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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の平均雇用人員であります。 

３ 第６期中の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、新株予約権の残高はありますが、当

社の株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価が把握できませんので記載してお

りません。第６期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在しますが、１株当た

り当期純損失であるため、記載しておりません。第７期中,第７期、第８期中の潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

４ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準（企

業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第8号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第６期中 第７期中 第８期中 第６期 第７期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (千円) 1,791,077 1,973,011 2,167,309 3,695,836 4,013,607

経常利益又は経常損失 
(△)

(千円) 3 40,126 65,132 △ 36,685 33,481

中間（当期）純利益 
又は中間（当期）純損失 
（△）

(千円) △47,917 31,748 24,447 △ 110,590 40,398

純資産額 (千円) 953,249 1,655,989 1,668,696 1,641,785 1,664,490

総資産額 (千円) 2,269,314 2,754,529 3,483,206 2,843,635 2,898,484

１株当たり純資産額 (円) 26,154.40 37,986.63 38,158.03 37,358.31 38,181.65

１株当たり中間（当期） 
純利益または中間 
（当期）純損失（△）

(円) △1,314.73 724.51 561.06 △ 2,790.43 923.59

潜在株式調整後１株 
当たり中間(当期)純利益

(円) ― ― ─ ― ─

自己資本比率 (％) 42.0 60.1 47.5 57.7 57.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △27,946 43,986 79,627 △ 155,001 30,988

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △235,452 △ 20,006 △  518,793 △ 211,872 △ 216,689

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 172,568 △ 56,419 533,285 897,470 139,484

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 293,917 882,906 963,246 915,345 869,127

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名)
111

〔315〕
119

〔318〕
127

〔325〕
108

〔410〕
114

〔345〕



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間純利益又は中間（当期）純損失」及び「潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

４ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準（企

業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第8号）を適用しております。 

回次 第６期中 第７期中 第８期中 第６期 第７期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (千円) 188,244 181,816 93,787 413,113 378,035

経常利益又は経常損失 
（△）

(千円) 26,327 △ 11,034 7,141 37,565 △ 13,320

中間純利益又は 
中間（当期）純損失(△)

(千円) 2,349 △ 18,229 13,866 △ 73,881 △ 12,719

資本金 (千円) 484,757 771,632 771,632 771,632 771,632

発行済株式総数 (株) 36,447 43,947 43,947 43,947 43,947

純資産額 (千円) 891,475 1,530,630 1,516,262 1,566,445 1,536,526

総資産額 (千円) 1,223,444 1,781,224 1,994,591 1,865,266 1,753,478

１株当たり中間(年間) 
配当額

(円) ― ― ─ ― ─

自己資本比率 (％) 72.9 85.9 76.0 84.0 87.6

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名)
5

〔1〕
12

〔0〕
5

〔─〕
8

〔3〕
9

〔─〕



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重

要な変更はありません。 

 なお、主要な関係会社の異動については、「３ 関係会社の状況」に記載しております。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、次の２社が新たに関係会社となりました。 

 
  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当中間連結会計期間における平均雇用人員（１日８時間換算）であ

ります。 

３ 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のであります。 

４ 従業員数が当中間連結会計期間において13名増加しておりますが、主として連結子会社株式会社洋菓子のヒ

ロタの店舗増加に向けて正社員を新規雇用したことによるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

当社の連結子会社である株式会社洋菓子のヒロタにおいてはヒロタ労働組合が結成されており、平成

18年9月30日における組合員数は79人であります。なお、労使関係は安定しております。 

  

名称 住所
資本金又は
出資金 
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
(被所有)割合 
(％)

関係内容

(連結子会社)

ライフスタイル・アセットマネ
ジマント株式会社

東京都千代田区 25,500 投資事業 50.9 役員の兼任 ２名

(連結子会社)

株式会社インキュベーション 神奈川県横浜市戸塚区 20,000
飲食店の運営
及びFCチェー
ン

90.0 役員の兼任 ３名

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

ヒロタ事業 111〔293〕

シューファクトリー事業 8〔20〕

投資（コンサルティング）事業 2〔─〕

全社(共通) 6〔12〕

合計 127〔325〕

従業員数(名) 5



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

    当中間連結会計期間における我が国経済は、原油等の原材料価格の高止まりや地政学的なリスクなどの

不安要素を抱えているものの、企業業績の回復による設備投資の増加や個人消費の回復などにより、緩や

かではありますが景気の回復基調を感じさせる状況となってまいりました。  

 当社の各事業におけるキーワードである「ライフスタイル産業」と「チェーンストア」の業界におきま

しては、個人消費の回復により全体的な押上げはあったものの、お客様の趣向の変化や長く続いた景気の

不安定さによる影響から、各ブランドに対する選別の目は厳しいものとなっております。こうした状況

下、ライフスタイル産業におけるホールディングカンパニーとして当社は、ライフスタイル産業の投資育

成に邁進してまいりました。また、店舗の運営を行う各子会社におきましては、消費者の視点による生活

スタイルのニーズにあった豊かさを提供することにより顧客満足度の向上に邁進してまいりました。この

結果、当中間連結会計期間におけるセグメント別の業績の概況は次の様になっております。  

①ヒロタ事業におきましては、直営店の利益率向上のため好立地への出店を継続し、新規出店としてロン

ロン中山店、東急元住吉店を出店いたしました。引き続き直営店を中心とした販売戦略の中、ホールセー

ル分野におきましても、民事再生手続き終結などの要因による信用力の回復も手伝い売上高を伸ばし、ヒ

ロタ事業として、売上高で前中間連結会計期間比110.3％の2,045,579千円となり、営業利益に関しまして

は前中間連結会計期間比116.8％の118,782千円となりました。  

②シューファクトリー事業におきましては、「CHOUFACTORY」のブランド価値を高めるための商品開発を

行い季節限定商品の導入を行いました。また、直営店中心とした販売戦略による収益モデルの再構築に取

り組んんだ結果、売上高は前中間連結会計期間比102.3％の105,849千円となり、営業損失は2,690千円と

なりました（前中間連結会計期間は8,982千円の営業損失）。  

③投資（コンサルティング）事業におきましては、当中間連結会計期間において株式会社インキュベーシ

ョン株式の発行済株式総数の90.0％（平成18年9月30日現在）を取得いたしました。今後も、当社グルー

プにおける経営戦略上の柱となり得るブランド価値の高い企業への投資を進めてまいります。また、既存

のファンドにおける管理報酬により、売上高は前中間連結会計期間比104.6％の8,556千円となり、営業損

失は2,463千円となりました（前中間連結会計年度は7,659千円の営業損失）。  

④その他事業におきましては、売上高は不動産賃貸料や広告収入を中心に前中間連結会計期間比96.1％の

7,324千円となり、営業利益は前中間連結会計期間比56.3％の3,404千円となりました。  

 当中間連結会計期間におきまして持分法適用関連会社である株式会社ハブの持分変動益として16,459千

円を特別利益として計上しております。また、投資有価証券評価損として6,276千円、店舗の減損損失

15,133千円を特別損失に計上しております。  

 他に、株式会社洋菓子のヒロタの取得額に対するのれんについては、一般管理費として15,471千円（通

期で30,942千円（平成19年3月期迄））を5年間計上しております。また、株式会社ハブの取得額に対する

投資消去差額については営業外費用（又は営業外収益の控除項目）として、前連結会計年度末20,863千

円、当中間連結会計期間で8,724千円（通期で17,448千円（平成20年3月期まで））を5年間計上しており

ます。  

 この結果、当中間連結会計期間の連結売上高は、2,167,309千円（前中間連結会計期間比109.8％）、連

結営業利益63,584千円（前中間連結会計期間比186.0％）連結経常利益65,132千円（前中間連結会計期間

比162.3％）、連結中間純利益24,447千円（前中間連結会計期間比76.9％）となりました。 



(2) キャッシュ・フローの状況 

  

 
  

（当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの概況説明） 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下資金等という）については、営業活動により

79,627千円増加し、投資活動により518,793千円減少し、財務活動により533,285千円増加し、この結

果、資金は94,118千円増加となり、中間期末残高は963,246千円（前年同期比109.1％）になりました。

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において営業活動の結果、得られた資金は79,627千円（前年同期に得られた資金

は43,986千円）で、前中間連結会計期間に比べて35,640千円増加となりました。 

 これは主に、税金等調整前中間純利益が46,895千円増加したことによるものです。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において投資活動の結果、使用した資金は518,793千円（前年同期に使用した資

金は20,006千円）で、前中間連結会計期間に比べて498,787千円増加しました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出が483,978千円増加したことによるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において財務活動の結果、得られた資金は533,285千円（前年同期に使用した資

金は56,419千円）で、前中間連結会計期間に比べて589,704千円の増加となりました。 

これは主に、長期借入による収入500,000千円と社債の発行による収入97,995千円の増加によるもの

です。 

  

  

  

  

  

  

  

主要項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前年同期比較増減額

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 43,986 79,627 35,640

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円)  △ 20,006 △518,793 △ 498,787

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △ 56,419 533,285 589,704

現金及び現金同等物の 
中間期末残高

(千円) 882,906 963,246  80,339



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

金額(千円) 前年同期比(％)

ヒロタ事業 551,296 118.1

シューファクトリー事業 47,256 98.0

合計 598,553 116.2

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

金額(千円) 前年同期比(％)

ヒロタ事業 2,045,579 110.3

シューファクトリー事業 105,849 102.3

投資（コンサルティング）事業 8,556 104.6

その他事業 7,324 96.1

合計 2,167,309 109.8

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

㈱日本アクセス 227,147 11.5 349,689 16.1



３ 【対処すべき課題】 

当社の主力事業であるヒロタ事業においては、駅中・駅前立地という立地条件での出店を続け、小規模

な店舗ながら効率的な売上の店舗作りをしてまいりましたが、この立地に対してさまざまな業種における

店舗の出店が相次ぎ、競合が菓子類の販売を行う企業から異業種に広がり始めております。これに対して

今後も、駅中・駅前立地における出店を継続し、安定的な収益の確保に臨むに当たり、商品開発や従業員

教育に一層注力することで、商品並びにサービスの質を向上させ顧客満足度の高いお店作りを進め競合他

社との差別を図ってまいります。  

 シューファクトリー事業においては、ヒロタとの事業シナジーを最大限に活用するとともに、今後、更

なる直営店中心の収益構造の強化をしてまいります。  

 投資（コンサルティング）事業におきましては、今後の経営戦略上の柱となるブランド価値の高い企業

への投資を行い、グループ全体の企業価値の向上を目指してまいります。また、投資先企業に関しまして

は持株会社として、今後共存共栄のスタンスを取り続けることから、慎重に選別を行ってまいります。  

 上海モダン事業におきましては、創業より間もないこともあり、企業規模が小さくブランドとしての認

知度が高くありません。このような状況下、ブランド名による集客力ではなく、事業モデルや商品等によ

る売上の向上を行うことになり、安定した収益の確保及び拡大に更なる経営努力が必要とされます。今後

は、ドミナント出店により店舗数の増加を行い、ブランド価値の向上を目指し、お客様からの認知度の向

上に努めることで、安定した収益の確保と収益力の拡大を行ってまいります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当中間連結会計期間において、特記すべき研究開発活動はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

国内子会社 

当中間連結会計期間に以下の設備を取得いたしました。 

 
  

会社名

事業所名 事業の種類別

設備の内容

帳簿価額（千円） 従業
員数

（所在地）
セグメント 
の名称

建物 機械装置 土地
合計

及び構築物 及び運搬具 (面積㎡) (名)

株式会社洋
菓子の 
ヒロタ

元町店（神戸市
中央区）

ヒロタ事業
店舗の土地、建
物及び駐車場

50,081 21,849
222,028

293,959 ─
(431.4)



２ 【設備の新設、除却等の計画】 

  

（１）重要な設備計画の変更 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。 

  

（２）重要な設備計画の完了 

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、次のとおり

であります。 

  

 
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

会社名
事業所名

セグメントの名称 設備の内容
投資金額
(千円)

完了年月 完成後の増加能力
（所在地）

提出会社

鶴橋店他

ヒロタ事業 店舗改装新設 7,338 平成18年９月 売上13,383千円増
大阪府大阪市
生野区他

株式会社洋菓
子のヒロタ

千葉工場

ヒロタ事業 生産設備 154,964 平成18年９月 生産力増加
千葉県山武郡
芝山町



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 175,700

計 175,700

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月22日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 43,947 43,947
名古屋証券取引所
(セントレックス)

(注)

計 43,947 43,947 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

(平成15年３月31日臨時株主総会決議に基づく平成15年４月19日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 
また、時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 
３ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社並びに当社子会社の取締役又は従業員たる

地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。 

② 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。 

③ その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者

との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数 781個 781個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数  2,343 株 (注)１ 2,343 株

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき133,334円 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成17年４月１日から
平成25年３月31日まで

同左

新株予約権行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額

発行価格 133,334円
資本組入額 66,667円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



(平成15年３月31日臨時株主総会決議に基づく平成15年５月17日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 
また、時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 
３ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社並びに当社子会社の取締役又は従業員たる

地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。 

② 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。 

③ その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者

との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数 50個 50個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 150 株 (注)１ 150 株

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき133,334円 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成17年４月１日から
平成25年３月31日まで

同左

新株予約権行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額

発行価格 133,334円
資本組入額 66,667円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



(平成15年10月10日臨時株主総会決議に基づく平成15年11月８日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 
また、時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 
３ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社並びに当社子会社の取締役又は従業員たる

地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。 

② 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。 

③ その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者

との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数 22個 22個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 66 株 (注)１ 66 株

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき133,334円 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成17年10月11日から
平成25年10月10日まで

同左

新株予約権行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額

発行価格 133,334円
資本組入額 66,667円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



(平成17年６月27日定時株主総会決議に基づく平成17年７月11日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

について行われ、調整の結果生じる１株未満の端株は切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、または、当社が新

設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

   
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
    ３ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

  ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社並びに当社子会社の取締役又は従業員たる

  地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。 

  ② 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。 

  ③ その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者

  との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

     

  

  

中間会計期間末現在   
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在    
(平成18年11月30日)

新株予約権の数 185個 185個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 555株 (注)１ 555株

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき133,334円 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から
 平成27年６月27日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

発行価額 133,334円
資本組入額 66,667円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新株発行(処分)株式数×１株あたり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 当社が所有している株式586株（1.33％）は上記表には含めておりません。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成18年９月30日 ― 43,947 ― 771,632 ― 646,875

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

藤井 道子 東京都千代田区 22,185 50.48

磯野 正美 神奈川県厚木市 2,000 4.55

加藤義和株式会社 香川県観音寺市坂本町5-18-37 1,528 3.48

株式会社翔泳社 東京都新宿区舟町5 799 1.82

松岡 美木夫 静岡県浜松市 745 1.70

投資事業組合資生堂ビューティ

ーファンド
東京都港区東新橋1-6-2 450 1.02

トランスデジタル株式会社 東京都港区赤坂1-12-32 450 1.02

日本メナード化粧品株式会社 名古屋市西区鳥見町2-130 375 0.85

投資事業組合ＫＣ－２１世紀再

生ファンド
東京都千代田区有楽町1-2-2 358 0.81

ＫＦ－ニューウェーブ１号投資

事業組合
東京都千代田区有楽町1-2-2 320 0.73

計 ― 29,210 66.46



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には失念株式が１株含まれており、当該株式に係 

   る議決権１個を議決権の数から控除しております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低の株価は名古屋証券取引所セントレックスにおけるものであります。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 586

―
権利内容に何ら限定の無い当社におけ
る標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 43,361 43,360 同上

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 43,947 ― ―

総株主の議決権 ― 43,360 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
２１ＬＡＤＹ株式会社

東京都千代田区二番町５番
地５

586 ― 586 1.33

計 ― 586 ― 586 1.33

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 67,000 62,500 54,000 55,000 59,800 59,600

最低(円) 61,100 50,500 47,500 48,500 49,700 53,900



３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間

連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間財務諸表等規

則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年

９月30日まで)の中間連結財務諸表及び前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の

中間財務諸表について、中央青山監査法人により中間監査を受けております。 当中間連結会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸表並びに当中間会計期間(平成18年４月１日か

ら平成18年９月30日まで)の中間財務諸表について、みすず監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、従来から当社が監査証明を受けている中央青山監査法人は、平成18年９月１日に名称を変更し、

みすず監査法人となりました。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 892,906 973,251 879,130 

２ 売掛金 323,603 406,318 376,741 

３ たな卸資産 87,932 99,952 79,596 

４ その他 81,919 74,135 137,454 

貸倒引当金 △ 3,717 △ 10,740 △ 10,620

流動資産合計 1,382,645 50.2 1,542,918 44.3 1,462,303 50.5

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産

（1）建物及び構築物 ※１ 817,026 893,328 816,951

  減価償却累計額 484,718 332,307 505,146 388,182 490,586 326,365 

（2）機械装置及び 
   運搬具

542,980 681,605 509,291

  減価償却累計額 485,579 57,401 459,955 221,650 448,867 60,424 

（3）土地 ※１ 216,218 438,247 216,218 

（4）その他 244,584 249,702 236,950

  減価償却累計額 190,239 54,345 186,409 63,293 183,486 53,463

有形固定資産合計 660,272 24.0 1,111,373 31.9 656,471 22.6

２ 無形固定資産 59,886 2.1 88,330 2.5 42,787 1.5

３ 投資その他の資産

（1）投資有価証券 318,327 452,019 438,155 

（2）敷金・保証金 251,445 218,814 234,394 

（3）その他 88,715 75,175 71,745 

   貸倒引当金 △ 6,763 △ 7,373 △ 7,373

投資その他の 
資産合計

651,724 23.7 738,635 21.2 736,922 25.4

固定資産合計 1,371,883 49.8 1,938,339 55.6 1,436,180 49.5

Ⅲ 繰延資産 ― 1,949 0.1 ― ―

資産合計 2,754,529 100.0 3,483,206 100.0 2,898,484 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 買掛金 126,527 177,984 149,312

２ １年以内償還予定  
  社債

─ 33,400 ─

３ １年以内返済予定 
  長期借入金

※１ 68,196 186,120 102,509

４ 未払法人税等 5,999 6,488 9,794

５ 未払金 100,450 130,043 147,823

６ 未払費用 ※２ 209,037 258,704 239,079

７ その他 45,314 14,110 29,423

流動負債合計 555,524 20.2 806,851 23.2 677,942 23.4

Ⅱ 固定負債

１ 社債 ― 66,600 ―

２ 長期借入金 ※１ 145,626 654,836 267,216

３ 長期未払金 387,821 275,074 275,148

４ その他 9,568 11,147 10,123

固定負債合計 543,015 19.7 1,007,658 28.9 552,488 19.1

負債合計 1,098,540 39.9 1,814,510 52.1 1,230,430 42.5

(少数株主持分)

少数株主持分 ― ― ― ― 3,562 0.1

(資本の部)

Ⅰ 資本金 771,632 28.0 ― ― 771,632 26.6

Ⅱ 資本剰余金 846,875 30.7 ― ― 846,875 29.2

Ⅲ 利益剰余金 52,627 1.9 ― ― 61,277 2.1

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

7,174 0.3 ― ― 7,027 0.3

Ⅴ 自己株式 △ 22,321 △ 0.8 ― ― △ 22,321 △ 0.8

資本合計 1,655,989 60.1 ― ― 1,664,490 57.4

負債、少数株主持分 
及び資本合計

2,754,529 100.0 ― ― 2,898,484 100.0



  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ─ 771,632 ― ─

 ２ 資本剰余金 ― ─ 846,875 ― ─

 ３ 利益剰余金 ― ─ 85,724 ― ─

 ４ 自己株式 ― ─ △ 35,817 ― ─

   株主資本合計 ― ─ 1,668,414 47.9 ― ─

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― ─ △ 13,844 ― ─

   評価・換算差額等 
   合計

― ─ △ 13,844 △ 0.4 ― ─

Ⅲ 少数株主持分 ― ─ 14,125 0.4 ― ─

   純資産合計 ― ─ 1,668,696 47.9 ― ─

   負債純資産合計 ― ─ 3,483,206 100.0 ― ─



② 【中間連結損益計算書】 
  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 1,973,011 100.0 2,167,309 100.0 4,013,607 100.0

Ⅱ 売上原価 826,482 41.9 901,202 41.6 1,714,387 42.7

売上総利益 1,146,529 58.1 1,266,107 58.4 2,299,220 57.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 1,112,338 56.4 1,202,523 55.5 2,262,071 56.4

営業利益 34,190 1.7 63,584 2.9 37,148 0.9

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 19 67 37

２ 受取配当金 355 3,543 403

３ 持分法による投資利益 4,334 ― ―

４ 遅延損害金 3,398 ― 3,398

５ 受取補償金 ― 2,637 ―

６ その他 559 8,667 0.4 1,535 7,783 0.4 2,211 6,049 0.2

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 2,409 3,678 5,289

 ２ 投資事業組合損失 53 22 84

３ 持分法による投資損失 ― 1,865 3,355

４ その他 269 2,731 0.1 668 6,235 0.3 986 9,716 0.3

経常利益 40,126 2.0 65,132 3.0 33,481 0.8

Ⅵ 特別利益

１ 投資有価証券売却益 1,196 815 24,813

２ 貸倒引当金戻入額 204 ― ―

３ 持分変動益 ― 16,459 37,636

４ その他 334 1,734 0.1 857 18,132 0.8 11,092 73,543 1.8

Ⅶ 特別損失

１ 固定資産除却損 ※２ 2,479 930 8,065

２ 店舗撤退損 2,593 ― 2,593

３ 減損損失 ※３ 19,571 15,133 28,876

４ 投資有価証券評価損 ― 6,276 ―

５ その他 4,805 29,448 1.5 1,617 23,957 1.1 7,227 46,763 1.1

税金等調整前中間(当期)純利
益

12,412 0.6 59,307 2.7 60,261 1.5

法人税、住民税及び事業税 4,285 4,917 9,724

法人税等調整額 △ 23,622 △19,336 △1.0 32,043 36,961 1.7 8,940 18,664 0.5

少数株主利益又は少数株主損
失（△）

― ― △ 2,101 △0.1 1,199 0.0

中間(当期)純利益 31,748 1.6 24,447 1.1 40,398 1.0



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 846,875 846,875 

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)残高 846,875 846,875 

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 20,878 20,878 

Ⅱ 利益剰余金増加高

  1 中間（当期）純利益 31,748 31,748 40,398 40,398 

Ⅲ 利益剰余金中間期末(期末)残高 52,627 61,277 



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 771,632 846,875 61,277 △ 22,321 1,657,463

中間連結会計期間中の変動額

 中間純利益 24,447 24,447

 自己株式の取得 △ 13,496 △ 13,496

中間連結会計期間中の変動額 

合計(千円)
24,447 △ 13,496 10,950

平成18年９月30日残高(千円) 771,632 846,875 85,724 △ 35,817 1,668,414

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 7,027 7,027 3,562 1,668,053

中間連結会計期間中の変動額

 中間純利益 24,447

 自己株式の取得 △ 13,496

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△ 20,871 △ 20,871 10,563 △ 10,308

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

△ 20,871 △ 20,871 10,563 642

平成18年９月30日残高(千円) △ 13,844 △ 13,844 14,125 1,668,696



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純利益 12,412 59,307 60,261

   減価償却費 40,042 41,074 81,660

   減損損失 19,571 15,133 28,876

   貸倒引当金の増減額 △ 204 120 7,235

   受取利息及び受取配当金 △ 374 △ 3,610 △ 440

   支払利息 2,409 3,678 5,289

   投資事業組合損失 53 22 84

   固定資産除却損 2,479 930 8,065

   投資有価証券売却益 △ 1,196 △ 815 △ 24,813

   投資有価証券評価損 ― 6,276 220

   関連会社株式売却益 ― ― △ 10,586

   持分変動益 ― △ 16,459 △ 37,636

   店舗撤退損 2,593 ─ 2,593

   持分法による投資利益 △ 4,334 ― ─

   持分法による投資損失 ― 1,865 3,355

   連結調整勘定の償却 15,471 ― 30,942

   のれん償却額 ― 15,471 ―

   売上債権の増減額 26,444 △ 29,471 △ 26,693

   たな卸資産の増減額 11,575 △ 19,712 19,911

   その他流動資産の増減額 △ 13,889 1,023 △ 26,465

   長期未収入金の増加額 △ 48 △ 114 △ 48

   仕入債務の増減額 △ 31,657 26,118 △ 8,872

   未払金の増減額 △ 48,687 △ 17,240 11,011

   未払費用の増加額 7,611 44,699 37,653

   その他流動負債の増減額 23,889 △ 16,722 7,999

   長期未払金の減少額 △ 1,394 △ 74 △ 114,066

   その他固定負債の増減額 △ 7,190 1,024 △10,754

   その他 △ 2,326 △ 370 137

    小計 53,251 112,152 44,920

   利息及び配当金の受取額 5,020 6,883 5,086

   利息の支払額 △ 2,334 △ 3,685 △ 5,424

   和解金の支払額 ― △ 27,500 ―

   法人税等の支払額 △ 11,950 △ 8,224 △ 13,593

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

43,986 79,627 30,988



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 ― △ 2 △ 2

   有形固定資産の取得による支出 △ 26,344 △ 510,322 △ 84,779 

   無形固定資産の取得による支出 △ 571 △ 45,600 △ 1,972

   有形固定資産の売却による収入 ― 1,179 ─

   投資有価証券の取得による支出 △ 18,120 △ 54,896 △ 202,909

   投資有価証券の売却による収入 4,136 11,665 38,815

   敷金・保証金の純減少額 21,420 15,580 35,280

   保険積立金の増加による支出 △ 595 △ 595 △ 1,191

   長期前払費用の増加による支出 ― △ 8,994 ―

   出資金の返還による収入 69 ─ 69

   出資金の増加による支出 ─ △ 90 ─

   連結範囲の変更を伴う子会社株式 
   取得による収入

― 21,413 ―

   関連会社株式売却による収入 ― 51,520 ―

   その他 ― 350 ―

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 20,006 △ 518,793 △ 216,689

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   長期借入による収入 ― 500,000 200,000

   長期借入金の返済による支出 △ 34,098 △ 51,213 △ 78,195

   社債の発行による収入 ― 97,995 ―

    自己株式の取得による支出 △ 22,321 △ 13,496 △ 22,321

   連結子会社の株式の発行による 
   収入

─ ─ 40,000

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 56,419 533,285 139,484

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △ 32,438 94,118 △ 46,217

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 915,345 869,127 915,345

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 
  (期末)残高

※１ 882,906 963,246 869,127



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

すべての子会社を連結して

おります。

連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称

㈱洋菓子のヒロタ

㈱リテイルネット

すべての子会社を連結して

おります。

連結子会社の数 ４社

連結子会社の名称

㈱洋菓子のヒロタ

㈱リテイルネット

ライフスタイル・アセ 

 ットマネジメント㈱

㈱インキュベーション

 当中間連結会計期間にお

いて当社は、株式の取得に

よりライフスタイル・アセ

ットマネジメント㈱及び㈱

インキュベーションの２社

を連結の範囲に含めており

ます。

すべての子会社を連結して

おります。

連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称

㈱洋菓子のヒロタ

㈱リテイルネット

２ 持分法の適用に関

する事項

持分法適用関連会社数

 １社

 ㈱ハブ

 なお、持分法非適用関連

会社はありません。

持分法適用関連会社数

 １社

 ㈱ハブ

持分法非適用関連会社数 

 １社

 ㈲インスピリ(フランス）

持分法を適用しない理由

 持分法非適用関連会社

は、それぞれ中間純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外

しております。

持分法適用関連会社数

 １社

 ㈱ハブ

 なお、持分法非適用関連

会社はありません。

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

 連結子会社の中間決算日

と中間連結決算日は同一で

あります。

同左  連結子会社の事業年度末

日と連結決算日は同一であ

ります。

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法

イ 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

 中間連結決算日の市

場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定)を採

用しております。

イ 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

 中間連結決算日の市

場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純

資産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定)を採

用しております。

イ 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

 連結決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定)を採用し

ております。

時価のないもの 

 移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

時価のないもの 

   同左

時価のないもの

同左



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

なお、投資事業有限責任組
合及びそれに類する組合へ
の出資（証券取引法第2条
第2項により有価証券とみ
なされるもの）について
は、組合契約に規定される
決算報告日に応じて入手可
能な最近の決算書を基礎と
し、持分相当額を純額で取
り込む方法によっておりま
す。

ロ たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

 当社及び連結子会社

である㈱リテイルネッ

トは、最終仕入原価法

を採用しております。

 連結子会社である㈱

洋菓子のヒロタは、月

次総平均法による原価

法を採用しておりま

す。

ロ たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

 当社及び連結子会社

である㈱リテイルネッ

ト、㈱インキュベーシ

ョンは、最終仕入原価

法を採用しておりま

す。

 連結子会社である㈱

洋菓子のヒロタは、月

次総平均法による原価

法を採用しておりま

す。

ロ たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

 当社及び連結子会社

である㈱リテイルネッ

トは、最終仕入原価法

を採用しております。

 連結子会社である㈱

洋菓子のヒロタは、月

次総平均法による原価

法を採用しておりま

す。

製品・仕掛品 

 連結子会社である㈱

洋菓子のヒロタは、月

次総平均法による原価

法を採用しておりま

す。

同左 同左



項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(2) 重要な減価償却

資産の償却方法

イ 有形固定資産

 定率法によっており

ます。但し、建物(附

属設備を除く)につい

ては、定額法を採用し

ております。なお、耐

用年数及び残存価格に

ついては、法人税法に

規定する方法と同一の

基準によっておりま

す。

イ 有形固定資産

同左

イ 有形固定資産

同左

ロ 無形固定資産

 定額法によっており

ます。なお、自社利用

のソフトウェアは、社

内における利用可能期

間(５年)に基づいてお

ります。なお、償却年

数については、法人税

法に規定する方法と同

一の基準によっており

ます。

ロ 無形固定資産

同左

ロ 無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の

計上基準

貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸

倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案

し回収不能見込額を計上し

ております。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

(4) 重要なリース取

引の処理方法

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

同左 同左

(5) その他中間連結

財務諸表(連結

財務諸表)作成

のための重要な

事項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲

 手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなってお

ります。

同左 同左



会計処理の変更 

  
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 （自 平成18年４月１日 （自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日） 至 平成18年９月30日） 至 平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

  「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」）（企

業会計審議会 平成14年8月9日））

及び「固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成15年10月31日 企業会計基

準適用指針第6号）を当中間連結会

計期間から適用しております。この

結果、特別損失が19,571千円増加

し、税金等調整前中間純利益が

19,571千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき当該各資産の金額から直接

控除しております。

  

   ──────────

(固定資産の減損に係る会計基準)
「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」）（企業会

計審議会 平成14年8月9日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第6号）を当中間連結会計期

間から適用しております。この結

果、特別損失が28,876千円増加し、

税金等調整前純利益が28,876千円減

少しております。  

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき当該各資産の金額から直接控除

しております。

─────────

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） ─────────
（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

当中間連結会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月9日企業会計基準第5号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準適用指針第8

号）並びに改正後の「自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 最終改

正平成18年8月11日 企業会計基準

第1号）及び「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準委員会 最

終改正平成18年8月11日 企業会計

基準適用指針第2号）を適用してお

ります。

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は1,654,570千円で

あります。

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表により作成しておりま

す。



 
  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 （自 平成18年４月１日 （自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日） 至 平成18年９月30日） 至 平成18年３月31日）

（企業結合に係る会計基準等）

 当中間連結会計期間から「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議

会 平成15年10月31日）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第7号）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第10号）を適用し

ております。

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

 中間連結財務諸表規則の改正によ

る中間連結財務諸表の表示に関する

変更は以下のとおりであります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算

書）

 「連結調整勘定の償却」は、当中

間連結会計期間から「のれん償却

額」として表示しております。



表示方法の変更 

  

 
  

  

  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 （自 平成18年４月１日

至 平成17年９月30日） 至 平成18年９月30日）

（中間連結貸借対照表） ─────────────

 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法
律第97号）が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月
1日より適用となること及び「金融商品会計に関する実
務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年2月
15日付で改正されたことに伴い、当中間連結会計期間か
ら投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資
（証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるも
の）を投資有価証券として表示する方法に変更いたしま
した。
 なお、当該出資の額は、前中間連結会計期間には投資
その他の資産の「その他」に72,744千円計上されていま
したが、当中間連結会計期間には投資その他の資産の
「投資有価証券」に7,806千円計上されています。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のと

おりであります。

建物 139,820千円

土地 216,218千円

合計 356,038千円

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のと

おりであります。

建物 182,209千円

土地 438,247千円

合計 620,456千円

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のと

おりであります。

建物 128,587千円

土地 216,218千円

合計 344,805千円

担保付債務は次のとおりであり

ます。

１年以内返済 
予定長期借入金

68,196千円

長期借入金 145,626千円

合計 213,822千円

担保付債務は次のとおりであり

ます。

１年以内返済
予定長期借入金

186,120千円

長期借入金 654,836千円

合計 840,956千円

担保付債務は次のとおりであり

ます。

１年以内返済 
予定長期借入金

62,513千円

長期借入金 117,211千円

合計 179,724千円

※２ 訴訟事件

㈱洋菓子のヒロタが民事再生

手続開始の申請をした際の財

務アドバイザリ業務に関し、

朝日監査法人(現あずさ監査

法人)を原告、㈱洋菓子のヒ

ロタを被告とする47,250千円

の支払を求めた業務委託報酬

請求訴訟が係属しております

が、㈱洋菓子のヒロタは

10,500千円を合理的な金額と

判断して、未払費用に計上し

ております。

※２ 訴訟事件

㈱洋菓子のヒロタが民事再生

手続開始の申請をした際の財

務アドバイザリ業務に関し、

朝日監査法人（現あずさ監査

法人）を原告、㈱洋菓子のヒ

ロタを被告とする47,250千円

の支払を求めた業務委託報酬

請求訴訟につきましては、平

成18年5月29日をもちまし

て、和解金27,500千円の支払

いにより和解が成立しており

ます。

※２ 訴訟事件

㈱洋菓子のヒロタが民事再生

手続開始の申請をした際の財

務アドバイザリ業務に関し、

朝日監査法人(現あずさ監査

法人)を原告、㈱洋菓子のヒ

ロタを被告とする47,250千円

の支払を求めた業務委託報酬

請求訴訟が係属しております

が、㈱洋菓子のヒロタは

30,500千円を合理的な金額と

判断して、未払費用に計上し

ております。



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りです。

給与 345,114千円

運賃 165,655千円

販売手数料 243,521千円

連結調整勘定 
償却額

15,471千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りです。

給与 350,514千円

運賃 190,164千円

販売手数料 261,192千円

のれん償却額 15,471千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りです。

給与 660,561千円

運賃 348,395千円

販売手数料 503,670千円

連結調整勘定 
償却額

30,942千円

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

建物 1,097千円

その他 
有形固定資産

329千円

長期前払費用 1,052千円

合計 2,479千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。    

建物 422千円

その他 
有形固定資産

507千円

合計 930千円

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

建物 5,787千円

その他
有形固定資産

1,225千円

長期前払費用 1,052千円

合計 8,065千円

 

※３ 当社グループは、以下の資産

グループについて減損損失を計

上しました。

場所 用途 種類
金額 

（千円）

本社 事業用資産 営業権 4,400

東京都 
品川区

店舗 建物等 2,108

東京都 
新宿区

店舗 建物等 6,866

兵庫県 
神戸市

店舗 建物 3,783

千葉県 
山武郡

遊休資産
工具器具
備品

2,413

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
（経緯）
上記事業用資産は、シューファクト
リーの営業権でありますが、シュー
ファクトリー事業は現在営業損失で
あり、収益性の回復には時間が掛か
ると判断したため、減損損失を認識
いたしました。
また、店舗につきましては、収益性
が著しく低下しており今後も経常的
な損失が予想される店舗について、
減損損失を認識いたしました。
なお、上記遊休資産は、退店したシ
ュー・ファクトリー店舗にて使用し
ていた工具器具備品であり、当面新
規出店の予定も無く再利用の見込み
がないため、減損損失を認識いたし
ました。
 

 

※３ 当社グループは、以下の資産

グループについて減損損失を計

上しました。

場所 用途 種類
金額 

（千円）

東京都 

千代田

区

店舗 建物 10,319

東京都 

江東区
店舗 建物 4,813

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
（経緯）
店舗につきましては、収益性が著し
く低下しており今後も経常的な損失
が予想される店舗について、減損損
失を認識いたしました。

 

※３ 当社グループは、以下の資産

グループについて減損損失を計

上しました。

場所 用途 種類
金額 

（千円）

本社 事業用資産 営業権 4,400

東京都

品川区
店舗 建物等 2,108

東京都

新宿区
店舗 建物等 6,866

兵庫県

神戸市
店舗 建物 3,783

大阪府

高槻市
店舗 建物 963

神奈川

県横須

賀市

店舗 建物 795

東京都

豊島区
店舗 建物等 4,575

東京都

港区
店舗 建物等 2,970

千葉県

山武郡
遊休資産

工具器具

備品
2,413

（経緯）
上記事業用資産は、シューファクト
リーの営業権でありますが、シュー
ファクトリー事業は当中間連結会計
期間まで営業損失であり、収益性の
回復には時間が掛かると判断したた
め、減損損失を認識いたしました。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
（減損損失の金額）

種類
金額 

（千円）

営業権 4,400

建物 11,330

工具器具備品 3,840

合計 19,571

（グルーピングの方法）
原則として事業部別に区分し、ヒロ
タ事業及びシューファクトリー事業
については、店舗単位としておりま
す。 
また、将来の使用が見込まれていな
い遊休資産については、個々の物件
単位としております。
（回収可能額の算定方法等）
正味売却価額により測定しており、
合理的な見積りに基づいて評価して
います。

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
（減損損失の金額）

種類
金額 

（千円）

建物 15,133

合計 15,133

  
 
（グルーピングの方法）

同左
  
  
  
  
  
 

（回収可能額の算定方法等）
同左

 

また、店舗につきましては、収益性 
性が著しく低下しており今後も経常
的な損失が予想される店舗につい
て、減損損失を認識いたしました。
なお、上記遊休資産は、退店したシ
ュー・ファクトリー店舗にて使用し
ていた工具器具備品であり、当面新
規出店の予定も無く再利用の見込み
がないため、減損損失を認識いたし
ました。
（減損損失の金額）

種類
金額 

（千円）

営業権 4,400

建物 20,592

工具器具備品 3,884

合計 28,876

（グルーピングの方法）
同左

  
  
  
  
  
（回収可能額の算定方法等）

同左



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 市場での取得による増加 233株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) 目的となる株式の数の変動事由の概要  

平成17年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

  

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 43,947 ― ― 43,947

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 353 233 ― 586

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間 
末残高 
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社
平成15年新株予約権 普通株式 2,559 ― ― 2,559 ―

平成17年新株予約権 普通株式 555 ― ― 555 ―

合計 3,114 ─ ― 3,114 ―



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係

現金及び 
預金勘定

892,906千円

預入期間が３ 
か月を超える 
定期預金

△10,000千円

現金及び 
現金同等物

882,906千円

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係

現金及び
預金勘定

973,251千円

預入期間が３
か月を超える 
定期預金

△10,004千円

現金及び
現金同等物

963,246千円  

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び
預金勘定

879,130千円

預入期間が３ 
か月を超える 
定期預金

△10,002千円

現金及び
現金同等物

869,127千円



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額

 

取得 
価額 
相当額 
(千円)

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(千円)

中間 
期末 
残高 
相当額
(千円)

機械装置 
及び 
運搬具

24,898 24,411 487 

その他 
有形固定 
資産

10,760 8,310 2,450 

無形固定 
資産

220 177 42 

合計 35,880 32,899 2,980 

(注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定しております。

 

取得
価額 
相当額
(千円)

減価
償却 
累計額
相当額
(千円)

中間
期末 
残高 
相当額
(千円)

機械装置 
及び 
運搬具

1,121 15 1,105

その他 
有形固定 
資産

1,785 803 982

無形固定 
資産

― ― ―

合計 2,906 819 2,087

(注)     同左
 

取得
価額 
相当額 
(千円)

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末 
残高 
相当額
(千円)

機械装置
及び 
運搬具

2,507 2,438 69

その他
有形固定 
資産

7,498 6,179 1,319

無形固定
資産

220 214 6

合計 10,227 8,832 1,395

(注) 取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利

子込み法により算定してお

ります。

 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 1,998千円

１年超 982千円

 計 2,980千円

(注) 未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法に

より算定しております。

 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 543千円

１年超 1,543千円

 計 2,087千円

(注)    同左
 

(2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 591千円

１年超 803千円

計 1,395千円

(注) 未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利

子込み法により算定して

おります。

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 5,999千円

減価償却費 
相当額

5,999千円

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 413千円

減価償却費
相当額

413千円

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 7,286千円

減価償却費
相当額

7,286千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数として

残存価額を零とする定額法によ

っております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法
  同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法
同左



(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間末)（平成17年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

(当中間連結会計期間末)（平成18年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当中間連結会計期間において減損処理を行

い、投資有価証券評価損6,276千円を計上しております。 

  

種類
取得原価 
(千円)

中間連結貸借対照表
計上額(千円)

差額 
(千円)

① 株式 26,334 36,656 10,321

合計 26,334 36,656 10,321

中間連結貸借対照表計上額 
(千円)

(1)その他有価証券

 非上場株式 15,970

 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 7,806

(2)子会社及び関連会社株式

 関連会社株式 257,893

          合計 281,671 

種類
取得原価 
(千円)

中間連結貸借対照表
計上額(千円)

差額 
(千円)

① 株式 197,168 173,483 △ 23,684

合計 197,168 173,483 △ 23,684

中間連結貸借対照表計上額 
(千円)

(1)その他有価証券

 非上場株式 45,750

 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 7,095

(2)子会社及び関連会社株式

関連会社株式 225,690

          合計 278,536



(前連結会計年度末)（平成18年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

 当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

   当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

    当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

   前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

    当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

種類
取得原価 
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

① 株式 154,496 166,016 11,520

合計 154,496 166,016 11,520

売却額（千円） 売却益の合計額(千円) 売却額の合計額(千円)

43,853 24,813 ─

連結貸借対照表計上額 
(千円)

(1)その他有価証券

 非上場株式 55,751

 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 7,117

(2)子会社及び関連会社株式

 関連会社株式 209,270

          合計 272,138



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、収益構造及び出店形態を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主なサービス内容 

 (1) ヒロタ事業……「HIROTA」店舗運営業務、製品販売業 

 (2) シューファクトリー事業……「CHOUFACTORY」店舗運営業務 

 (3) 投資（コンサルティング）事業……ブランド力を持つ企業を投資対象とした投資活動業務、チェーンスト

ア運営に関するアドバイザリ業務、ファンド管理業務 

 (4) その他事業……不動産賃貸業務 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、本社の総務部門等管理部門

にかかる費用であり、当中間連結会計期間は56,952千円であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、収益構造及び出店形態を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主なサービス内容 

 (1) ヒロタ事業……「HIROTA」店舗運営業務、製品販売業 

 (2) シューファクトリー事業……「CHOUFACTORY」店舗運営業務 

 (3) 投資（コンサルティング）事業……ブランド力を持つ企業を投資対象とした投資活動業務、チェーンスト

ア運営に関するアドバイザリ業務、ファンド管理業務 

 (4) その他事業……不動産賃貸業務 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、本社の総務部門等管理部門

にかかる費用であり、当中間連結会計期間は53,458千円であります。 

  

ヒロタ事業 
(千円)

シューファ
クトリー 
事業 
(千円)

投資(コン
サルティン
グ)事業 
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

1,853,736 103,474 8,180 7,618 1,973,011 ― 1,973,011

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

11,063 5,383 ― ― 16,447 (16,447) ―

計 1,864,800 108,858 8,180 7,618 1,989,458 (16,447) 1,973,011

営業費用 1,763,117 117,840 15,840 1,575 1,898,374 40,446 1,938,821

営業利益又は 
営業損失(△)

101,682 △ 8,982 △ 7,659 6,042 91,083 (56,893) 34,190

ヒロタ事業 
(千円)

シューファ
クトリー 
事業 
(千円)

投資(コン
サルティン
グ)事業 
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

2,045,579 105,849 8,556 7,324 2,167,309 ― 2,167,309

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,699 4,554 ― ― 11,253 (11,253) ―

計 2,052,278 110,404 8,556 7,324 2,178,563 (11,253) 2,167,309

営業費用 1,933,495 113,094 11,020 3,919 2,061,530 42,194 2,103,725

営業利益又は 
営業損失(△)

118,782 △ 2,690 △ 2,463 3,404 117,032 (53,448) 63,584



前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、収益構造及び出店形態を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主なサービス内容 

 (1) ヒロタ事業……「HIROTA」店舗運営業務、製品販売業 

 (2) シューファクトリー事業……「CHOUFACTORY」店舗運営業務 

 (3) 投資（コンサルティング）事業……ブランド力を持つ企業を投資対象とした投資活動業務、チェーンスト

ア運営に関するアドバイザリ業務、ファンド管理業務 

 (4) その他事業……不動産賃貸業務 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、本社の総務部門等管理部門

にかかる費用であり、当連結会計年度は112,060千円であります。 

  

ヒロタ事業 
(千円)

シューファ
クトリー 
事業 
(千円)

投資(コン
サルティン
グ)事業 
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

3,759,343 224,769 16,152 13,342 4,013,607 ― 4,013,607

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

18,873 12,203 ― ― 31,076 (31,076) ―

計 3,778,216 236,972 16,152 13,342 4,044,683 (31,076) 4,013,607

営業費用 3,635,355 232,013 26,049 2,163 3,895,581 80,876 3,976,458

営業利益又は 
営業損失(△)

142,861 4,959 △ 9,897 11,178 149,102 (111,953) 37,148



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

  

  

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
２．１株当たり中間（当期）純利益 

 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 37,986円63銭 38,158円03銭 38,181円65銭

１株当たり中間(当期)
純利益 
 

724円51銭 561円06銭 923円59銭

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につい

ては、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につい

ては、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益につい

ては、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

項目
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日）

前連結会計年度末
(平成18年３月31日）

純資産の部の合計額(千円) ― 1,668,696 ―

普通株式に係る純資産額 
(千円)

― 1,654,571 ―

差額の主な内訳(千円)
 少数株主持分 ― 14,125 ―

普通株式の発行済株式数(株) ― 43,947 ―

普通株式の自己株式数(株) ― 586 ―

１株当たり純資産の算定に用
いられた普通株式の数(株)

― 43,361 ―

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間（当期）純利益(千円) 31,748 24,447 40,398

普通株主に帰属しない金額
(千円)

― ― ―

普通株式に係る中間（当期）
純利益(千円)

31,748 24,447 40,398

普通株式の期中平均株式数
(株)

43,821 43,573 43,740

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要

新株予約権１種類(新株

予約権の数1,038個)。

新株予約権１種類(新株

予約権の数1,038個)。

新株予約権１種類(新株

予約権の数1,038個)。



(重要な後発事象) 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

                                              

   

（子会社設立について） 

 平成18年5月17日開催の取締役会

において、子会社を設立することを

決議いたしました。 

(1)子会社設立の目的 

 当社は、ライフスタイル産業にお

ける投資持株会社として、ライフス

タイル産業の直接的な事業展開を行

う企業・事業への投資育成を手掛け

ております。  

このたびは、ライフスタイル産業の

サービス分野における金融というセ

グメントにおいて、当社の事業領域

を拡大していくことで、今後、女性

が「金融」という敷居が高く感じる

分野での、間口を広げていきたいと

考え、今回の子会社設立に至りまし

た。

(2)子会社の概要 

商号 ライフスタイル・アセット  

マネジメント株式会社 

代表者 代表取締役社長 猪熊建夫  

        （当社取締役） 

主な事業の内容 投資顧問業 

設立時期 平成18年5月23日

取得株数    260株 

取得価額    13百万円 

主要株主   

 ２１LADY株式会社  50.9％  

 松本 三千子    39.2％  

 松下 律       7.8％  

 戸谷 圭子      1.9％ 

 



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（訴訟について）

 当社子会社である株式会社洋菓子

のヒロタを被告とした、業務委託報

酬請求訴訟において和解が成立いた

しました。

（1）訴訟の内容

 本訴訟は、当社が株式会社洋菓子

のヒロタの経営権を引継ぐ前である

民事再生手続開始申請時に締結した

業務委託契約に関して朝日監査法人

（現 あずさ監査法人）を原告、株

式会社洋菓子のヒロタを被告とし、

被告が民事再生開始の申請をした際

の、スポンサー等の選定、被告が受

ける買収調査の際の支援、スポンサ

ー等との基本合意に係る業務委託報

酬として、原告が被告に47,250千円

の支払を求める業務委託報酬請求訴

訟でありました。

（2）和解の内容

 本訴訟は、平成15年９月より係属

しておりましたが、平成18年５月29

日をもちまして株式会社洋菓子のヒ

ロタより同監査法人に対し、27,500

千円を支払う旨の和解が成立いたし

ました。

 本和解をもちまして、当社及び当

社グループにおける訴訟リスクは全

て解決したことになります。

（3）業績への影響

 本訴訟における、和解金等の費用

につきましては前期までの状況を勘

案し、30,500千円を既に計上してお

り、当社グループの業績に対する影

響は軽微となります。



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 755,327 739,493 576,677

２ 売掛金 11,073 16,339 17,082

３  たな卸資産 13 10 11

４ その他 ※3 48,016 30,728 79,557

流動資産合計 814,430 45.7 786,571 39.4 673,328 38.4

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産

(1) 建物 ※1 302,425 328,097 308,608

  減価償却累計額 50,756 251,668 69,714 258,382 59,838 248,769

(2) 工具・器具及び 
  備品

71,421 80,284 66,911

  減価償却累計額 41,433 29,988 38,598 41,686 37,098 29,813

(3) 土地 ※1 216,218 216,218 216,218

有形固定資産合計 497,875 28.0 516,287 25.9 494,800 28.2

２ 無形固定資産 2,506 0.1 942 0.1 1,412 0.1

３ 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 56,903 222,878 225,026

(2) 関係会社株式 443,673 380,877 399,273

(3) その他 45,835 85,084 39,637

投資評価引当金 △80,000 ─ △80,000

投資その他の 
資産合計

466,412 26.2 688,840 34.5 583,937 33.3

固定資産合計 966,794 54.3 1,206,070 60.5 1,080,150 61.6

Ⅲ 繰延資産 ─ ― 1,949 0.1 ─ ―

資産合計 1,781,224 100.0 1,994,591 100.0 1,753,478 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 1年以内償還予定  
  社債

─ 33,400 ─

２ 1年以内返済予定 
  長期借入金

※1 68,196 108,876 62,513

３ 未払金 16,281 6,942 22,857

４ 未払法人税等 2,193 2,634 1,827

５ その他 ※3 17,497 16,643 11,743

流動負債合計 104,168 5.9 168,496 8.5 98,941 5.7

Ⅱ 固定負債

１ 社債 ─ 66,600 ─

２ 長期借入金 ※1 145,626 242,433 117,211

３ その他 800 800 800

固定負債合計 146,426 8.2 309,833 15.5 118,011 6.7

負債合計
250,594 14.1 478,329 24.0 216,952 12.4

(資本の部)

Ⅰ 資本金 771,632 43.3 ― ― 771,632 44.0

Ⅱ 資本剰余金

１ 資本準備金 646,875 ― 646,875

２ その他資本剰余金 200,000 ― 200,000

資本剰余金合計 846,875 47.5 ― ― 846,875 48.3

Ⅲ 利益剰余金

１ 中間(当期)未処理損 
  失

71,535 ― 66,025

利益剰余金合計 △ 71,535 △ 4.0 ― ― △ 66,025 △ 3.8

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

5,979 0.3 ― ― 6,365 0.4

Ⅴ 自己株式 △ 22,321 △ 1.2 ― ― △ 22,321 △ 1.3

資本合計 1,530,630 85.9 ― ― 1,536,526 87.6

負債及び資本合計 1,781,224 100.0 ― ― 1,753,478 100.0



  

 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ─ 771,632 38.7 ― ─

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 646,875
―

  (2) その他資本剰余金 ― 200,000 ―

   資本剰余金合計 ― ─ 846,875 42.4 ― ─

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

   繰越利益剰余金 ― △ 52,158 ―

   利益剰余金合計 ― ─ △ 52,158 △ 2.6 ― ─

 ４ 自己株式 ― ─ △ 35,817 △ 1.8 ― ─

   株主資本合計 ― ─ 1,530,531 76.7 ― ─

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券評価 
  差額金

― △ 14,268 ―

   評価・換算差額金合計 ― ─ △ 14,268 △ 0.7 ― ─

   純資産合計 ― ─ 1,516,262 76.0 ― ─

   負債及び純資産合計 ― ─ 1,994,591 100.0 ― ─



② 【中間損益計算書】 

  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 181,816 100.0 93,787 100.0 378,035 100.0

Ⅱ 売上原価 81,006 44.6 16,368 17.5 182,918 48.4

売上総利益 100,809 55.4 77,418 82.5 195,116 51.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 114,288 62.8 75,609 80.6 209,675 55.4

営業利益又は営業損
失（△）

△ 13,478 △ 7.4 1,808 1.9 △ 14,559 △ 3.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 158 50 352

 ２ 受取配当金 4,820 6,666 4,856

 ３ その他 182 5,161 2.8 765 7,482 8.0 875 6,083 1.6

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 2,409 1,791 4,450

 ２ 投資事業組合損失 53 22 84

 ３ その他 255 2,717 1.5 336 2,150 2.3 309 4,844 1.3

経常利益又は経常損
失（△）

△ 11,034 △ 6.1
 

7,141 7.6 △ 13,320 △ 3.5

Ⅵ 特別利益

 １ 関係会社株式売却益 ― ─ 7,120

 ２ 投資有価証券売却益 1,039 815 23,806

 ３ 投資評価引当金戻入 
   益

─ 25,506 ─

 ４ その他 280 1,319 0.7 ─ 26,322 28.1 452 31,378 8.3

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※1 ― 311 5,180

 ２ 投資有価証券評価損 ― 6,276 ─

 ３ 店舗撤退損 1,160 ─ 1,160

 ４ 減損損失 ※3 17,158 15,133 26,463

 ５ その他 2,805 21,123 11.6 ─ 21,721 23.2 2,805 35,609 9.4

税引前中間純利益又
は税引前中間（当
期）純損失（△）

△ 30,838 △ 17.0 11,741 12.5 △ 17,551 △ 4.6

法人税、住民税 
及び事業税

481 1,054 1,758

法人税等調整額 △ 13,090 △ 12,609 △ 7.0 △ 3,179 △ 2,124 △ 2.3 △ 6,590 △ 4,832 △ 1.2

中間純利益又は中間
(当期)純損失（△）

△ 18,229 10.0 13,866 14.8 △ 12,719 △ 3.4

前期繰越損失 53,306 53,306

中間（当期）未処理
損失

71,535 66,025



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計資本 

準備金

その他 

資本剰余金

資本剰余金 

合計

その他 

利益剰余金 利益剰余金 

合計繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高

（千円）
771,632 646,875 200,000 846,875 △ 66,025 △ 66,025 △ 22,321 1,530,161

中間会計期間中の変動額

 中間純利益 13,866 13,866 13,866

 自己株式の取得 △ 13,496 △ 13,496

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動 

 額（純額）

中間会計期間中の変動額

合計（千円）
13,866 13,866 △ 13,496 369

平成18年９月30日残高

（千円）
771,632 646,875 200,000 846,875 △ 52,158 △ 52,158 △ 35,817 1,530,531

評価・差額等

合計

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

平成18年３月31日残高 

（千円）
6,365 1,536,526

中間会計期間中の変動額

 中間純利益 13,866

 自己株式の取得 △ 13,496

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動 

 額（純額）

△ 20,633 △ 20,633

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△ 20,633 △ 20,263

平成18年９月30日残高 

（千円）
△ 14,268 1,516,262



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

（1）子会社株式及び関連

会社株式

 移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

（1）子会社株式及び関連
会社株式

同左

（1）子会社株式及び関連

会社株式

同左

（2）その他有価証券
  時価のあるもの

 中間決算日の市場価
格等に基づく時価法
(評価差額は全部資本
直入法により処理し、
売却原価は移動平均法
により算定)を採用し
ております。

(2) その他有価証券
 時価のあるもの

中間決算日の市場価
格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資
産直入法により処理
し、売却原価は移動平
均法により算定)を採
用しております。

(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価
差額は全部資本直入法
により処理し、売却原
価は移動平均法により
算定)を採用しており
ます。

時価のないもの 

 移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

 なお、投資事業有限

責任組合及びそれに類

する組合への出資（証

券取引法第2条第2項に

より有価証券とみなさ

れるもの）について

は、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込

む方法によっておりま

す。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(3) たな卸資産

商品・貯蔵品

 最終仕入原価法を採

用しております。

(3) たな卸資産

同左

(3) たな卸資産

同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

 定率法によっており

ます。但し、建物(附

属設備を除く)につい

ては、定額法を採用し

ております。なお、耐

用年数については、法

人税法に規定する方法

と同一の基準によって

おります。

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

 定額法によっており

ます。なお、自社利用

のソフトウェアは、社

内における利用可能期

間(５年)に基づいてお

ります。なお、償却年

数については、法人税

法に規定する方法と同

一の基準によっており

ます。

(2) 無形固定資産

同左

（2）無形固定資産

同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

３ 引当金の計上基準 （1）投資評価引当金
 子会社への投資に対
する損失に備えるた
め、その資産内容等を
勘案して必要と認めら
れる金額を計上してお
ります。

──────────
   

（1）投資評価引当金
    同左

４ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための重要な事

項

(1) 消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費

税の会計処理は税抜方

式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(1) 消費税等の会計処理

同左



会計処理の変更 

  
前中間会計期間 当中間会計期間 前会計年度

（自 平成17年４月１日 （自 平成18年４月１日 （自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日） 至 平成18年９月30日） 至 平成18年３月31日）

(固定資産の減損に係る会計基準)
「固定資産の減損に係る会計基準」
（「固定資産の減損に係る会計基準
の設定に関する意見書」）（企業会
計審議会 平成14年8月9日））及び
「固定資産の減損に係る会計基準の
適用指針」（企業会計基準委員会
平成15年10月31日 企業会計基準適
用指針第6号）を当中間会計期間か
ら適用しております。この結果、
26,463千円を減損損失として特別損
失に計上しております。

 ────────── (固定資産の減損に係る会計基準)
「固定資産の減損に係る会計基準」
（「固定資産の減損に係る会計基準
の設定に関する意見書」）（企業会
計審議会 平成14年8月9日））及び
「固定資産の減損に係る会計基準の
適用指針」（企業会計基準委員会
平成15年10月31日 企業会計基準適
用指針第6号）を当中間会計期間か
ら適用しております。この結果、
26,463千円を減損損失として特別損
失に計上しております。

─────────

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） ─────────
（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月9日企業会計基準第5号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月9

日 企業会計基準適用指針第8号）

並びに改正後の「自己株式及び準備

金の額の減少等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 最終改正平

成18年8月11日 企業会計基準第1

号）及び「自己株式及び準備金の額

の減少等に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会 最終改

正平成18年8月11日 企業会計基準

適用指針第2号）を適用しておりま

す。

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は1,516,262千円で

あります。

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。



 
  

前中間会計期間 当中間会計期間 前会計年度

（自 平成17年４月１日 （自 平成18年４月１日 （自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日） 至 平成18年９月30日） 至 平成18年３月31日）

（企業結合に係る会計基準等）

 当中間会計期間から「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第7号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第10号）を適用してお

ります。

 これによる損益に与える影響はあ

りません。



表示方法の変更 

  

 
  

  

追加情報 

  

 
  

前中間会計期間 当中間会計期間

（自 平成17年４月１日 （自 平成18年４月１日

至 平成17年９月30日） 至 平成18年９月30日）

（中間貸借対照表） ──────────

 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法
律第97号）が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月
1日より適用となること及び「金融商品会計に関する実
務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年2月
15日付で改正されたことに伴い、当中間会計期間から投
資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（証
券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）
を投資有価証券として表示する方法に変更いたしまし
た。

 
 
 
 
 

 なお、当該出資の額は、前中間会計期間には投資その
他の資産の「出資金」に72,744千円計上されていました
が、当中間会計期間には投資その他の資産の「投資有価
証券」に7,806千円計上されています。

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

────────── 当社は、従来より、シューファクト

リー事業を当社グループの株式会社

リテイルネットに業務委託してお

り、店舗における売上高を「売上

高」、業務委託費を「売上原価」、

賃借料を「販売費及び一般管理費」

に計上しておりました。また、株式

会社リテイルネットは、当社より支

払われる業務委託費を業務受託収入

として「売上高」に計上しておりま

した。 

当中間会計期間より当社と株式会社

リテイルネットにおいて、店舗運営

及び管理業務における包括的業務委

託契約を締結することで、株式会社

リテイルネットは店舗における売上

高を「売上高」、賃借料を「販売費

及び一般管理費」に計上し、当社は

ロイヤリティ収入を「売上高」に計

上することといたしました。 

契約締結により当社の「売上高」は

107,170千円減少し、「売上原価」は

90,856千円減少し、「販売費及び一

般管理費」は16,314千円減少してお

りますが、営業利益に与える影響は

ございません。 

 

────────── 

 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の

とおりであります。

建物 139,820千円

土地 216,218千円

合計 356,038千円

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の

とおりであります。

建物 132,564千円

土地 216,218千円

合計 348,782千円

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の

とおりであります。

建物 128,587千円

土地 216,218千円

合計 344,805千円

担保付債務は次のとおりであ

ります。

１年以内返済 

予定長期借入金
68,196千円

長期借入金 145,626千円

合計 213,822千円

担保付債務は次のとおりであ

ります。

１年以内返済 

予定長期借入金
68,196千円

長期借入金 83,113千円

合計 151,309千円

担保付債務は次のとおりであ

ります。

１年以内返済 

予定長期借入金
62,513千円

長期借入金 117,211千円

合計 179,724千円

 ２ 保証債務

子会社のリース契約に対し、

債務保証を行っている。

㈱リテイルネッ
ト

1,641千円

 ２ 保証債務

子会社のリース契約に対し、

債務保証を行っている。

㈱リテイルネッ
ト

982千円

 ２ 保証債務

子会社のリース契約に対し、

債務保証を行っている。

㈱リテイルネッ
ト

1,395千円

※３ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。

※３ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。

※３   ───────



(中間損益計算書関係) 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１   ─────────  

 

 

※１ 固定資産除却損

建物 155千円

工具・器具
及び備品

155千円

計 311千円

 
 

※１ 固定資産除却損

建物 4,433千円

工具・器具
及び備品

747千円

計 5,180千円

 

  ２ 減価償却実施額

有形固定資産 16,980千円

無形固定資産 3,659千円

計 20,639千円
 

 ２ 減価償却実施額 

有形固定資産 17,879千円

無形固定資産 595千円

計 18,474千円

 ２   ─────────  

 

 

※３ 当社は、以下の資産グループ

について減損損失を計上しまし

た。

場所 用途 種類
金額 

（千円）

本 社 事業用資産 営業権 4,400 

東京都 
品川区

店舗 建物等 2,108 

東京都 
新宿区

店舗 建物等 6,866 

兵庫県 
神戸市

店舗 建物 3,783 

  
  
（経緯）
上記事業用資産は、シューファクト
リーの営業権でありますが、シュー
ファクトリー事業は現在営業損失で
あり、収益性の回復には時間が掛か
ると判断したため、減損損失を認識
いたしました。また、店舗につきま
しては、収益性が著しく低下してお
り今後も経常的な損失が予想される
店舗について、減損損失を認識いた
しました。 
（減損損失の金額）

種類
金額 

（千円）

営業権 4,400

建物 11,330

工具器具備品 1,427

合計 17,158

（グルーピングの方法）
原則として事業部別に区分し、ヒロ
タ事業及びシューファクトリー事業
については、店舗単位としておりま
す。また、将来の使用が見込まれて
いない遊休資産については、個々の
物件単位としております。
（回収可能額の算定方法等）
正味売却価額により測定しており、
合理的な見積りに基づいて評価して
います。

 

 

※３ 当社は、以下の資産グループ

について減損損失を計上しまし

た。

場所 用途 種類
金額 

（千円）

東京都 

千代田

区

店舗 建物等 10,319 

東京都 

江東区
店舗 建物等 4,813 

  
  
  
  
  
  
   
 
(経緯)
店舗につきましては、収益性が著し
く低下しており今後も経常的な損失
が予想される店舗について、減損損
失を認識いたしました。 
  
  
  
  
  
 
 （減損損失の金額）

種類
金額 

（千円）

建物 15,133 

  
  
  
 
（グルーピングの方法）

同左
  
  
  
  
 
（回収可能額の算定方法等）

同左

 

 

※３ 当社は、以下の資産グループ

について減損損失を計上しまし

た。

場所 用途 種類
金額 

（千円）

本 社 事業用資産 営業権 4,400 

東京都
品川区

店舗 建物等 2,108 

東京都
新宿区

店舗 建物等 6,866 

兵庫県
神戸市

店舗 建物 3,783

大阪府
高槻市

店舗 建物 963

神奈川
県横須
賀市

店舗 建物 795

東京都
豊島区

店舗 建物等 4,575

東京都
港区

店舗 建物等 2,970

（経緯）
上記事業用資産は、シューファクト
リーの営業権でありますが、シュー
ファクトリーは当中間期まで営業損
失であり、収益性の回復には時間が
掛かると判断したため、減損損失を
認識いたしました。
 
  
  
  
 
（減損損失の金額）

種類
金額 

（千円）

営業権 4,400

建物 20,592

工具器具備品 1,471

合計 26,463

（グルーピングの方法）
同左

  
  
  
 
（回収可能額の算定方法等）

同左



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 自己株式の市場買付による増加 233株 

  

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 353 233 ─ 586



(リース取引関係) 

前中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

当社は、リース取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当社は、リース取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社は、リース取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
  

前事業年度末（平成18年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

区分
中間貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

 関連会社株式 226,995 548,060 321,065



(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

  



(重要な後発事象) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

──────── ──────── （子会社の設立について）

平成18年５月17日開催の取締役会
において、子会社を設立することを
決議いたしました。

（1）子会社設立の目的

当社におきましては、ライフスタ
イル産業における投資持株会社とし
て、ライフスタイル産業の直接的な
事業展開を行う、企業・次号への投
資育成を手掛けております。 
 このたびは、ライフスタイル産業
のサービス分野における金融という
セグメントにおいて、当社の事業領
域を拡大していくことで、今後、女
性が「金融」という敷居が高く感じ
る分野での、間口を広げていきたい
と考え、今回の子会社設立に至りま
した。

（2）子会社の概要

商号
ライフスタイル・アセ
ットマネジメント株式
会社

代表者
代表取締役社長  
猪熊建夫（当社取締役）

主な事業
の内容

投資顧問業

設立時期 平成18年５月23日

取得株数 260株

取得価額 13百万円

主要株主
21LADY 
株式会社 50.9%

松本三千子 39.2%

松下 律 7.8%

戸谷圭子 1.9%



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第７期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)平成18年６月23日関東財務局長に提

出 

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

訂正報告書（上記(1)有価証券報告書の訂正報告書）を平成18年７月３日関東財務局長に提出 

(3) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）の規定に基づく臨時報告

書を平成18年７月７日関東財務局長に提出 

(4) 自己株券買付報告書 

自己株券買付報告書を平成18年９月12日関東財務局長に提出 

(5) 自己株券買付報告書 

自己株券買付報告書を平成18年10月10日関東財務局長に提出 

(6) 自己株券買付報告書 

自己株券買付報告書を平成18年11月10日関東財務局長に提出 

(7) 自己株券買付報告書 

自己株券買付報告書を平成18年12月11日関東財務局長に提出 

  

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月２２日

２ １ Ｌ Ａ Ｄ Ｙ 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている２１ＬＡＤＹ株式会

社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９

月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連

結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、２１ＬＡＤＹ株式会社及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間

（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用して中間連結財務諸表を作

成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 笹 本 憲 一 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 加賀美 弘 明 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月２２日

２ １ Ｌ Ａ Ｄ Ｙ 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている２１ＬＡＤＹ株式会

社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９

月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及

び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、２１ＬＡＤＹ株式会社及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間

（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 笹 本 憲 一 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 加賀美 弘 明 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月２２日

２ １ Ｌ Ａ Ｄ Ｙ 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている２１ＬＡＤＹ株式会

社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第７期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月

３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、２１Ｌ

ＡＤＹ株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７

年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用して中間財務諸表を作成してい

る。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 笹 本 憲 一 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 加賀美 弘 明 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月２２日

２ １ Ｌ Ａ Ｄ Ｙ 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている２１ＬＡＤＹ株式会

社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第８期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月

３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を

行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、２１Ｌ

ＡＤＹ株式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８

年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 笹 本 憲 一 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 加賀美 弘 明 

      


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)発行済株式総数、資本金等の状況
	(4)大株主の状況
	(5)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価
	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間連結財務諸表等
	(1)中間連結財務諸表
	①中間連結貸借対照表
	②中間連結損益計算書
	③中間連結剰余金計算書
	④中間連結株主資本等変動計算書
	⑤中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高

	(2)その他

	２中間財務諸表等
	(1)中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書

	(2)その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/71
	pageform2: 2/71
	form1: EDINET提出書類  2006/12/22 提出
	form2: ２１ＬＡＤＹ株式会社(184028)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/71
	pageform4: 4/71
	pageform5: 5/71
	pageform6: 6/71
	pageform7: 7/71
	pageform8: 8/71
	pageform9: 9/71
	pageform10: 10/71
	pageform11: 11/71
	pageform12: 12/71
	pageform13: 13/71
	pageform14: 14/71
	pageform15: 15/71
	pageform16: 16/71
	pageform17: 17/71
	pageform18: 18/71
	pageform19: 19/71
	pageform20: 20/71
	pageform21: 21/71
	pageform22: 22/71
	pageform23: 23/71
	pageform24: 24/71
	pageform25: 25/71
	pageform26: 26/71
	pageform27: 27/71
	pageform28: 28/71
	pageform29: 29/71
	pageform30: 30/71
	pageform31: 31/71
	pageform32: 32/71
	pageform33: 33/71
	pageform34: 34/71
	pageform35: 35/71
	pageform36: 36/71
	pageform37: 37/71
	pageform38: 38/71
	pageform39: 39/71
	pageform40: 40/71
	pageform41: 41/71
	pageform42: 42/71
	pageform43: 43/71
	pageform44: 44/71
	pageform45: 45/71
	pageform46: 46/71
	pageform47: 47/71
	pageform48: 48/71
	pageform49: 49/71
	pageform50: 50/71
	pageform51: 51/71
	pageform52: 52/71
	pageform53: 53/71
	pageform54: 54/71
	pageform55: 55/71
	pageform56: 56/71
	pageform57: 57/71
	pageform58: 58/71
	pageform59: 59/71
	pageform60: 60/71
	pageform61: 61/71
	pageform62: 62/71
	pageform63: 63/71
	pageform64: 64/71
	pageform65: 65/71
	pageform66: 66/71
	pageform67: 67/71
	pageform68: 68/71
	pageform69: 69/71
	pageform70: 70/71
	pageform71: 71/71


