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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】 

(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 従業員数の（外書）は、臨時従業員の平均雇用人員であります。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

回次 第107期中 第108期中 第109期中 第107期 第108期 

会計期間 

自 平成15年 
２月１日 

至 平成15年 
７月31日 

自 平成16年 
２月１日 

至 平成16年 
７月31日 

自 平成17年 
２月１日 

至 平成17年 
７月31日 

自 平成15年 
２月１日 

至 平成16年 
１月31日 

自 平成16年 
２月１日 

至 平成17年 
１月31日 

売上高（百万円） 25,879 22,700 20,031 51,901 45,664 

経常損失（百万円） 1,322 336 1,099 2,600 633 

中間（当期）純損失 

（百万円） 
1,292 294 1,419 4,810 2,618 

純資産額（百万円） 16,376 13,325 9,798 13,373 11,027 

総資産額（百万円） 36,554 32,093 26,915 35,211 29,712 

１株当たり純資産額（円） 220.57 179.53 132.10 180.15 148.64 

１株当たり中間（当期） 

純損失（円） 
16.72 3.96 19.13 63.39 35.28 

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（％） 44.8 41.5 36.4 38.0 37.1 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△3,636 △1,244 △2,158 △5,000 △741 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△55 △67 935 △132 495 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△402 483 179 1,182 367 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（百万円） 
6,788 6,026 5,914 6,833 6,940 

従業員数（名） 
949 

(1,535) 

776 

(1,509) 

756 

(1,410) 

869 

(1,547) 

748 

(1,502) 



(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 従業員数の（外書）は、臨時従業員の平均雇用人員であります。 

３ 提出会社の１株当たり情報については、第５号様式記載上の注意(4)ｂただし書に基づき省略しておりま

す。 

回次 第107期中 第108期中 第109期中 第107期 第108期 

会計期間 

自 平成15年 
２月１日 

至 平成15年 
７月31日 

自 平成16年 
２月１日 

至 平成16年 
７月31日 

自 平成17年 
２月１日 

至 平成17年 
７月31日 

自 平成15年 
２月１日 

至 平成16年 
１月31日 

自 平成16年 
２月１日 

至 平成17年 
１月31日 

売上高（百万円） 23,125 13,909 13,374 46,881 28,739 

経常利益または経常損失

（△）（百万円） 
△1,305 297 △127 △1,942 606 

中間（当期）純損失 

（百万円） 
1,276 73 1,512 4,683 2,952 

資本金（百万円） 7,592 7,592 7,592 7,592 7,592 

発行済株式総数（株） 78,281,815 78,281,815 78,281,815 78,281,815 78,281,815 

純資産額（百万円） 16,003 13,301 9,132 13,128 10,461 

総資産額（百万円） 34,382 30,661 23,957 33,894 27,002 

１株当たり中間（年間）配当

額（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 46.5 43.4 38.1 38.7 38.7 

従業員数（名） 
688 

(1,331) 

389 

(651) 

366 

(664) 

610 

(1,346) 

379 

(656) 



２【事業の内容】 

(1) 事業内容の重要な変更 

   当中間連結会計期間において、当社グループが営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

(2) 主要な関係会社の異動 

 靴下・外衣の検査・検品及び加工製造を行なう会社として青島美内外時装有限公司を平成17年３月に設立いた

しました。 

[企業集団の事業系統図]  



３【関係会社の状況】 

新規 

  靴下・外衣の検査・検品及び加工製造を行なう合弁会社として、青島美内外時装有限公司を平成17年３月に設立

いたしました。その概要は、次のとおりであります。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１ 従業員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の平均雇用人員であります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１ 従業員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会計期間の平均雇用人員であります。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合との間に特記事項はありません。 

名称 住所 
資本金 
（千米ド
ル） 

事業の内容 
議決権の
所有割合
（％） 

関係内容 

役員の兼任等 

営業上の取引  
当社役員
（名） 

当社従業
員（名） 

 （連結子会社）               

青島美内外時装有

限公司 

中華人民

共和国 

山東省 

205 
靴下・外衣の検査・

検品及び加工製造 
68.8 1 4 

当社商品の検査・検

品及び加工製造 

  平成17年７月31日現在

部門 従業員数（名） 

靴下 
  

205(155) 

外衣 
  

233(1,219) 

その他 
  

318(36) 

合計 
  

756(1,410) 

  平成17年７月31日現在

従業員数（名） 
366 

(664) 



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わが国の経済は、民間設備投資の堅調に支えられ、内需主導による景気の踊り場脱

却への期待が高まってまいりましたが、原油価格の高騰や個人消費の動向等不安定要因もあって、先行き不透明の

状況で推移いたしました。 

 アパレル業界におきましては、オフィスの軽装推進運動「クールビズ」効果などから、全国百貨店の売上高が６

月、７月と久々に２ヶ月連続で前年同月実績をクリアし、景気動向に敏感な衣料消費にもわずかながら復調の兆し

が見え始めていますが、マーケットは引き続き縮小傾向にあり、極めて厳しい商戦が続いております。 

 こうした市場環境のなかにあって当社グループは、当連結会計期間の経営課題のうち、婦人外衣事業の抜本的見

直しを始めとする既存事業の構造改革と、ポロ・ラルフローレンブランド等、重要なライセンス契約の継続を含

め、グループ全事業におけるリスクマネジメントの強化を中心に注力してまいりました。 

 しかしながら、店頭販売の不振、特に婦人外衣事業と子供外衣事業の大幅な計画乖離の影響が大きく、更なる経

費削減並びに店頭販売強化に努めましたが、これを挽回するには至りませんでした。 

 一方、新規事業につきましては、各事業の売上拡大策を推進いたしましたが、未だその規模が小さく、今後の更

なる取り組みが必要となっております。 

 その結果、当中間連結会計期間における業績は、売上高20,031百万円と前年同期比で2,668百万円減少し、営業

損益は前年同期比747百万円悪化して1,235百万円の損失、経常損益は前年同期比762百万円悪化して1,099百万円の

損失を計上し、中間純損益は前年同期比1,124百万円悪化して1,419百万円の損失となりました。なお、当中間会計

期間における提出会社単体の業績は、売上高13,374百万円、営業損益は298百万円の損失、経常損益は127百万円の

損失を計上し、中間純損益は子会社投資損失1,374百万円の計上等により1,512百万円の損失となりました。 

部門別の概況 

・靴下部門 

  それぞれの販路において、2月から4月にかけてはビジネスソックス、ギフト商品、プレーンパンティストッキ

 ングが計画どおりの販売ができず苦戦いたしました。百貨店販路においては、5月から7月にかけて強化ブランド

 である当社のナショナルブランド「コンセプト」の5本指ソックスをはじめとする機能性ソックスや夏素材ソッ 

 クスがクールビズ効果もあり好調に推移し、前年同期実績を上回ることができました。しかしながら、チェーン

 ストア販路では苦戦が続き、靴下部門全体の売上高は7,904百万円（前年同期比△0.3％）となりました。 

・婦人外衣部門 

  昨年2月より婦人外衣事業を専業として新たにスタートしたナイガイアパレル株式会社を中心に、不採算ブラ 

 ンドの見直しや非効率売場からの撤退を推進するとともに、百貨店店頭在庫の正常化を図ってきました。一方 

 百貨店向け平場ブランド「ロジカ」は前年比20％のアップを達成し、ヤングキャリア対象ブランド「リンクイ 

 ットオール」は前年比12.5％増を達成しましたが、前述のブランドの見直し・非効率売場からの撤退等による 

 売上の減少により婦人外衣事業全体の売上高は6,125百万円（前年同期比△28.0％）となりました。 

・紳士外衣部門 

   マチュア対象のカジュアルウエア「アッシュエル」は、クールビズの追い風やアダルト層のカジュアル化の 

 進展により、布帛シャツやポロシャツを中心に軽衣料が比較的順調に推移しましたものの、非効率売場からの 

 撤退により売上高を大幅に減少させることになりました。「ポロゴルフ」は、前半のプレイユースアウター、 

 後半のカットソーが好調に売上を伸ばし、売上高を前年同期比13.4％と大幅にアップさせることができました。

 その結果、紳士外衣部門全体の売上高は951百万円（前年同期比△6.4％）となりました。 

・子供外衣部門 

  子供洋品市場の縮小が続くなか、客数の減少に歯止めを掛けることができず、前期に引き続き苦戦を強いら 

 れ、子供外衣部門全体の売上高は4,145百万円（前年同期比△9.1％）となりました。 

・その他部門 

  その他部門には輸出とゴム糸等が含まれており、売上高は904百万円（前年同期比32.1％増）となりました。 



(2）キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失が1,377百万円（前年同

期は277百万円）でしたが、仕入債務の減少等により2,158百万円の減少（前年同期は1,244百万円の減少）となり

ました。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金払い戻しによる収入等により935百万円の増加（前年同期は67

百万円の減少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、株券賃借取引に係る預り担保金の受入等により179百万円の増加（前年

同期は483百万円の増加）となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,026百万円減少して5,914百万円となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間における生産実績は次のとおりであります。 

 （注）１ 金額は製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注実績 

 該当事項はありません。 

(3）仕入実績 

 当中間連結会計期間における仕入実績は次のとおりであります。 

 （注）１ 金額は仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(4）販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績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。 

区分 金額（百万円） 前年同期比（％） 

ゴム糸 130 △8.9 

区分 金額（百万円） 前年同期比（％） 

靴下 4,567 12.8 

外衣 6,065 △13.9 

その他 395 17.7 

合計 11,028 △3.5 

区分 金額（百万円） 前年同期比（％） 

紳士靴下 3,897 △1.0 

婦人子供靴下  4,007 0.3 

靴下計 7,904 △0.3 

紳士外衣 951 △6.4 

婦人外衣 6,125 △28.0 

子供外衣 4,145 △9.1 

外衣計 11,222 △20.3 

その他  904 32.1 

合計 20,031 △11.8 



３【対処すべき課題】 

 今後の経済見通しについては、高止まりする原油価格の行方や雇用不安を背景とした個人消費の伸び悩みなど景気

減速への懸念もあり、引き続き予断を許さない状況が続くと思われます。 

 当ナイガイグループとしては、前連結会計年度及び当中間連結会計期間までの「新再建３ヵ年経営計画」（ＮＲ

Ｐ）の進捗状況とマーケットにおける当社及びグループ各社の客観的なポジションを厳しく評価・分析した結果、平

成17年３月に発表したＮＲＰ修正案の達成が極めて困難と判断しました。これに伴いＮＲＰ最終年度に当たる次期

（第110期）業績予想の見直しを行うとともに、これを確実に実現するため、当連結会計年度後半になすべき次の施

策を決定いたしました。 

・ ナイガイアパレル株式会社の百貨店向婦人外衣ブランドを現行の８ブランドから５ブランドに統廃合すること

・ 紳士外衣事業の「アッシュエル」ブランドを中止すること 

・ グループ従業員を対象として150人の希望退職者を募集すること 

・ 本社ビル・第二別館ビルを売却すること 

・ 札幌オフィスを閉鎖し、本社オフィス及び福岡オフィスを移転することによって、事業所スペースの圧縮を図

ること 

・ 名古屋物流センターを閉鎖し、物流基地を越谷・三田の２基地に統合すること 

４【経営上の重要な契約等】 

 特記事項はありません。 

５【研究開発活動】 

 特記事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等 

 該当事項はありません。 

(2）重要な設備の除却等 

 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の売却計画は、次のとおりであります。 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

設備の内容 
帳簿価額 
（百万円） 
（面積㎡） 

売却予定年月 

 提出会社 
本社・第２別館 

（東京都千代田区）  

建物 

土地 

  

443 

261 

(755) 

平成18年１月 



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】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 278,000,000 

計 278,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数（株） 
（平成17年７月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年10月25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 78,281,815 78,281,815 
東京証券取引所 

（市場第一部） 
－ 

計 78,281,815 78,281,815 － － 

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 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金 
増減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成17年２月１日～

平成17年７月31日 
― 78,281,815 ― 7,592 ― 1,898 



(4）【大株主の状況】 

 （注） 上記のほか、当社所有の自己株式4,106千株（5.24％）があります。 

  平成17年７月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10 4,304 5.49 

富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町２丁目２－２ 4,107 5.24 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 3,666 4.68 

ナイガイ協力会社持株会 東京都千代田区内神田１丁目13－５ 3,162 4.03 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口４） 
 東京都中央区晴海１丁目８－11 2,509 3.20 

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町１丁目２－１ 2,427 3.10 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（三井アセット信

託銀行再信託分・ＣＭＴＢエク

イティインベストメンツ株式会

社信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８－11 2,000 2.55 

東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町２丁目２－１ 1,965 2.51 

あいおい損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿１丁目28－１ 1,802 2.30 

エヌアイ帝人商事株式会社 大阪市中央区南本町１丁目６－７ 1,643 2.09 

計 － 27,586 35.24 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の中には、証券保管振替機構名義の株式が40,000株（議決権40個）含まれて 

おります。 

②【自己株式等】 

 （注） 株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権１個）あります。 

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」に含まれております。 

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・最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。 

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。 

  平成17年７月31日現在

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   4,106,000 
－ － 

完全議決権株式（その他） 
普通株式  73,354,000 

 
73,354 － 

単元未満株式 普通株式   821,815 － － 

発行済株式総数 78,281,815 － － 

総株主の議決権 － 73,354 － 

  平成17年７月31日現在

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） 

株式会社ナイガイ 

東京都千代田区内神田

１丁目13－５ 
4,106,000 － 4,106,000 5.24 

計 － 4,106,000 － 4,106,000 5.24 

月別 平成17年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

最高（円） 148 161 149 140 145 148 

最低（円） 123 131 124 124 128 133 



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16年２月１日から平成16年７月31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17年２月１日から平成17年７月31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。 

 ただし、当中間連結会計期間（平成17年２月１日から平成17年７月31日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３

項のただし書きにより、改正前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16年２月１日から平成16年７月31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17年２月１日から平成17年７月31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。 

 ただし、当中間会計期間（平成17年２月１日から平成17年７月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のた

だし書きにより、改正前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16年２月１日から平成16年７月31日

まで）及び前中間会計期間（平成16年２月１日から平成16年７月31日まで）並びに当中間連結会計期間（平成17年２

月１日から平成17年７月31日まで）及び当中間会計期間（平成17年２月１日から平成17年７月31日まで）の中間連結

財務諸表及び中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 



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16年７月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年７月31日） 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
（平成17年１月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

１ 現金及び預金 ※２   6,038     7,004     9,030   

２ 受取手形及び売掛
金 

※４   8,295     7,193     8,102   

３ たな卸資産     3,952     3,839     3,896   

４ その他     742     623     598   

貸倒引当金     △160     △85     △133   

流動資産合計     18,868 58.8   18,575 69.0   21,496 72.3 

Ⅱ 固定資産                     

(1）有形固定資産 ※１                   

１ 建物及び構築物   3,854     1,393     1,432     

２ 土地   4,247     1,398     1,395     

３ その他   617 8,719 27.2 553 3,345 12.4 565 3,394 11.4 

(2）無形固定資産     165 0.5   128 0.5   146 0.5 

(3）投資その他の資産                     

１ 投資有価証券 ※３ 3,152     3,832     3,515     

２ その他   1,349     1,144     1,291     

貸倒引当金   △162 4,340 13.5 △110 4,865 18.1 △131 4,675 15.8 

固定資産合計     13,225 41.2   8,340 31.0   8,216 27.7 

資産合計     32,093 100.0   26,915 100.0   29,712 100.0 

           

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成16年７月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年７月31日） 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
（平成17年１月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１ 支払手形及び買掛
金 

    8,517     7,786     9,219   

２ 短期借入金 ※２   110     134     103   

３ 一年内返済予定長
期借入金 

※２   58     45     55   

４ 未払法人税等     17     71     34   

５ 預り担保金 ※３   2,100     2,190     2,013   

６ 返品調整引当金     936     677     806   

７ 賞与引当金     176     150     130   

８ その他     1,736     1,171     1,366   

流動負債合計     13,652 42.5   12,227 45.4   13,729 46.2 

Ⅱ 固定負債                     

１ 長期借入金 ※２   159     110     122   

２ 退職給付引当金     4,349     4,128     4,258   

３ 役員退職慰労引当
金 

    141     50     114   

４ 繰延税金負債     420     569     429   

５ その他     16     17     20   

固定負債合計     5,088 15.9   4,876 18.1   4,946 16.7 

負債合計     18,741 58.4   17,103 63.5   18,675 62.9 

           

（少数株主持分）                     

少数株主持分     26 0.1   13 0.1   9 0.0 

           

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     7,592 23.7   7,592 28.2   7,592 25.5 

Ⅱ 資本剰余金     6,921 21.6   6,921 25.7   6,921 23.3 

Ⅲ 利益剰余金     △1,622 △5.1   △5,365 △19.9   △3,946 △13.3 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    893 2.8   1,122 4.2   936 3.2 

Ⅴ 為替換算調整勘定     △24 △0.1   △31 △0.1   △37 △0.1 

Ⅵ 自己株式     △435 △1.4   △441 △1.7   △439 △1.5 

資本合計     13,325 41.5   9,798 36.4   11,027 37.1 

負債、少数株主持分
及び資本合計 

    32,093 100.0   26,915 100.0   29,712 100.0 

           



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     22,700 100.0   20,031 100.0   45,664 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１   13,313 58.6   12,231 61.1   27,280 59.7 

売上総利益     9,386 41.4   7,799 38.9   18,383 40.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※２   9,874 43.5   9,035 45.1   19,090 41.8 

営業損失     487 △2.1   1,235 △6.2   706 △1.5 

Ⅳ 営業外収益                     

１ 受取利息   0     1     1     

２ 受取配当金   14     20     19     

３ 貯蔵品売却益   17     7     －     

４ 持分法による投資
利益 

  3     4     3     

５ 為替差益   61     125     3     

６ 事業保険配当金   33     31     33     

７ その他   81 212 0.9 34 225 1.1 126 188 0.4 

Ⅴ 営業外費用                     

１ 支払利息   9     15     31     

２ 貯蔵品処分損   22     －     15     

３ 原料売却損   －     15     －     

４ 支払手数料   11     10     24     

５ その他   17 61 0.3 47 89 0.4 44 115 0.3 

経常損失     336 △1.5   1,099 △5.5   633 △1.4 

Ⅵ 特別利益                     

１ 前期損益修正益 ※３ 93     －     93     

２ 固定資産売却益 ※４ 13     －     718     

３ 貸倒引当金戻入益   －     54     27     

４ 投資有価証券売却
益 

  －     6     130     

５ 役員退職慰労引当
金戻入益 

  － 107 0.5 24 85 0.4 － 970 2.1 

Ⅶ 特別損失                     

１ 固定資産処分損 ※５ 48     32     2,913     

２ たな卸資産整理損   －     301     －     

３ その他   － 48 0.2 29 363 1.8 － 2,913 6.3 

税金等調整前中間
（当期）純損失 

    277 △1.2   1,377 △6.9   2,576 △5.6 

法人税、住民税及
び事業税 

    17 0.1   43 0.2   42 0.1 

少数株主損失     1 0.0   2 0.0   0 0.0 

中間（当期）純損
失 

    294 △1.3   1,419 △7.1   2,618 △5.7 

            



③【中間連結剰余金計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日）

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）       

Ⅰ 資本剰余金期首残高     6,921 6,921   6,921

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    6,921 6,921   6,921

        

（利益剰余金の部）       

Ⅰ 利益剰余金期首残高     △1,328 △3,946   △1,328

Ⅱ 利益剰余金減少高       

中間（当期）純損失   294 294 1,419 1,419 2,618 2,618

Ⅲ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    △1,622 △5,365   △3,946

        



④【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16年２月１日 
至 平成16年７月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31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16年２月１日 
至 平成17年１月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１ 税金等調整前中間
（当期）純損失 

  △277 △1,377 △2,576

２ 減価償却費   321 231 566

３ 退職給付引当金の減
少額 

  △579 △130 △670

４ 固定資産売却益   △13 － △718

５ 売上債権の減少額   1,886 935 2,101

６ たな卸資産の減少額   547 60 599

７ 仕入債務の減少額   △1,941 △1,421 △1,300

８ その他   △1,143 △429 1,320

小計   △1,200 △2,130 △678

９ 利息及び配当金の受
取額 

  14 22 23

10 利息の支払額   △9 △15 △31

11 法人税等の支払額   △48 △34 △55

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △1,244 △2,158 △741

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１ 定期預金の預入れに
よる支出 

  － － △2,100

２ 定期預金の払戻によ
る収入 

  － 1,000 11

３ 固定資産の取得によ
る支出 

  △147 △25 △175

４ 固定資産の売却によ
る収入 

  156 － 3,112

５ 投資有価証券の売却
による収入 

  － 19 169

６ 投資その他の資産の
取得による支出 

  △237 △134 △750

７ 投資その他の資産の
回収による収入 

  174 76 230

８ その他の支出   △14 △1 △3

９ その他の収入   0 1 1

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △67 935 495

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31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16年２月１日 
至 平成17年１月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１ 短期借入金の純増減
額（減少△） 

  △0 26 0

２ 長期借入金の返済に
よる支出 

  △29 △28 △55

３ 預り担保金の純増加
額 

  514 176 427

４ 自己株式の取得によ
る支出 

  △1 △2 △5

５ その他   － 6 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  483 179 367

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  21 16 △13

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額（減少△） 

  △806 △1,026 107

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  6,833 6,940 6,833

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  6,026 5,914 6,940

    



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16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 12社 

子会社はすべて連結の範囲に含め

ております。 

連結子会社の数 12社 

子会社はすべて連結の範囲に含め

ております。 

連結子会社の数 12社 

子会社はすべて連結の範囲に含め

ております。 

  主要な連結子会社の名称 

ナイガイアパレル㈱ 

㈱東京ナイガイ 

㈱大阪ナイガイ 

主要な連結子会社の名称 

ナイガイアパレル㈱ 

㈱東京ナイガイ 

㈱ナイガイロジスティクス 

主要な連結子会社の名称 

ナイガイアパレル㈱ 

㈱東京ナイガイ 

㈱ナイガイロジスティクス 

  なお、㈱東京ナイガイ、㈱大阪ナ

イガイ、㈱名古屋ナイガイ、㈱福

岡ナイガイは当連結会計年度に新

たに設立したため連結の範囲に含

めております。 

なお、青島美内外時装有限公司は

当連結会計年度に新たに設立した

ため連結の範囲に含めておりま

す。 

 なお、㈱東京ナイガイ、㈱大阪ナ

イガイ、㈱名古屋ナイガイ、㈱福

岡ナイガイは当連結会計年度に新

たに設立したため連結の範囲に含

めております。 

また、㈱浜松ナイガイは当連結会

計年度に清算を完了したため、損

益計算書のみ連結しております。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

持分法適用の関連会社数 １社 

会社名 ㈱ウメダニット 

関連会社はすべて持分法を適用し

ております。 

左に同じ。 左に同じ。 

３ 連結子会社の中間決算日

（決算日）に関する事項 

連結子会社のうち、NAIGAI  

APPAREL(H.K.)LTD.の中間決算日

は６月30日、RONDEX(Thailand) 

CO.,LTD.の中間決算日は４月30日

であります。中間連結財務諸表の

作成に当たってはNAIGAI APPAREL 

(H.K.)LTD.については６月30日現

在、RONDEX(Thailand)CO.,LTD.に

ついては４月30日現在の中間財務

諸表を採用しております。 

なお、ナイガイアパレル㈱は、当

中間連結会計期間より中間決算日

を７月31日に変更しております。 

連結子会社のうち、NAIGAI  

APPAREL(H.K.)LTD.及び青島美内

外時装有限公司の中間決算日は６

月30日、RONDEX(Thailand)CO.,LT

D.の中間決算日は４月30日であり

ます。中間連結財務諸表の作成に

当たってはNAIGAI APPAREL(H.K.)

LTD.及び青島美内外時装有限公司

については６月30日現在、RONDEX 

(Thailand)CO.,LTD.については４

月30日現在の中間財務諸表を採用

しております。 

連結子会社のうち、NAIGAI 

APPAREL(H.K.)LTD.の決算日は12月

31日、RONDEX(Thailand)CO.,LTD.

の決算日は10月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては

NAIGAI APPAREL (H.K.)LTD.につい

ては12月31日現在、RONDEX

(Thailand)CO.,LTD.については10

月31日現在の財務諸表を採用して

おります。 

  

  

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 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算末日の市場価格等

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） 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

左に同じ。 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

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） 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

左に同じ。 

時価のないもの 

左に同じ。 

  ② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

左に同じ。 

② デリバティブ 

左に同じ。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

４ 会計処理基準に関する事

項 

③ たな卸資産 

商品  最終仕入原価法に

よる低価法 

製品  移動平均法による

低価法 

原材料 同上 

仕掛品 同上 

貯蔵品 同上 

③ たな卸資産 

左に同じ。 

③ たな卸資産 

左に同じ。 

  (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は

定率法 

ただし、三田ファッション

センターの建物及び構築物

並びに平成10年４月１日以

降取得の建物（建物附属設

備を除く。）については定

額法 

また、在外子会社の 

NAIGAI APPAREL(H.K.)LTD.

とRONDEX(Thailand)CO., 

LTD.は定額法 

なお、主な資産の耐用年数

は以下のとおりでありま

す。 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は

定率法 

ただし、平成10年４月１日

以降取得の建物（建物附属

設備を除く。）については

定額法  

また、在外子会社の

NAIGAI APPAREL(H.K.)

LTD.、青島美内外時装有限

公司及びRONDEX(Thailand)

CO.,LTD.は定額法 

なお、主な資産の耐用年数

は以下のとおりでありま

す。  

  

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は

定率法 

ただし、平成10年４月１日

以降取得の建物（建物附属

設備を除く。）については

定額法  

また、在外子会社の

NAIGAI APPAREL(H.K.)LTD.

及びRONDEX(Thailand)

CO.,LTD.は定額法 

なお、主な資産の耐用年数

は以下のとおりでありま

す。  

  建物及び 

構築物 
３年～50年

建物及び 

構築物 
３年～50年

建物及び 

構築物 
３年～50年

  ② 無形固定資産 

自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法 

② 無形固定資産 

自社利用のソフトウェア 

左に同じ。 

② 無形固定資産 

自社利用のソフトウェア 

左に同じ。 

  その他の無形固定資産 

定額法 

その他の無形固定資産 

左に同じ。 

その他の無形固定資産 

左に同じ。 

  ③ 長期前払費用 

均等償却方法 

③ 長期前払費用 

左に同じ。 

③ 長期前払費用 

左に同じ。 

  (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えて、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。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

左に同じ。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

左に同じ。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

４ 会計処理基準に関する事

項 

② 返品調整引当金 

返品による損失に備えて、

内需取引にかかわる全商品

について法人税法の規定と

同一の計算方法による限度

相当額に、中間連結会計期

間末直前の返品の状況を勘

案した金額を加算して計上

しております。 

② 返品調整引当金 

左に同じ。 

② 返品調整引当金 

返品による損失に備えて、

内需取引にかかわる全商品

について法人税法の規定と

同一の計算方法による限度

相当額に、連結会計年度末

直前の返品の状況を勘案し

た金額を加算して計上して

おります。 

  ③ 賞与引当金 

当社及び国内連結子会社の

従業員に対する賞与の支給

に備えて、将来の支給見込

額のうち当中間連結会計期

間の負担額を計上しており

ます。 

③ 賞与引当金 

左に同じ。 

③ 賞与引当金 

当社及び国内連結子会社の

従業員に対する賞与の支給

に備えて、将来の支給見込

額のうち当連結会計年度の

負担額を計上しておりま

す。 

  ④ 退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社の

従業員の退職給付に備え

て、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額

に基づき、当中間連結会計

期間末において発生してい

ると認められる額を計上し

ております。 

なお、過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平均残

存勤務年数以内の一定の年

数（11年）による按分額を

定額法により費用処理して

おります。 

また、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の

平均残存勤務年数以内の一

定の年数（11～12年）によ

る定額法による按分額を翌

連結会計年度から費用処理

しております。 

④ 退職給付引当金 

左に同じ。 

  

  

④ 退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社の

従業員の退職給付に備え

て、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額

に基づき当連結会計年度末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。 

なお、過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平均残

存勤務年数以内の一定の年

数（11年）による按分額を

定額法により費用処理して

おります。 

また、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の

平均残存勤務年数以内の一

定の年数（11～12年）によ

る按分額を翌連結会計年度

から定額法により費用処理

しております。 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

役員の退任による退職慰労

金の支払に備えて、当社及

び国内連結子会社は、会社

内規による中間連結会計期

間末要支給額を計上してお

ります。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

役員の退任による退職慰労

金の支払に備えて、当社及

び国内連結子会社は、会社

内規による中間連結会計期

間末要支給額を計上してお

ります。 

なお、役員退職慰労金制度

は平成17年2月1日付で廃止

されており、計上額は過去

分の要支払額となっており

ます。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

役員の退任による退職慰労

金の支払に備えて、当社及

び国内連結子会社は会社内

規による連結会計年度末要

支払額を計上しておりま

す。 

なお、役員退職慰労金制度

は平成17年2月1日付で廃止

されており、計上額は過去

分の要支払額となっており

ます。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

４ 会計処理基準に関する事

項 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資

産、負債、収益及び費用は、

中間連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算

差額は少数株主持分及び資本

の部における為替換算調整勘

定に含めております。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

左に同じ。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

なお、在外子会社等の資産、

負債、収益及び費用は、連結

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は少

数株主持分及び資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含め

ております。 

  (5）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

取引にかかわる方法に準じた

会計処理によっております。

ただし、在外子会社は、通常

の売買取引にかかわる方法に

準じた会計処理によっており

ます。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

左に同じ。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

左に同じ。 

  (6）消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

なお、仮受消費税等と仮払消

費税等は相殺し、その差額を

流動負債の「その他」に含め

て表示しております。 

(6）消費税等の会計処理 

左に同じ。 

(6）消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

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、要求払預金及び取得日

から３ヵ月以内に満期日の到来す

る流動性の高い、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短期的

な投資からなっております。 

左に同じ。 左に同じ。 



表示方法の変更 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

（中間連結損益計算書） 

１ 従来営業外収益のその他に含めて表示していた事業保

険配当金は、営業外収益の百分の十を超えたため区分

掲記いたしました。 

なお、前中間連結会計期間の営業外収益のその他に含

まれている事業保険配当金は０百万円であります。 

２ 従来営業外費用のその他に含めて表示していた貯蔵品

処分損は、営業外費用の百分の十を超えたため区分掲

記いたしました。 

なお、前中間連結会計期間の営業外費用のその他に含

まれている貯蔵品処分損は８百万円であります。 

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

前中間連結会計期間末 
（平成16年７月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年７月31日） 

前連結会計年度末 
（平成17年１月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却

累計額 
5,144百万円

※１ 有形固定資産減価償却

累計額 
3,617百万円

※１ 有形固定資産減価償却

累計額 
3,558百万円

※２ 担保に供している資産  

  定期預金 481百万円

  上記に対応する債務  

  短期借入金 110百万円

  一年内返済予定長期借

入金 
58 

  長期借入金 159 

  計 328 

※２ 担保に供している資産  

  定期預金 981百万円

  上記に対応する債務  

  短期借入金 80百万円

  一年内返済予定長期借

入金 
  45  

  長期借入金 110  

  計 236 

※２ 担保に供している資産  

  定期預金 981百万円

  上記に対応する債務  

  短期借入金 103百万円

  一年内返済予定長期借

入金 
55  

  長期借入金 122  

  計 281 

なお、上記以外に預金１百万円を取引

保証のために担保に供しております。 

上記の他、定期預金100百万円を銀行

取引保証のため、９百万円を営業取引

保証のためそれぞれ担保に供しており

ます。 

上記の他、定期預金100百万円を銀行

取引保証のため、９百万円を営業取引

保証のためそれぞれ担保に供しており

ます。 

※３ 貸付有価証券及び預り担保金 

投資有価証券には、金融機関に貸出し

ている上場株式2,523百万円が含まれ

ております。 

また、当該貸付有価証券に係る現金に

よる受入担保は、預り担保金として表

示しております。 

※３ 貸付有価証券及び預り担保金 

投資有価証券には、金融機関に貸出し

ている上場株式2,819百万円が含まれ

ております。 

また、当該貸付有価証券に係る現金に

よる受入担保は、預り担保金として表

示しております。 

※３ 貸付有価証券及び預り担保金 

投資有価証券には、金融機関に貸出し

ている上場株式2,559百万円が含まれ

ております。 

また、当該貸付有価証券に係る現金に

よる受入担保は、預り担保金として表

示しております。 

※４ 中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理は手形交換日をもって決済処理し

ております。なお、当中間連結会計期

間末日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日満期手

形が当中間連結会計期間末残高に含ま

れております。 

※４ 中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理は手形交換日をもって決済処理し

ております。なお、当中間連結会計期

間末日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日満期手

形が当中間連結会計期間末残高に含ま

れております。 

───── 

  受取手形 145百万円   受取手形 126百万円      



（中間連結損益計算書関係） 

（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16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

※１ 売上原価に算入されている返品調整引

当金繰入差額      △375百万円 

※１ 売上原価に算入されている返品調整引

当金繰入差額      △128百万円 

※１ 売上原価に算入されている返品調整引

当金繰入差額     △505百万円 

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの ※２ 販売費及び一般管理費の主なもの ※２ 販売費及び一般管理費の主なもの 

運賃及び物流諸掛 997百万円

役員報酬及び給料諸

手当 
4,875 

賞与引当金繰入額 176 

退職給付費用 247 

役員退職慰労引当金

繰入額 
27 

運賃及び物流諸掛 881百万円

役員報酬及び給料諸

手当 
4,430  

賞与引当金繰入額 150 

退職給付費用 214  

    

運賃及び物流諸掛 1,956百万円

役員報酬及び給料諸

手当 
 9,463 

賞与引当金繰入額     130  

退職給付費用 441  

    

※３ 浜松工場閉鎖に係る費用見込額と実績

との差額であります。 

※３        ――――― ※３ 浜松工場閉鎖に係る費用見込額と実績

との差額であります。 

※４ 機械装置の売却益13百万円でありま

す。 

※４      ――――― ※４ 土地の売却益705百万円及び機械装置

の売却益13百万円であります。 

※５ 店頭販売器具（長期前払費用）の除却

損21百万円他であります。 

※５ 店頭販売器具（長期前払費用）の除却

損19百万円他であります。 

※５ 建物及び構築物の売却損1,033百万

円、土地の売却損1,703百万円及び店

頭販売器具（長期前払費用）の除却損

55百万円他であります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

現金及び現金同等物の中間連結会計期間末残

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 

現金及び現金同等物の中間連結会計期間末残

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 

現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

（平成16年７月31日現在）

  百万円

現金及び預金勘定 6,038 

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金 
△12 

現金及び現金同等物 6,026 

（平成17年７月31日現在）

  百万円

現金及び預金勘定 7,004 

担保差入定期預金 △1,090 

現金及び現金同等物 5,914 

（平成17年１月31日現在）

  百万円

現金及び預金勘定 9,030 

担保差入定期預金 △1,090 

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金 
△1,000 

現金及び現金同等物 6,940 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１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連結会計期間末残

高相当額 

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連結会計期間末残

高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び連結会計年度末残高相

当額 

  

取得価額

相当額 

(百万円) 

  

減価償却

累計額相

当額 

(百万円) 

  

中間連結

会計期間

末残高相

当額 

(百万円) 

その他の有形

固定資産（工

具・器具及び

備品） 

351   157   193 

無形固定資産

（ソフトウェ

ア） 

282   95   186 

合計 633   252   380 

  

取得価額

相当額 

(百万円)

 

減価償却

累計額相

当額 

(百万円)

 

中間連結

会計期間

末残高相

当額 

(百万円)

その他の有形

固定資産（工

具・器具及び

備品） 

349  185  164 

無形固定資産

（ソフトウェ

ア） 

299  142  157 

合計 649  327  321 

  

取得価額

相当額 

(百万円) 

  

減価償却

累計額相

当額 

(百万円) 

  

連結会計

年度末残

高相当額

(百万円)

その他の有形

固定資産（工

具・器具及び

備品） 

338   157   181 

無形固定資産

（ソフトウェ

ア） 

277   118   158 

合計 616   275   340 

② 未経過リース料中間連結会計期間末残高

相当額 

② 未経過リース料中間連結会計期間末残高

相当額 

② 未経過リース料連結会計年度末残高相当

額 

１年内 138百万円

１年超 241 

計 380 

１年内 142百万円

１年超 185 

計 327 

１年内 138百万円

１年超 208 

計 346 

なお、取得価額相当額及び未経過リース

料中間連結会計期間末残高相当額は未経

過リース料中間連結会計期間末残高が有

形固定資産の中間連結会計期間末残高等

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。 

  なお、当連結会計年度より、取得価額相

当額及び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増加し

たため、原則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 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料 70百万円

減価償却費相当額 70 

支払リース料 78百万円

減価償却費相当額 74 

支払利息相当額 4 

支払リース料 145百万円

減価償却費相当額 137 

支払利息相当額 9 

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、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 

左に同じ。 

  

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

 左に同じ。 

⑤       ───── 

  

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。 

 ⑤ 利息相当額の算定方法 

 左に同じ。 

２．      ───── 

  

２．オペレーティング・リース取引 

（借手側） 

未経過リース料  

１年内 276百万円

１年超 1,430 

計 1,707 

２．オペレーティング・リース取引  

（借手側） 

 未経過リース料  

１年内 276百万円

１年超 1,568 

計 1,845 



（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間）（平成16年７月31日現在） 

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）（平成17年７月31日現在） 

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 

（前連結会計年度）（平成17年１月31日現在） 

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 

区分 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 1,284 2,528 1,244 

計 1,284 2,528 1,244 

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 19 

区分 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1) 株式 1,237 2,824 1,586 

(2) その他 348 383 34 

計 1,586 3,207 1,621 

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 18 

区分 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

(1) 株式 1,246 2,563 1,317 

(2) その他 353 331 △21 

計 1,598 2,895 1,296 

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 18 



（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（前中間連結会計期間）（平成16年７月31日現在） 

通貨関連 

（当中間連結会計期間）（平成17年７月31日現在） 

通貨関連 

（前連結会計年度）（平成17年１月31日現在） 

通貨関連 

区分 種類 
契約額等 
（百万円） 

時価（百万円） 
評価損益 
（百万円） 

市場取引以外の取引 

為替予約取引       

売建       

米ドル 83 83 △0 

買建       

米ドル 534 559 25 

計 － － 25 

区分 種類 
契約額等 
（百万円） 

時価（百万円） 
評価損益 
（百万円） 

市場取引以外の取引 

為替予約取引       

売建       

米ドル 82 83 △1 

買建       

米ドル 704 760 56 

計 － － 55 

区分 種類 
契約額等 
（百万円） 

時価（百万円） 
評価損益 
（百万円） 

市場取引以外の取引 

為替予約取引       

買建       

米ドル 1,021 1,016 △5 

計 － － △5 



（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、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、当連結グループは同一セグメン

トに属する衣料等繊維製品である靴下、外衣の製造・販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないた

め該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計額

に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、記載を省略しております。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、海外売上高が連結売上高の10％

未満であるため、記載を省略しております。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日）

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日）

１株当たり純資産額 179.53円 132.10円 148.64円 

１株当たり中間（当期）純損失 3.96円 19.13円 35.28円 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益について

は、潜在株式がないた

め、記載しておりませ

ん。 

左に同じ。 潜在株式調整後１株当た

り当期純利益について

は、潜在株式がないた

め、記載しておりませ

ん。 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

中間（当期）純損失 294百万円 1,419百万円 2,618百万円 

普通株主に帰属しない金額 －百万円 －百万円 －百万円 

普通株式に係る中間（当期）純損

失 
294百万円 1,419百万円 2,618百万円 

普通株式の期中平均株式数 74,229,299株 74,182,102株 74,218,997株 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

１ 固定資産の譲渡 

当社は平成16年８月26日付で下

記の通り、固定資産の譲渡を行

いました。 

１ 固定資産の譲渡 

当社は平成17年９月26日開催の

取締役会にて下記の通り、固定

資産の譲渡を決議し、同日付で

譲渡契約の締結をしました。 

────── 

(1）譲渡の理由 

子会社である㈱浜松ナイガイ

の解散に伴い、その工場跡地

を売却し、財務体質の強化を

図るためであります。 

(1）譲渡の理由 

当社グループの財務体質の改

善と、営業強化策投入資金及

び合理化対策資金を確保し、

新再建３ヵ年経営計画（ＮＲ

Ｐ）のリプランの遂行に向け

ての費用等に充当するもので

あります。 

  

(2）譲渡資産の内容 

資産の内容及び所在地 

土地   12,127.16㎡ 

静岡県浜松市若林町1680番

地５ 

(2）譲渡資産の内容 

資産の内容及び所在地 

土地   755.13㎡ 

建物  5,922.66㎡ 

東京都千代田区内神田1丁目

13-5 

  

(3）譲渡先 

株式会社マルハン 

(3）譲渡先 

株式会社シンプレクス・イン

ベストメント・アドバイザー

ズ 

  

(4）損益に与える影響 

固定資産売却益約７億円を平

成17年１月期において特別利

益に計上する予定でありま

す。 

(4）損益に与える影響 

固定資産売却益約69億円を平

成18年１月期において特別利

益に計上する予定でありま

す。 

  

２ 固定資産（信託受益権）の譲渡 

当社は平成16年９月30日付で下

記の通り、固定資産（信託受益

権）の譲渡を行いました。 

２ 希望退職者の募集 

当社は平成17年９月26日開催の

取締役会にて下記の通り、希望

退職者の募集を行なうことを決

議しました。 

  

(1）譲渡の理由 

減損会計の適用をふまえ帳簿

価格と時価との差額を解消

し、財務体質の強化を目指す

ためであります。 

(1）希望退職者募集を行う理由 

新再建３ヵ年経営計画（ＮＲ

Ｐ）のリプランにおいて、不

採算事業からの撤退等事業の

再構築に伴う経営合理化策の

一環として希望退職者の募集

を行ない、人件費の圧縮を行

なうものであります。 

  

(2）譲渡資産の内容 

資産の内容及び所在地 

(2）希望退職者募集の内容   

① 三田ファッションセンター 

土地   13,055.51㎡ 

建物   19,423.49㎡ 

兵庫県三田市ゆりのき台６

丁目３番 

① 募集対象者 

平成18年１月31日現在の満

年齢が45歳以上59歳以下の  

グループ社員（正規従業

員） 

  

 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

② 越谷商品センター 

土地    7,921.55㎡ 

建物    9,166.82㎡ 

埼玉県越谷市西方字上手

3125番１、3140番３ 

② 募集人員 

150人 

  

 ③ 募集期間及び退社日 

公示期間  平成17年９月26日

～17年10月31日 

受付開始日 平成17年11月１日 

退社日   平成18年１月31日 

  

(3）譲渡先 

① プロロジス三田特定目的会

社 

② プロロジス越谷特定目的会

社 

(3）損益に与える影響 

退職特別加算金約５億円を平

成18年１月期において特別損

失に計上する予定でありま

す。 

  

(4）損益に与える影響 

固定資産売却損約28億円を平

成17年１月期において特別損

失に計上する予定でありま

す。 

   



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16年７月31日） 
当中間会計期間末 
（平成17年７月31日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成17年１月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

１ 現金及び預金 ※２ 3,977     5,679     7,810     

２ 受取手形 ※５ 832     616     902     

３ 売掛金   4,625     4,559     4,391     

４ たな卸資産   3,327     3,209     3,174     

５ 立替金 ※３ 3,497     2,945     3,380     

６ その他   905     1,398     571     

貸倒引当金   △459     △2,673     △1,302     

流動資産合計     16,706 54.5   15,734 65.7   18,928 70.1 

Ⅱ 固定資産                     

(1）有形固定資産 ※１                   

１ 建物   3,256     899     923     

２ 土地   3,888     1,040     1,040     

３ その他   339     268     277     

  有形固定資産合計   7,484     2,209     2,241     

(2）無形固定資産   159     123     141     

(3）投資その他の資産                     

１ 投資有価証券 ※４ 2,547     3,226     2,913     

２ 関係会社株式   2,354     2,373     2,373     

３ その他   1,586     1,475     1,593     

子会社投資損失
引当金 

  －     △991     △991     

貸倒引当金   △178     △194     △198     

投資その他の資産
合計 

  6,310     5,890     5,691     

固定資産合計     13,954 45.5   8,222 34.3   8,074 29.9 

資産合計     30,661 100.0   23,957 100.0   27,002 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成16年７月31日） 

当中間会計期間末 
（平成17年７月31日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成17年１月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

(負債の部)                     

Ⅰ 流動負債                     

１ 支払手形   4,023     4,050     4,591     

２ 買掛金   909     872     1,119     

３ 未払法人税等   12     33     21     

４ 立替支払手形 ※３ 3,333     2,601     3,089     

５ 預り担保金 ※４ 2,100     2,190     2,013     

６ 返品調整引当金   306     242     285     

７ 賞与引当金   95     85     72     

８ その他   1,280     890     894     

流動負債合計     12,062 39.3   10,965 45.8   12,087 44.8 

Ⅱ 固定負債                     

１ 退職給付引当金   4,070     3,236     3,914     

２ 役員退職慰労引当
金 

  119     42     97     

３ 子会社投資損失引
当金 

  676     －     －     

４ 繰延税金負債   420     569     429     

５ その他   11     11     11     

固定負債合計     5,297 17.3   3,860 16.1   4,453 16.5 

負債合計     17,359 56.6   14,825 61.9   16,541 61.3 

(資本の部)                     

Ⅰ 資本金     7,592 24.8   7,592 31.7   7,592 28.1 

Ⅱ 資本剰余金                     

１ 資本準備金   1,898     1,898     1,898     

２ その他資本剰余金   5,035     5,035     5,035     

資本剰余金合計     6,933 22.6   6,933 28.9   6,933 25.6 

Ⅲ 利益剰余金                     

中間(当期)未処理
損失 

  1,682     6,074     4,561     

利益剰余金合計     △1,682 △5.5   △6,074 △25.4   △4,561 △16.9 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    893 2.9   1,122 4.7   936 3.5 

Ⅴ 自己株式     △435 △1.4   △441 △1.8   △439 △1.6 

資本合計     13,301 43.4   9,132 38.1   10,461 38.7 

負債資本合計     30,661 100.0   23,957 100.0   27,002 100.0 

          



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前事業年度 
要約損益計算書 

（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     13,909 100.0   13,374 100.0   28,739 100.0 

Ⅱ 売上原価     8,992 64.7   8,924 66.7   18,976 66.0 

売上総利益     4,916 35.3   4,450 33.3   9,763 34.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    4,873 35.0   4,748 35.5   9,374 32.6 

営業利益または営
業損失（△） 

    43 0.3   △298 △2.2   389 1.4 

Ⅳ 営業外収益                     

１ 受取利息   14     18     29     

２ 固定資産貸与料   229     222     453     

３ その他   164 409 2.9 196 437 3.2 193 676 2.3 

Ⅴ 営業外費用                     

１ 支払利息   4     9     20     

２ 固定資産貸与経費   116     193     341     

３ その他   34 154 1.1 64 266 2.0 97 459 1.6 

経常利益または経
常損失（△） 

    297 2.1   △127 △1.0   606 2.1 

Ⅵ 特別利益 ※１   37 0.3   36 0.3   862 3.0 

Ⅶ 特別損失 ※２   395 2.8   1,410 10.5   4,400 15.3 

税引前中間（当
期）純損失 

    60 △0.4   1,501 △11.2   2,930 △10.2 

法人税、住民税及
び事業税 

    12 0.1   10 0.1   21 0.1 

中間（当期）純損
失 

    73 △0.5   1,512 △11.3   2,952 △10.3 

前期繰越損失     1,608     4,561     1,608   

中間（当期）未処
理損失 

    1,682     6,074     4,561   

          



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16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

……移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

左に同じ。 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

左に同じ。 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

……中間決算末日の市場価

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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

左に同じ。 

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） 

  時価のないもの 

……移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

左に同じ。 

時価のないもの 

左に同じ。 

  (2）デリバティブ 

……時価法 

(2）デリバティブ 

左に同じ。 

(2）デリバティブ 

左に同じ。 

  (3）たな卸資産 

商品……最終仕入原価法によ

る低価法 

原材料…移動平均法による低

価法 

貯蔵品…同上 

(3）たな卸資産 

左に同じ。 

(3）たな卸資産 

左に同じ。 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

ただし、三田ファッションセ

ンターの建物及び構築物並び

に平成10年４月１日以降取得

の建物（建物附属設備を除

く。）については定額法 

なお、主な資産の耐用年数は

以下のとおりであります。 

(1）有形固定資産 

左に同じ。 

ただし、平成10年４月１日以

降取得の建物（建物附属設備

を除く。）については定額法 

なお、主な資産の耐用年数は

以下のとおりであります。 

(1）有形固定資産 

左に同じ。 

  建物 ３年～50年 建物 ３年～50年  

  (2）無形固定資産 

自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法 

(2）無形固定資産 

自社利用のソフトウェア 

左に同じ。 

(2）無形固定資産 

自社利用のソフトウェア 

左に同じ。 

  その他の無形固定資産 

定額法 

その他の無形固定資産 

左に同じ。 

その他の無形固定資産 

左に同じ。 

  (3）長期前払費用 

均等償却方法 

(3）長期前払費用 

左に同じ。 

(3）長期前払費用 

左に同じ。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

３ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えて、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。 

(1）貸倒引当金 

左に同じ。 

(1）貸倒引当金 

左に同じ。 

  (2）返品調整引当金 

返品による損失に備えて、内

需取引にかかわる全商品につ

いて法人税法の規定と同一の

計算方法による限度相当額

に、中間会計期間末直前の返

品の状況を勘案した金額を加

算して計上しております。 

(2）返品調整引当金 

左に同じ。 

(2）返品調整引当金 

返品による損失に備えて、内

需取引にかかわる全商品につ

いて法人税法の規定と同一の

計算方法による限度相当額

に、期末直前の返品の状況を

勘案した金額を加算して計上

しております。 

  (3）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に

備えて、将来の支給見込額の

うち当中間会計期間の負担額

を計上しております。 

(3）賞与引当金 

左に同じ。 

(3）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に

備えて、将来の支給見込額の

うち当期の負担額を計上して

おります。 

  (4）退職給付引当金 

従業員に対する退職給付に備

えて、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。 

なお、過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（11

年）による定額法による按分

額を費用処理しております。

また、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（11年）による定額法による

按分額を翌事業年度から費用

処理しております。 

(4）退職給付引当金 

従業員に対する退職給付に備

えて、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。 

なお、子会社への転籍者に係

る未精算残高も含めて表示し

ております。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（11年）に

よる定額法による按分額を費

用処理しております。また、

数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（11

年）による定額法による按分

額を翌事業年度から費用処理

しております。 

(4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えて、

当期末における退職給付債務

の見込額に基づき当期末にお

いて発生していると認められ

る額を計上しております。 

なお、子会社への転籍者に係

る未精算残高も含めて表示し

ております。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（11年）に

よる定額法による按分額を費

用処理しております。また、

数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（11

年）による定額法による按分

額を翌事業年度から費用処理

しております。 

  (5）役員退職慰労引当金 

役員の退任による退職慰労金

の支払に備えて、会社内規に

よる中間会計期間末要支払額

を計上しております。 

(5）役員退職慰労引当金 

役員の退任による退職慰労金

の支払に備えて、会社内規に

よる中間会計期間末要支払額

を計上しております。 

なお、役員退職慰労金制度

は、平成17年2月1日付で廃止

されており、計上額は過去分

の要支払額となっておりま

す。 

(5）役員退職慰労引当金 

役員の退任による退職慰労金

の支払に備えて、会社内規に

よる期末要支払額を計上して

おります。 

なお、役員退職慰労金制度

は、平成17年2月1日付で廃止

されており、計上額は過去分

の要支払額となっておりま

す。 

  (6）子会社投資損失引当金 

子会社に対する投資等の損失

に備えて、子会社の財政状態

等を勘案し、個別検討による

必要額を計上しております。 

(6）子会社投資損失引当金 

左に同じ。 

(6）子会社投資損失引当金 

左に同じ。 

 



表示方法の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

４ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

しております。 

左に同じ。 外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５ 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かかわる

方法に準じた会計処理によってお

ります。 

左に同じ。 左に同じ。 

６ その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。な

お、仮受消費税等と仮払消費税

等は相殺し、その差額を流動負

債の「その他」に含めて表示し

ております。 

消費税等の会計処理 

左に同じ。 

(1）消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

前中間会計期間 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

（中間貸借対照表） 

１ 従来、流動資産のその他に含めて表示していた立替金

は、資産総額の百分の五を超えたため区分掲記してお

ります。 

なお、前中間会計期間末の流動資産のその他に含まれ

ている立替金は1,235百万円であります。 

２ 従来、投資その他の資産は一括して表示していたが投

資有価証券及び関係会社株式が、資産総額の百分の五

を超えたため区分掲記しております。 

なお、前中間会計期間末の投資その他の資産に含まれ

ている投資有価証券は1,453百万円、関係会社株式は

1,005百万円であります。 

３ 従来、流動負債のその他に含めて表示していた立替支

払手形は、負債資本総額の百分の五を超えたため区分

掲記しております。 

なお、前中間会計期間末の流動負債のその他に含まれ

ている立替支払手形は1,206百万円であります。 

────── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 
（平成16年７月31日） 

当中間会計期間末 
（平成17年７月31日） 

前事業年度末 
（平成17年１月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償

却累計額 

4,044百万円    2,439百万円    2,431百万円 

※２ 担保に供している資産       

定期預金 481百万円  981百万円   981百万円 

上記に対応する債務       

関係会社の借入金 
309百万円 

（114百万タイバーツ）

  223百万円 

（82百万タイバーツ）

上記の他、定期預金100百

万円を銀行取引保証のた

め、8百万円を営業取引保

証のためそれぞれ担保に供

しております。 

  278百万円 

（103百万タイバーツ）

上記の他、定期預金100百

万円を銀行取引保証のた

め、8百万円を営業取引保

証のためそれぞれ担保に供

しております。 

※３ 立替支払手形 流動負債「立替支払手形」は、関

係会社の仕入債務等の代行払いと

して振り出した支払手形であり、

それに対応する債権は流動資産の

「立替金」に含まれております。 

 左に同じ  左に同じ 

※４ 貸付有価証券及び預り

担保金 

投資有価証券には、金融機関に貸

出している上場株式2,523百万円

が含まれております。 

また、当該貸付有価証券に係る現

金による受入担保は、預り担保金

として表示しております。 

投資有価証券には、金融機関に貸

出している上場株式2,819百万円

が含まれております。 

また、当該貸付有価証券に係る現

金による受入担保は、預り担保金

として表示しております。 

投資有価証券には、金融機関に貸

出している上場株式2,559百万円が

含まれております。 

また、当該貸付有価証券に係る現

金による受入担保は、預り担保金

として表示しております。 

※５ 中間会計期間末日（期

末日）満期手形 

中間会計期間末日満期手形の会計

処理は手形交換日をもって決済処

理しております。なお、当中間会

計期間末日が金融機関の休日であ

ったため、次の満期手形が当中間

会計期間末残高に含まれておりま

す。 

中間会計期間末日満期手形の会計

処理は手形交換日をもって決済処

理しております。なお、当中間会

計期間末日が金融機関の休日であ

ったため、次の満期手形が当中間

会計期間末残高に含まれておりま

す。 

───── 

  受取手形 84百万円 受取手形  86百万円   

６ 偶発債務 

(1）金融機関からの借入

金に対する保証 

      

RONDEX 

(Thailand) 

CO.,LTD. 

従業員 

（住宅資金） 

計 

309百万円 

（114百万タイバーツ）

2 

311 

  223百万円 

（82百万タイバーツ）

 1 

  225 

  278百万円 

（103百万タイバーツ）

 2 

  281 

(2）信用状開設に対する

保証 

      

NAIGAI 

APPAREL 

(H.K.)LTD. 

391百万円 

（3,493千米ドル）

  333百万円 

（2,963千米ドル）

  234百万円 

（2,266千米ドル）



（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

※１ 特別利益のうち主なも

の 

貸倒引当金戻入益 37百万円 役員退職慰労引当

金戻入益 
 24百万円 

固定資産売却益  705百万円 

※２ 特別損失のうち主なも

の 

子会社投資損失 387百万円 子会社投資損失 1,374百万円 子会社投資損失 1,565百万円 

固定資産処分損 2,834 

３ 減価償却資産の償却実

施額 

      

有形固定資産 

無形固定資産 

計 

115百万円 

17 

133 

  41百万円 

 17 

  59 

  159百万円 

 35 

  195 



（リース取引関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１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

会計期間末残高相当額 

  
取得価額

相当額 

(百万円) 

 

減価償却

累計額相

当額 

(百万円) 

 

中間会計

期間末残

高相当額

(百万円)

その他の有形

固定資産（工

具・器具及び

備品） 

 334  153  181 

無形固定資産

（ソフトウェ

ア） 

 273  94  179 

合計  608  247  360 

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

会計期間末残高相当額 

  
取得価額

相当額 

(百万円)

 

減価償却

累計額相

当額 

(百万円)

 

中間会計

期間末残

高相当額

(百万円)

その他の有形

固定資産（工

具・器具及び

備品） 

 335  179  156 

無形固定資産

（ソフトウェ

ア） 

 290  139  150 

合計  626  318  307 

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 

(百万円) 

 減価償却
累計額相

当額 

(百万円) 

 
期末残高

相当額 

(百万円)

その他の有形

固定資産（工

具・器具及び

備品） 

 

324 

 

152 

 

172 

無形固定資産

（ソフトウェ

ア） 

 
268 
 

117 
 

151 

合計  593  269  323 

  ２ 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

２ 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  １年内 133百万円

１年超 226 

計 360 

１年内 137百万円

１年超 176 

計 313 

１年内 133百万円

１年超 196 

計 329 

  なお、取得価額相当額及び未経

過リース料中間会計期間末残高

相当額は、未経過リース料中間

会計期間末残高が有形固定資産

の中間会計期間末残高等に占め

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。 

  なお、当期より、取得価額相当

額及び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

等に占める割合が増加したた

め、原則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 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

  支払リース料 67百万円

減価償却費相当

額 
67 

支払リース料 76百万円

減価償却費相当

額 
72 

支払利息相当額 4 

支払リース料 140百万円

減価償却費相当

額 
133 

支払利息相当額 8 

  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、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 

左に同じ。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

左に同じ。 

  ５     ───── 

  

５ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。 

５ 利息相当額の算定方法 

左に同じ。 

２ オペレーティン 

 グ・リース取引 

      ───── 

  

  未経過リース料（借手側） 

１年内 276百万円

１年超 1,430 

計 1,707 

  未経過リース料（借手側） 

１年内 276百万円

１年超 1,568 

計 1,845 



（有価証券関係） 

（前中間会計期間）（平成16年７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。 

（当中間会計期間）（平成17年７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。 

（前事業年度）（平成17年１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。 

（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16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

１ 固定資産の譲渡 

当社は平成16年８月26日付で下

記の通り、固定資産の譲渡を行

いました。 

１ 固定資産の譲渡 

当社は平成17年９月26日開催の

取締役会にて下記の通り、固定

資産の譲渡を決議し、同日付で

譲渡契約の締結をしました。 

────── 

(1）譲渡の理由 

子会社である㈱浜松ナイガイ

の解散に伴い、その工場跡地

を売却し、財務体質の強化を

図るためであります。 

(1）譲渡の理由 

当社グループの財務体質の改

善と、営業強化策投入資金及

び合理化対策資金を確保し、

新再建３ヵ年経営計画（ＮＲ

Ｐ）のリプランの遂行に向け

ての費用等に充当するもので

あります。 

  

(2）譲渡資産の内容 

資産の内容及び所在地 

土地   12,127.16㎡ 

静岡県浜松市若林町1680番

地５ 

(2）譲渡資産の内容 

資産の内容及び所在地 

土地   755.13㎡ 

建物  5,922.66㎡ 

東京都千代田区内神田1丁目

13-5 

  

(3）譲渡先 

株式会社マルハン 

(3）譲渡先 

株式会社シンプレクス・イン

ベストメント・アドバイザー

ズ 

  

(4）損益に与える影響 

固定資産売却益約７億円を平

成17年１月期において特別利

益に計上する予定でありま

す。 

(4）損益に与える影響 

固定資産売却益約69億円を平

成18年１月期において特別利

益に計上する予定でありま

す。 

  

 



前中間会計期間 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

２ 固定資産（信託受益権）の譲渡 

当社は平成16年９月30日付で下

記の通り、固定資産（信託受益

権）の譲渡を行いました。 

２ 希望退職者の募集 

当社は平成17年９月26日開催の

取締役会にて下記の通り、希望

退職者の募集を行なうことを決

議しました。 

  

(1）譲渡の理由 

減損会計の適用をふまえ帳簿

価格と時価との差額を解消

し、財務体質の強化を目指す

ためであります。 

(1）希望退職者募集を行う理由 

新再建３ヵ年経営計画（ＮＲ

Ｐ）のリプランにおいて、不

採算事業からの撤退等事業の

再構築に伴う経営合理化策の

一環として希望退職者の募集

を行ない、人件費の圧縮を行

なうものであります。 

  

(2）譲渡資産の内容 

資産の内容及び所在地 

(2）希望退職者募集の内容   

① 三田ファッションセンター 

土地   13,055.51㎡ 

建物   19,423.49㎡ 

兵庫県三田市ゆりのき台６

丁目３番 

① 募集対象者 

平成18年１月31日現在の満

年齢が45歳以上59歳以下の  

グループ社員（正規従業

員） 

  

② 越谷商品センター 

土地    7,921.55㎡ 

建物    9,166.82㎡ 

埼玉県越谷市西方字上手

3125番１、3140番３ 

② 募集人員 

150人 

  

 ③ 募集期間及び退社日 

公示期間  平成17年９月26日

～17年10月31日 

受付開始日 平成17年11月１日 

退社日   平成18年１月31日 

  

(3）譲渡先 

① プロロジス三田特定目的会

社 

② プロロジス越谷特定目的会

社 

(3）損益に与える影響 

当社グループ全体で、退職特

別加算金約５億円を支給し、

当社負担分を平成18年１月期

において特別損失に計上する

予定であります。 

  

(4）損益に与える影響 

固定資産売却損約28億円を平

成17年１月期において特別損

失に計上する予定でありま

す。 

   



(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。 

有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第108期）（自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31日）平成17年４月28日関東財務局長に提出 

臨時報告書 

 平成17年10月７日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号（重要な資産の譲渡）の規定に基づくものであり

ます。 

 平成17年10月７日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号（希望退職者の募集）の規定に基づくものであり

ます。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書

      平成16年10月22日

株式会社ナイガイ       

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
代表社員
関与社員 

公認会計士 福田 昭英  ㊞ 

  関与社員 公認会計士 町田 恵美  ㊞ 

 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」に掲げられている株式会

社ナイガイの平成16年２月１日から平成17年１月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年２月１日から平

成16年７月31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、株式会社ナイガイ及び連結子会社の平成16年７月31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16年２月１日から平成16年７月31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 

 重要な後発事象の注記に記載のとおり、会社は、平成16年９月30日に土地及び建物を譲渡したことにより固定資産売却

損約28億円が発生し、平成17年１月期連結会計年度において当該売却損を特別損失に計上する予定である。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、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、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

      平成17年10月21日

株式会社ナイガイ       

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 福田 昭英  ㊞ 

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 町田 恵美  ㊞ 

 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」に掲げられている株式会

社ナイガイの平成17年２月１日から平成18年１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２月１日から平

成17年７月31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、株式会社ナイガイ及び連結子会社の平成17年７月31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２月１日から平成17年７月31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 

 重要な後発事象２に記載のとおり、会社は、平成17年９月26日開催の取締役会において希望退職者の募集を行うことを

決議した。これによる退職特別加算金を平成18年１月期連結会計年度において特別損失に計上する予定である。 

 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、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

      平成16年10月22日

株式会社ナイガイ       

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
代表社員
関与社員 

公認会計士 福田 昭英  ㊞ 

  関与社員 公認会計士 町田 恵美  ㊞ 

 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」に掲げられている株式会

社ナイガイの平成16年２月１日から平成17年１月31日までの第108期事業年度の中間会計期間（平成16年２月１日から平

成16年７月31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、株式会社ナイガイの平成16年７月31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16年２月１日か

ら平成16年７月31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 

 重要な後発事象の注記に記載のとおり、会社は、平成16年９月30日に土地及び建物を譲渡したことにより固定資産売却

損約28億円が発生し、平成17年１月期事業年度において当該売却損を特別損失に計上する予定である。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、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、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

      平成17年10月21日

株式会社ナイガイ       

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 福田 昭英  ㊞ 

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 町田 恵美  ㊞ 

 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」に掲げられている株式会

社ナイガイの平成17年２月１日から平成18年１月31日までの第109期事業年度の中間会計期間（平成17年２月１日から平

成17年７月31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、株式会社ナイガイの平成17年７月31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２月１日か

ら平成17年７月31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。 

追加情報 

 重要な後発事象２に記載のとおり、会社は、平成17年９月26日開催の取締役会において希望退職者の募集を行うことを

決議した。これによる退職特別加算金を平成18年１月期事業年度において特別損失に計上する予定である。 

 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、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 
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