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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】

 

回次
第15期

第２四半期連結
累計期間

第16期
第２四半期連結
累計期間

第15期
第２四半期連結
会計期間

第16期
第２四半期連結
会計期間

第15期

会計期間

自平成21年
１月１日
至平成21年
６月30日

自平成22年
１月１日
至平成22年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成22年
４月１日
至平成22年
６月30日

自平成21年
１月１日
至平成21年
12月31日

売上高（千円） 7,634,4785,085,0154,105,7492,950,31412,965,649

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
16,764△412,372 175,277 17,773△321,832

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）（千円）
△120,736△750,498 47,507 28,580△423,746

純資産額（千円） － － 9,037,9177,454,5168,688,297

総資産額（千円） － － 13,682,47810,922,87912,408,004

１株当たり純資産額（円） － － 6,323.605,603.916,095.05

１株当たり四半期純利益金額又は

（当期）純損失金額（△）（円）
△89.37 △564.71 35.44 21.59 △314.92

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） － － 62.0 67.7 65.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,117,2701,043,509 － － △710,654

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△77,583△130,105 － － △124,869

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,033,622△594,000 － － △715,763

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 3,964,0062,686,0652,402,331

従業員数（人） － － 378 287 370

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

　 ３．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、第15期及び第16期第２四半期連結会計期間におい

ては、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有しないため記載しておりません。第15期、第15期及び第16期

第２四半期連結累計期間においては、潜在株式は存在するものの四半期（当期）純損失であるため記載して

おりません。   
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２【事業の内容】

当第２四半期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）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

また、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】

　当第２四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 　 　

　名称 　住所
資本金

（百万円）　
　主要な事業の内容

　議決権の所有割合

又は被所有割合

（％）　

　関係内容

（連結子会社）

㈱セレクティブ　
　東京都北区 50　 Ｅコマース事業　 　100　 役員の兼任あり

（連結子会社）

㈱トライアイズ

ビジネスサービス

　

　東京都北区 　10ビジネスソリューション事業　 100役員の兼任あり　

　（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

　

　　　また、当第２四半期連結会計期間において、連結子会社であった株式会社松崎は破産手続開始の申立をしたた　　　

　　め、子会社ではなくなりました。

　

　

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年６月30日現在

従業員数（人） 287 (323)

　（注）１． 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第２四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載し

ております。

        ２． 第１四半期連結会計期間から従業員数が69人減少しておりますが、ファッションブランド事業の株式会社

松崎は連結の範囲から除外しております。　

(2）提出会社の状況

 平成22年６月30日現在

従業員数（人） 7　 　

　（注）　従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
  至　平成22年６月30日)

前年同四半期比（％）

建設コンサルタント事業（千円）    78,358 421.9

ファッションブランド事業（千円） 327,097 56.8

合計 405,456 68.1

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　 

(2）受注状況

　当第２四半期連結会計期間における受注状況を事業別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円）
前年同四半期比
（％）

受注残高（千円）
前年同四半期比
（％）

建設コンサルタント事業 1,117,702 118.7 3,390,345 126.1

合計 1,117,702 118.7 3,390,345 126.1

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　　２．ファッションブランド事業につきましては、見込生産を行っているため記載しておりません。

 

(3）販売実績

　当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
  至　平成22年６月30日)

前年同四半期比（％）

建設コンサルタント事業（千円） 1,575,808 83.5

ファッションブランド事業（千円） 1,374,506 61.9

合計 2,950,314 71.9

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　　２. 主要な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合については、いずれの販売先についても当該割合が

10％未満のため記載を省略しております。

　

 

２【事業等のリスク】

 (1) 当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、また　　　

　 は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクの内容について重要な変更はありません。

　

 (2) 提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提

出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象

　 　当社グループは前連結会計年度において、387,638千円の営業損失を計上し、また、当第２四半期連結累計期間におい

ても438,882千円の営業損失を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な状況が存在しております。

   そこで、当社グループは、「４．財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（６）事業等のリスク

に記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策」に記

載の対策を講じ、当該事象の解消と改善に向けて努めており、その結果、継続企業の前提に関する重要な不確実性は

認められないものと判断しております。　
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３【経営上の重要な契約等】

  当第２四半期連結会計期間において経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　 文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものです。

　

（1）経営成績の分析

  　2010年の世界経済は、世界金融危機発生後に採られた緊急避難的な金融システム安定化策、また景気刺激のため

に実施された財政・金融政策が効果を発し、緩やかな回復基調にあるといわれております。しかしながら、特に欧

米など先進諸国における失業率は依然として高い水準で推移しており、景気回復のペースは非常に緩やか、特に

ヨーロッパでは総じて一段低い水準にとどまっているようです。そのような状況下、昨年以来高まっていたソブリ

ン・リスクに対する懸念が顕在化したギリシャショックは、ユーロ圏の経済についての不安を一層高めることと

なり、世界各国の市場に混乱をきたすこととなりました。また、世界景気回復の先導役となっている国の一つであ

る中国の人民元切り上げが発表され、今後の同国経済発展の勢いが鈍る可能性も指摘されております。このよう

に、各国政策に支えられている世界経済情勢は、依然として不安定、地域によってはいまだ厳しいと言わざるを得

ない状況にあります。 

         我が国経済に目を向けても、エコポイント制度、エコカー減税などの景気刺激策、日銀の極めて緩和的な金融 環

境の維持、などにより、日本経済は緩やかな回復基調を維持しているようです。しかし、資源価格の上昇等による対

外的な交易環境の悪化、雇用・所得環境の停滞など、全般的な景気指標が弱含んでいることや株価の大幅な調整な

ど金融資本市場が発する兆候に目を向けると、国内景気が全く順調に改善しているとも考えにくい状況が続いて

おります。

　     　そのような経済環境のなか、当社トライアイズグループは、景気変動の影響を受けない企業グループとして、小さ

くとも知性を使って、その世界ではＮｏ.１となり光る企業グループを目指すという目標に取り組んでまいりまし

た。その実現のために、先ずは既存の建設コンサルタント事業とファッションブランド事業という二つの中核事業

の業績の安定化を図ってまいりましたが、ファッションブランド事業においては、３社のうち赤字体質から脱却で

きない２社が法的整理手続きに入るという厳しい状況に陥ることとなりました。

　　　　 また、グループ内のＥコマース業務を統合し、より効率化、拡大化を図るための新会社、株式会社セレクティブを５月

１８日に設立しました。さらに、グループ会社の効率的且つ効果的な管理業務の運用を目的に、株式会社トライア

イズビジネスサービスを６月１８日に設立しました。

         これらの結果、当社グループの当第２四半期連結会計期間の売上高は2,950百万円（前年同期比28％減）と大幅

な減収となりました。販売費及び一般管理費は1,009百万円（前年同期比26.6％減）と引き続き経費削減を行なっ

ておりますが、売上高の減収が大きく、営業利益は4百万円（前年同期比97.5%減）、経常利益が17百万円（前年同

期比89.9%減）となりました。特別利益につきましては760百万円を計上し、その主なものは構造改革費用引当金戻

入額555百万円、負ののれん一括償却額203百万円（株式会社アイ・エヌ・エーを完全子会社にするため追加取得

した少数株主への譲受対価について発生した負ののれんの一括償却額）であります。

         特別損失につきましては741百万円を計上し、その主なものは、たな卸資産評価損278百万円、減損損失158百万

円、貸倒引当金繰入額252百万円であり、いずれも東京ブラウス株式会社及び株式会社松崎の事業構造改革及び法

的整理手続きにかかるものであります。　    

　　　　 税金等調整前四半期純利益は37百万円（前年同期比91.8%減）、四半期純利益は28百万円（前年同期比39.8%減）と

なりました。

  

　    　 当第２四半期連結会計期間におけるセグメント別の取り組みは以下のとおりです。

　

       （建設コンサルタント）

         建設コンサルタント事業の株式会社アイ・エヌ・エーですが、経費削減策の徹底はもちろんのこと、事業競争力

を高め公共投資の縮小にも十分に対応できるような事業展開を進めております。一つは、ＩＴソリューション事業

にあったＺＯＯＭＡを利用した、グレード感の高い成果物を発注者に納めることを継続し、また、情報漏洩防止ソ

フトであるＯｍｎｉＴｒｕｓｔを利用した製品の販売も実績を作ることができました。プロジェクトの継続受注

を目的に、顧客満足度を高めるためにも、多くの受注案件に利用できるよう、営業、技術両面からの普及努力を続け

ております。さらに、民主党政権による公共投資削減、事業仕分けの推進など、国内需要の縮小に対処する方策とし

て始めた、韓国における公共インフラ事業での受注活動も引き続き積極的に行っており、同国における受注拡大は

同社の経営目標の一つとして認識し、韓国案件チームの拡大を目指しております。

         これらの結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は1,575百万円（前年同期比16.5％減）となりました。
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     　（ファッションブランド事業）

         ファッションブランド事業を行う、東京ブラウス株式会社、株式会社松崎、濱野皮革工藝株式会社の３社です 

が、いまだに売上減少が続く百貨店ビジネスを中心としていた東京ブラウス株式会社と株式会社松崎の２社につ

いては、当第２四半期連結会計期間中に両社とも法的整理手続きに入ることとなりました。両社とも、当社グルー

プ参入以降、販売チャネルの見直しは最重要課題として取り組んできましたが、長きに亘って百貨店への卸売業を

営んできたことによって、百貨店ビジネスに対する依存度が非常に高く、その収益体質の改善にはかなりの困難を

伴いました。併せて不採算取引先との取引見直しなど販売チャネルの転換を進めている途上で債務超過に陥り資

金繰り的にも逼迫し、これ以上の事業継続は限界と判断した次第です。そのため、株式会社松崎は５月17日に破産

手続き開始の申立をし、東京ブラウス株式会社は５月31日に民事再生手続開始の申立てとなりました。

         なお、東京ブラウス株式会社については、同社のブランドであるクレイサスを事業の柱とした事業再生計画は十

分に収益力をもっているものと判断し、当社は民事再生のスポンサーとして名乗りを上げておりましたが、７月28

日に正式に監督委員の同意を得ました。これを受け、７月30日開催の取締役会においてスポンサー契約を締結する

ことを決議し、同日「スポンサー契約書」を締結しております。

         また、もう一つの濱野皮革工藝株式会社については、引き続き黒字基調ではありますが、その額が減少傾向にあ

り、その対策として、台湾ＴＶショッピングでの放映を開始し、また、生産・営業の両方の拠点としてのアジア戦略

を今後も進めていくこととしております。

         これらの結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は1,374百万円（前年同期比38.1%減）となりました。

　

  （2）財政状態の分析

　       当第２四半期連結会計期間末における総資産は10,922百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,485百万円の減

少となりました。現金及び預金が309百万円増加、仕掛品が354百万円増加している一方、東京ブラウス株式会社及

び株式会社松崎の事業構造改革による影響により、受取手形及び売掛金が1,063百万円減少、商品及び製品が697百

万円減少したことが主な要因です。

　　     負債合計は3,468百万円となり、前連結会計年度末に比べ比251百万円の減少となりました。これは主に、株式会社

アイ・エヌ・エーにおいて前期の決算期変更に伴い前受金が当四半期末で1,511百万円の増加となった一方、短期

借入金の完済による減少451百万円、東京ブラウス株式会社及び株式会社松崎に係る負ののれんの減少468百万円、

退職給付引当金の減少234百万円によるものであります。

　       純資産合計は7,454百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,233百万円の減少となりました。これは主に、利益剰

余金の減少750百万円、株式会社アイ・エヌ・エーの株式を追加取得したこと等により少数株主持分が458百万円

減少したことによるものであります。

　

    （3）キャッシュ・フローの状況の分析

      　 当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利

益は37百万円となり、構造改革費用引当金の減少、短期借入金の減少等があったものの、前受金の増加、たな卸資産

の減少等があったことにより現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期連結会計期間末に比べ

712百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末においては2,686百万円となりました。

　       当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　

　     （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　    　 営業活動の結果得られた資金は1,692百万円（前年同期は1,520百万円の取得）となりました。主な資金の増加要

因は、前受金の増加1,535百万円及びたな卸資産の減少510百万円です。主な資金の減少要因は、構造改革費用引当

金の減少576百万円です。

　

       （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　       投資活動の結果使用した資金は174百万円（前年同期は30百万円の取得）となりました。これは主に、株式会社ア

イ・エヌ・エーの株式追加取得に係る支出188百万円によるものです。

　

       （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　       財務活動の結果使用した資金は762百万円（前年同期は1,411百万円の使用）となりました。これは主に、短期借

入金の返済による支出650百万円及び社債の償還による支出100百万円によるものです。
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（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

      当第２四半期連結会計期間において、当社グループが事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

　 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。

　①　基本方針の内容

 　 　　　　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者に

よる当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資

するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じ

るかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。

　ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができな

い可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グ

ループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要

な情報が十分に提供されないものもありえます。

　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必

要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行なう必要があると考えています。

 　　　 ②　基本方針の実現に資する取組みについて

 　　　　   当社は平成19年に純粋持株会社となり、現在は傘下の子会社が事業を行っております。主要な事業ポートフォリオ

は、建設コンサルタント事業及び新規事業であるファッションブランド事業の２つとなります。

　このような当社及び当社グループの企業価値の主な源泉は①トライアイズのブランド力、②各事業において培

われた技術力、③顧客とのサービスの品質に基づいた長期にわたる信頼関係、にあると考えております。

　        　まず、①のブランド力につきましては、当社グループの各企業は、関係各分野で高い評価を得ております。建設コ

ンサルタント市場においては、株式会社アイ・エヌ・エーがダム・砂防・河川・海岸に特化した会社として業界

で確固たる地位を築いており、水関連の総合的な技術でも多くの実績をあげております。さらに、ファッションブ

ランド事業を構成する老舗企業２社（東京ブラウス株式会社、濱野皮革工藝株式会社）が保有する商品ブランド

も市場では多くの消費者の方から安心できるブランドとして長きにわたり絶大な信頼を獲得しております。

　次に②の技術力に関しましては、水関連に特化した建設コンサルタントとしての確固たる技術、そして婦人服、

ハンドバッグなどのファッションに関する商品開発力と、各グループ会社で保持する技術はそれぞれの市場で広

く認められており、各社のアイデンティティ形成の基盤となっております。

　最後に③のサービスの品質に基づいた顧客との信頼関係の面では、当社グループは、上述の事業を長年にわたり

展開を進めてきた結果、高い技術力とサービスの質をもつ会社として、顧客の高い信頼を得ており、この信頼が当

社グループの企業価値を高めるための大きな要素となっております。

　このような創業以来の当社グループの取組みの積み重ねが現在の企業価値の源泉になっております。当社の企

業文化の継続・発展を通してのみ当社の社会的意義を高めることになり、結果として企業価値及び株主共同利益

を最大化することにつながるものと考えております。一方、近年、当社グループの事業を取り巻く環境は大きく動

きつつあります。当社ではコンプライアンス、品質に対する社会の厳しい要請や技術競争の流れに沿った多様な

契約形態への対応をいち早く進めてまいりました。 

　　　　　　このような変化に対応しつつ当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するために、長期ビジョンとして当

社グループの上部市場への再上場の実現を目標とし、中期的な取組として、「景気変動の影響を受けない企業グ

ループになること。小さくとも知性を使ってその世界ではNo.1となり光ることのできる企業になること。」を目

標に掲げ、厳しい経営環境の中でも着実に業績を伸ばし企業価値を向上させたいと考えております。

              ③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組みについて

            当社取締役会は、当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様

が適切な判断をするために必要且つ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機

会を確保するために、当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（以下、「本プラン」といいます。）を導入す

ることを決議し、平成20年３月26日開催の当社定時株主総会において、本プランの導入について株主の皆様の承

認を得ております。本プランの詳細につきましては以下のとおりです。
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  ④　本プランの内容

       (イ) 本プランに係る手続き

 　　　　(ａ) 対象となる大規模買付等

              本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株券等の買付け又はこれに類似する行為（ただし、当社取

締役会が承認したものを除きます。係る行為を、以下「大規模買付等」といいます。）がなされる場合を適用

対象とします。大規模買付等を行い、又は行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）は、予め本プラ

ンに定められる手続きに従わなければならないものとします。

           (ⅰ) 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付け

          (ⅱ) 当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の

株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

       　(ｂ)「意向表明書」の当社への事前提出

              買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買

付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明書」と

いいます。）を当社の定める書式により提出していただきます。

　具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。

 (ⅰ) 買付者等の概要

  　　・　氏名又は名称及び住所又は所在地

　　　・　代表者の役職及び氏名

　　　・　会社等の目的及び事業の内容

　　　・　大株主又は大口出資者（所有株式又は出資割合上位10名）の概要

　　　・　国内連絡先

　　　・　設立準拠法

 　　　 　(ⅱ) 買付者等が現に保有する当社の株券等の数、及び、意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の

株券等の取引状況

 　　　　 (ⅲ) 買付け等が提案する大規模買付等の概要（買付者等が大規模買付等により取得を予定する当社の株券　等の

種類及び数、並びに大規模買付等の目的（支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大規模

買付等の後の当社の株券等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等その他の目的がある場合には、その

旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。）を含みます。）

         (ｃ)「本必要情報」の提供

          　　上記(ｂ)の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社

に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」と

いいます。）を提供していただきます。

　まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日（初日不算入）以内

に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記(ｂ)(ⅰ)の国内連絡先に発送いたしま

すので、買付者等には、係る「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただきます。

　　　　　　　また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付等の内容及び態様等に

照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合

理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。

　なお、大規模買付等の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リス

ト」の一部に含まれるものとします。

         (ⅰ) 買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成員を

含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含みます。）

       　(ⅱ) 大規模買付等の目的（「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細）、方法及び内容（経営参

画の意思の有無、大規模買付等の対価の種類及び金額、大規模買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付予

定の株券等の数及び買付等を行った後における株券等所有割合、大規模買付等の方法の適法性を含みま

す。）

　(ⅲ) 大規模買付等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付等に

係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合

における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みま

す。）
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         (ⅳ) 大規模買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法及び

関連する取引の内容を含みます。）

         (ⅴ) 大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び

　当該第三者の概要

         (ⅵ) 買付者が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な

契約又は取決め（以下「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契約の相手方及び

契約の対象となっている株券等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

       　(ⅶ) 買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株券等に関し担保契約等の締結その他第三者と

の間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株

券等の数量等の当該合意の具体的内容

       　(ⅷ) 大規模買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策

       　(ⅸ) 大規模買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係る利害関

係者の処遇等の方針

        　(ⅹ) 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

   なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実とその概要及び本必要情報の概要

その他の情報のうち株主の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する時

点で開示いたします。

  また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その旨を買

付者等に通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開示いたします。

      （ｄ）取締役会評価期間の設定等

             当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又は

(ⅱ)の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のため

の期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。

　　　　 (ⅰ) 対価を現金（円価）のみとする公開買付けによる当社全株券等を対象とする公開買付けの場合には60日間　

          (ⅱ) その他の大規模買付等の場合には90日間

  ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合には延長でき

るものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知すると共

に株主の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とします。

               当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付

者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の

観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検

討等を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知する

とともに、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付

等に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することも

あります。

      （ｅ）取締役会の決議

             当社取締役会は、上記(ｄ)の検討等の後、以下の手続きに従い、対抗措置の発動の是非について決議を行う

ものとします。

　　　 　 (ⅰ) 買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合

  当社取締役会は、買付者等が上記(ｂ)から(ｄ)までに規定する手続きを遵守しなかった場合には、対抗措

置の発動の決議を行うものとします。

 　　　　　　　当社取締役会は、対抗措置の発動の決議に先立ち、株主の皆様の意思を確認することが適切と判断する場合、下記

(ｆ)に定める手続きを行うものとします。

　この場合、当社取締役会は、下記(ｆ)に定める株主意思確認総会又は書面投票の決定に従って、当社の企業

価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うもの

とします。

　 　　　(ⅱ) 買付者等による大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合

  当社取締役会は、買付者等が上記(ｂ)から(ｄ)までに規定する手続きを遵守した場合であっても、買付者

等による大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合には、対

抗措置の内容及びその発動の賛否に関し、株主の皆様の意思を確認するために下記(ｆ)に定める手続きを

行うものとします。
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            　この場合、当社取締役会は、下記(ｆ)に定める株主意思確認総会又は書面投票の決定に従って、当社の企業

価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うもの

とします。

            　なお、別に開示している「当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型」に掲げる

いずれかに該当すると判断される場合には、原則として、当該大規模買付等は当社の企業価値・株主共同の

利益を著しく損なうものと認められることとします。

 　　　　(ⅲ) 買付者等による大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものではないと認められる

場合

  当社取締役会は、買付者等による大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうもの

ではないと認められる場合には、対抗措置の不発動の決議を行うものとします。

　当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問

わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

       （ｆ）株主意思の確認

             当社取締役会は、上記(ｅ)(ⅱ)に該当する場合、及び、上記(ｅ)(ⅰ)に該当しかつ当社取締役会が必要と認

める場合、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、又は書面投票のいずれかを選択

し実施するものとします。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨時株主総会とあわせて開催する場合もあ

ります。

株主意思の確認を行う場合は、当社取締役会は、速やかに、投票権を行使できる株主を確定するための基準

日（以下「投票基準日」といいます）を定めます。株主意思の確認手続きにおいて投票権を行使することが

できる株主は、投票基準日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主とし、投票権は議決

権１個につき１個とします。投票基準日は、取締役会評価期間が満了した後、関係法令及び証券保管振替機構

による実質株主確定に必要な日数から導き出される最も早い日とし、公告は投票基準日の２週間前までに行

うものとします。

当社取締役会は、投票基準日確定までに、株主意思確認総会又は書面投票のいずれによって株主意思の確認

を行うのかを決定するものとし、決定内容を速やかに情報開示いたします。

　また、当社取締役会は、株主意思確認総会又は書面投票を実施した場合には、投票結果その他当社取締役会が

適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。

       （ｇ）対抗措置の中止又は発動の停止

    当社取締役会が上記(ｅ)の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(ⅰ)買付者

等が大規模買付等を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変

動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持する

ことが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止を行

なうものとします。

　当社取締役会は、上記決議を行なった場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する

事項について、情報開示を行ないます。

     （ｈ）大規模買付等の開始

             買付者等は、上記(ａ)から(ｆ)に規定する手続きを遵守するものとし、大規模買付等の提案以降、(ｅ)記載

の当社取締役会の決議を開示するまでは、大規模買付等を開始することはできないものとします。

     　(ロ) 本プランにおける対抗措置の具体的内容

   当社取締役会が上記(イ)(ｅ)に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として、新株予約権（以

下「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを行うこととします。ただし、会社法その他の法令及び当社の

定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場合には当該その他の対抗措置を用い

ることもあります。

　本新株予約権の無償割当ての概要は、別に定めている「新株予約権無償割当ての概要」の通りといたします。

           当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記(イ)(ｇ)に記載の通り、対抗措置

の中止又は発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の無償

割当てを決議した場合において、買付者等が大規模買付等を中止し、当社取締役会が上記(イ)(ｇ)に記載の決議

を行なった場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおい

ては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期

間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止す

ることができるものとします。
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     （ハ）本プランの有効期間、廃止及び変更

　本プランの有効期間は、平成23年３月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。

　ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされ

た場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の株主総会で

選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時

点で廃止されるものとします。

　なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更又はこれら

の解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で、本プランを修正し、又

は変更する場合があります。

　当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び（変更の場合には）変更内容

その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。

⑤　本プランの合理性 

　　  (イ) 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

  本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事

前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足しています。

(ロ) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　本プランは、当社株券等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等に応じるべきか否かを株主

の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様の

ために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上

させるという目的をもって導入されるものです。 

(ハ) 株主意思を重視するものであること

　本プランは、買付者等が本プランに定められた手続きに従うことなく大規模買付等がなされた場合を除き、買

付者等による大規模買付等に対する対抗措置の発動について株主の皆様のご意思を直接確認するものです。

　上記④(ハ)に記載した通り、当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プ

ランも当該決議に従い変更又は廃止されることになります。従いまして、本プランの導入及び廃止には、株主の

皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。

(ニ) 合理的な客観的発動要件の設定

　本プランは、上記④(イ)に記載の通り、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように

設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

(ホ) デッドハンド型買収防衛策ではないこと

　上記④(ハ)に記載の通り、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつ

でも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会

の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

 ⑥　株主の皆様への影響

 　　 (イ) 本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響

  本プランの導入時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその導入時に株主及び

投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはあり

ません。

  なお、前述の④(イ)に記載の通り、買付者等が本プランを遵守するか否か等により当該買付行為に対する当社

の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付者等の動向にご注意ください。

　(ロ) 本新株予約権の無償割当て時に株主の皆様に与える影響

　当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期日

における株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき本

新株予約権２個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本新株

予約権の無償割当て時においても、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈

化は生じるものの保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社株式１株当たりの議決権の

希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して

直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

　ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は経済的利益に何らかの

影響が生じる場合があります。
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　なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記④(イ)(ｇ)に記載の手続

き等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相

応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後におい

て、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主及び投

資家の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式１株当

たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により損害を

被る可能性がある点にご留意ください。

　また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使又は取得に際して、買付者等

の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、買付者等以外の株主及び

投資者の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定

しておりません。 

　　　(ハ) 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き

       （ａ）名義書換の手続き

　　当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての決議を行った場合には、当社取締役会において割当て期日を定

め、これを公告します。割当て期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆

様に新株予約権が無償にて割当てられますので、株主の皆様におかれましては、公告された割当て期日までに

株式の名義書換手続きを行っていただく必要があります。なお、証券保管振替機構に対する預託を行っている

株券については、名義書換手続きは不要です。

       （ｂ）その他の手続き

　　なお、割当て期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様は、当該新株予

約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要です。

　また、株主の皆様には、新株の取得のために所定の期間内に本新株予約権を行使していただく必要が生じる

可能性があります。（その際には一定の金銭の払込みを行っていただきます。）

　

（5）研究開発活動

　　 該当事項はありません。

　

　 （6）事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するた

めの対応策

　　 ①  経営政策 

          　経営政策としては、1)個客経験の共創（一人ひとりの消費者のニーズを捉える）、2)グローバリゼーション 

の推進（顧客・販売先・仕入先等のステークホルダーすべてについて）、3)ＩＴ化の推進、4)変革と既存概念

の否定をかかげております。事業ドメインに関係なく、すべてのグループ会社でこの目標に向けて対応してい

く所存です。

　　　  ②  事業政策

　　　    当社グループの事業ポートフォリオを多角化することで、景気変動の影響を受けにくい事業体質を確立すべく、

ファッションブランド事業と建設コンサルタント事業の２つの中核事業をグループに取り込みました。今後も

引き続き、新しい事業ポートフォリオの獲得による多角化を検討してまいります。 

   ③  財政政策

　     当社を含むグループ会社での人員削減に加え、当社本店事務所の移転等経営合理化をすすめ、大幅な販売費及

び一般管理費の削減の効果が見込まれます。また、事業ポートフォリオの多角化により営業キャッシュ・フ

ローの拡大も見込め、経営の安定化を図ってまいります。

　　   当社グループは、前連結会計年度に策定しました上記「経営改善策」に現在も継続して取り組んでおり、その

結果、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。

 

EDINET提出書類

株式会社トライアイズ(E05183)

四半期報告書

12/39



第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期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

　当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 4,700,000

計 4,700,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成22年６月30日）

提出日現在発行数
(株）
（平成22年８月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

   普通株式    1,441,485 1,441,485
    大阪証券取引所

  （ヘラクレス市場）

単元株式数

10株 

計  1,441,485 1,441,485 ― ―

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成22年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①　第５回新株予約権

株主総会の特別決議日（平成17年６月30日）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 1,200　　　　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,200

新株予約権の行使時の払込金額（円） 95,400 (注）

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日～

平成27年６月30日

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（円）

発行価格　　　95,400

資本組入額　　47,700

新株予約権の行使の条件

①　本新株予約権者は、権利行使時において当社若しくは

当社子会社の取締役又は従業員のみの地位を有してい

ることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退

職その他これに準ずる正当な理由のある場合は、この限

りではない。

 ②　本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使する

ことができない。

③　当社と本新株予約権者との間で締結した新株予約権割

当契約に定めるその他の条件に違反していないこと。

新株予約権の譲渡に関する事項
　本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を

要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）新株予約権発行後、当会社普通株式の分割又は併合が行われる場合、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

 　　 上記のほか、新株予約権発行後に当会社が他の会社と合併する場合、株式交換を行い完全親会社となる場合、会社分

割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額は適切

に調整されるものとする。
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 　　②　第８回新株予約権

株主総会の特別決議日（平成18年３月29日）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 22,600

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 22,600

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　 　 23,010（注）　

新株予約権の行使期間
平成20年４月１日～

平成28年３月31日

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（円）

発行価格　　　23,010

資本組入額　　11,505

新株予約権の行使の条件

①　本新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社

子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有している

ことを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職そ

の他これに準ずる正当な理由のある場合は、この限りで

はない。

 ②　本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使する

ことができない。

③　当社と本新株予約権者との間で締結した新株予約権割

当契約に定めるその他の条件に違反していないこと。

新株予約権の譲渡に関する事項
　本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を

要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）新株予約権発行後、当会社普通株式の分割又は併合が行われる場合、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

 　　 上記のほか、新株予約権発行後に当会社が他の会社と合併する場合、株式交換を行い完全親会社となる場合、会社分

割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額は適切

に調整されるものとする。

　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

　

（４）【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

 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22年４月１日～

平成22年６月30日
    －     1,441,485    －     5,000,000    －     －

　

   

（６）【大株主の状況】

　 平成22年６月30日現在　

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(％)

　株式会社トライアイズ

　代表取締役社長　池田　均
　東京都千代田区紀尾井町4-1 122,142 8.47

 エムエルピー　エフエス　カストデイー

（常任代理人　メリルリンチ日本証券株

式会社）

 SOUTH TOWER WORLD FINANCIAL CENTER

NEW YORK NY 10080-0801 USA

（東京都中央区日本橋1-4-1）

21,386 1.48

 大阪証券金融株式会社

 取締役社長　堀田　隆夫　
 大阪府大阪市中央区北浜2-4-6 11,570 0.80

 清水　豊晴　　  東京都目黒区 11,100 0.77

 松田　ミネ子  愛媛県東温市 10,300 0.71

 池田　均  東京都杉並区 9,105 0.63

 ジェーエフイーアンドコースペシャル

 カストディーア

 カウントフォーザベネフィットオブ

 カスタマーズ（常任代理人　シティバン

 ク銀行株式会社）　

 520 MADISON AVENUE, NEW YORK, NY

 10022 USA

 （東京都品川区東品川2-3-14） 　

8,970 0.62

 井上　剛巳  神奈川県横浜市 8,800 0.61

 小林　律子　  埼玉県入間郡越生町 7,578 0.52

 中村　二郎  静岡県静岡市 6,550 0.45

計 － 217,501 15.08
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成22年６月30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） 普通株式   　 122,140 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　1,258,340 125,834 －

単元未満株式 普通株式　　 　61,005 － －

発行済株式総数 1,441,485 － －

総株主の議決権 － 125,834 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が20株含まれております。また、「議決権

の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

   

②【自己株式等】

 平成22年６月30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
（％）

株式会社トライアイズ
東京都千代田区紀尾井町４

番１号
122,140 － 122,140 8.47

計 － 122,140 － 122,140 8.47

 

　

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 1,280 1,425 1,425 1,525 1,380 1,140

最低（円） 1,080 1,050 1,190 1,186 1,007 925

  （注） 最高・最低株価は大阪証券取引所ヘラクレス市場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の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年１月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年１月１日から

平成22年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表については、公認会計士中市俊也及び公認会計士松渕敏朗の両氏による四半期レビューを受け、また

当第２四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成

22年１月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については、公認会計士大河原恵史及び公認会

計士松渕敏朗の両氏による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,008,617 1,699,016

受取手形及び売掛金 510,637 1,574,297

有価証券 703,635 803,315

商品及び製品 472,923 1,170,791

仕掛品 1,610,272 1,255,647

原材料及び貯蔵品 34,844 62,857

その他 298,691 292,817

貸倒引当金 △793 △51,966

流動資産合計 5,638,828 6,806,775

固定資産

有形固定資産 ※
 1,278,973

※
 1,340,725

無形固定資産

のれん 1,367,589 1,454,383

その他 69,018 188,533

無形固定資産合計 1,436,607 1,642,916

投資その他の資産

投資有価証券 2,000,000 2,031,517

その他 839,143 636,716

貸倒引当金 △270,673 △50,646

投資その他の資産合計 2,568,469 2,617,586

固定資産合計 5,284,050 5,601,228

資産合計 10,922,879 12,408,004
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 481,881 780,160

短期借入金 － 451,950

1年内償還予定の社債 － 100,000

未払法人税等 33,855 87,064

前受金 2,292,623 781,378

賞与引当金 135,973 123,564

返品調整引当金 52,806 93,047

受注損失引当金 46,096 36,459

その他 283,803 479,788

流動負債合計 3,327,040 2,933,413

固定負債

退職給付引当金 8,908 243,582

負ののれん － 468,817

その他 132,413 73,894

固定負債合計 141,322 786,293

負債合計 3,468,362 3,719,706

純資産の部

株主資本

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金 4,710,945 4,710,945

利益剰余金 △2,023,085 △1,272,586

自己株式 △294,142 △267,895

株主資本合計 7,393,718 8,170,463

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － △1,337

為替換算調整勘定 △242 △474

評価・換算差額等合計 △242 △1,811

少数株主持分 61,040 519,645

純資産合計 7,454,516 8,688,297

負債純資産合計 10,922,879 12,408,004
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年６月30日)

売上高 7,634,478 5,085,015

売上原価 4,850,583 3,366,514

売上総利益 2,783,894 1,718,500

販売費及び一般管理費 ※1
 2,802,674

※1
 2,157,383

営業損失（△） △18,779 △438,882

営業外収益

受取利息 5,657 1,603

受取配当金 443 91

不動産賃貸収入 － 9,858

負ののれん償却額 26,045 13,022

為替差益 2,826 －

その他 18,530 23,688

営業外収益合計 53,503 48,264

営業外費用

支払利息 10,120 6,458

不動産賃貸原価 － 4,783

賠償責任保険免責額 － 5,000

保険解約損 4,017 －

その他 3,821 5,511

営業外費用合計 17,959 21,753

経常利益又は経常損失（△） 16,764 △412,372

特別利益

投資有価証券売却益 754 4,606

役員退職慰労引当金戻入額 12,000 －

退職給付制度移行益 260,819 －

貸倒引当金戻入額 33,375 2,147

負ののれん一括償却額 － 659,297

構造改革費用引当金戻入額 － ※2
 555,793

その他 1,014 －

特別利益合計 307,963 1,221,844

特別損失

たな卸資産評価損 － 546,226

減損損失 － 159,871

固定資産除却損 6,200 －

投資有価証券評価損 7,932 －

移転関連費用 6,692 －

貸倒引当金繰入額 － 252,545

構造改革費用 － ※2
 576,793

その他 4,552 59,172

特別損失合計 25,377 1,594,608

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

299,350 △785,136

法人税等 417,435 31,841

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,652 △66,479

四半期純損失（△） △120,736 △750,498

EDINET提出書類

株式会社トライアイズ(E05183)

四半期報告書

22/39



【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

売上高 4,105,749 2,950,314

売上原価 2,558,419 1,936,782

売上総利益 1,547,330 1,013,532

販売費及び一般管理費 ※
 1,375,685

※
 1,009,238

営業利益 171,645 4,293

営業外収益

受取利息 1,877 632

受取配当金 280 －

不動産賃貸収入 － 6,791

負ののれん償却額 13,022 －

雑収入 － 16,758

その他 3,504 －

営業外収益合計 18,685 24,182

営業外費用

支払利息 4,338 3,976

為替差損 5,791 3,651

保険解約損 4,017 －

その他 906 3,075

営業外費用合計 15,053 10,703

経常利益 175,277 17,773

特別利益

退職給付制度移行益 260,819 －

貸倒引当金戻入額 32,233 －

投資有価証券売却益 － 1,217

負ののれん一括償却額 － 203,502

構造改革費用引当金戻入額 － 555,793

その他 435 270

特別利益合計 293,488 760,784

特別損失

減損損失 － 158,614

たな卸資産評価損 － 278,537

固定資産除却損 3,309 －

移転関連費用 6,692 －

貸倒引当金繰入額 － 252,545

その他 3,135 51,439

特別損失合計 13,137 741,136

税金等調整前四半期純利益 455,627 37,420

法人税等 381,493 △16,575

少数株主利益 26,626 25,414

四半期純利益 47,507 28,580
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

299,350 △785,136

減価償却費 72,551 46,395

のれん償却額 60,748 73,771

負ののれん一括償却額 － △659,297

減損損失 － 159,871

貸倒引当金の増減額（△は減少） △402,390 193,039

退職給付引当金の増減額（△は減少） △782,987 △46,052

賞与引当金の増減額（△は減少） 25,215 12,409

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,000 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） △68,265 9,636

返品調整引当金の増減額（△は減少） △57,575 △16,254

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 7,905 △3,405

固定資産除却損 7,777 517

有形固定資産売却損益（△は益） 800 845

受取利息及び受取配当金 △6,101 △1,694

会員権評価損 － 5,300

雑収入 － △10,080

支払利息 9,592 6,458

為替差損益（△は益） △2,826 △3,308

売上債権の増減額（△は増加） 152,039 631,315

破産更生債権等の増減額（△は増加） 392,957 △18,808

たな卸資産の増減額（△は増加） 644,824 171,097

仕入債務の増減額（△は減少） △173,593 △78,003

前受金の増減額（△は減少） 389,067 1,511,244

未払金の増減額（△は減少） － △54,826

その他 580,907 △12,749

小計 1,137,997 1,132,285

利息及び配当金の受取額 6,447 2,049

利息の支払額 △5,783 △2,775

法人税等の還付額 32,068 5,116

法人税等の支払額 △53,459 △93,166

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,117,270 1,043,509
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結子会社株式取得による支出 － △188,739

有形固定資産の取得による支出 △73,880 △11,681

無形固定資産の取得による支出 △110,992 △26,135

投資有価証券の取得による支出 △266 △92

投資有価証券の売却による収入 9,927 45,399

定期預金の預入による支出 － △100,000

定期預金の払戻による収入 － 100,000

会員権の売却による収入 － 16,438

貸付けによる支出 △5,475 △2,140

貸付金の回収による収入 14,355 24,674

その他 88,747 12,171

投資活動によるキャッシュ・フロー △77,583 △130,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △800,000 △450,000

長期借入金の返済による支出 △11,100 △1,950

社債の償還による支出 △124,000 △100,000

長期未払金の支払による支出 － △13,000

自己株式の処分による収入 21 －

自己株式の取得による支出 △66,006 △26,246

少数株主への配当金の支払額 △786 －

リース債務の返済による支出 － △2,803

その他 △31,750 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,033,622 △594,000

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,042 3,308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,106 322,713

現金及び現金同等物の期首残高 3,951,899 2,402,331

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △38,979

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,964,006

※
 2,686,065
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【継続企業の前提に関する事項】

　　　該当事項はありません。 

　

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項の変更 （1）連結の範囲の変更 

当第２四半期連結会計期間より、株式会社セレクティブ及び株式会社ト

ライアイズビジネスサービスを新たに設立したため、連結の範囲に含めて

おります。

株式会社松崎は当第２四半期連結会計期間において破産手続開始の申

立をしたため、連結の範囲から除外しております。

（2）変更後の連結子会社の数 

 　　７社

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年６月30日）

（四半期連結損益計算書）

　１．前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めておりました「不動産賃貸収入」は金額　　

的重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記しております。

　　　なお、前第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「不動産賃貸収入」の金額は10,190千

　　円であります。

　

　２．前第２四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました営業外収益の為替差益は、金額的重要性が乏し　

　　いため、当第２四半期連結累計期間では営業外収益の「その他」に含めております。

　　　なお、当第２四半期連結累計期間の「為替差益」の金額は1,188千円であります。

　

　３．前第２四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めておりました「貸倒引当金繰入額」は金額

　　的重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記しております。

　　　なお、前第２四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「貸倒引当金繰入額」の金額は210千円

　　であります。

　　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）　

  １.前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました

「未払金の増減額（△は減少）」は重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記しております。

　　なお、前第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「未払金の増減

額（△は減少）」の金額は391,029千円であります。
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当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

（四半期連結損益計算書）

　１．前第２四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めておりました「不動産賃貸収入」は金額的

重要性が増したため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記しております。　

　　　なお、前第２四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「不動産賃貸収入」の金額は4,989千円であ

ります。

　

　２．前第２四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました特別利益の「貸倒引当金戻入額」は、金額的重要性

が乏しいため、当第２四半期連結会計期間では特別利益の「その他」に含めております。

　　　なお、当第２四半期連結会計期間の「貸倒引当金戻入額」の金額は270千円であります。

　

　３．前第２四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました特別損失の「固定資産除却損」は、金額的重要性が

乏しいため、当第２四半期連結会計期間では特別損失の「その他」に含めております。

　　　なお、当第２四半期連結会計期間の「固定資産除却損」の金額は517千円であります。
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【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年６月30日）

１．固定資産の減価償却費の算定方法 　  定率法を採用している資産については、連結会計年度末に係る減価償却費

の額を期間按分して算定する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年６月30日）

１．税金費用の計算   税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、768,440千円であ

ります。

 

　２　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれており

ます。 

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、735,913千円であ

ります。

  

　２　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれており

ます。 

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年６月30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

次のとおりであります。

給料手当   1,132,105千円

賞与引当金繰入額 23,333 

退職給付費用 46,914 

　

　

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料手当   848,842千円

賞与引当金繰入額 41,197 

退職給付費用 27,160 

　

※２　連結子会社である株式会社松崎及び東京ブラウス株

式会社に対して、再建を前提に第１四半期連結会計期

間において構造改革費用引当金を計上しましたが、第

２四半期連結会計期間においてそれぞれ破産及び民事

再生の手続開始の申立てをしたため、構造改革費用引

当金の残高を全額取り崩しました。

　

 

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当   573,803千円

賞与引当金繰入額 15,962 

退職給付費用 22,335 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料手当   391,674千円

賞与引当金繰入額 21,990 

退職給付費用 8,964 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

 　　　　　　　　　　　　　（平成21年６月30日現在）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

 　　　　　　　　　　　　　（平成22年６月30日現在）

現金及び預金勘定 2,011,709千円

有価証券（MMF・CP） 2,052,297千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △100,000千円

現金及び現金同等物 3,964,006千円

 

現金及び預金勘定 2,008,617千円

有価証券（MMF・CP） 703,635千円

預け金（その他の流動資産）　

預入期間が３ヶ月を超える定期預金

73,812千円　

△100,000千円

現金及び現金同等物 2,686,065千円

 

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　

平成22年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　 1,441,485株

  

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　 122,142株

 

３．新株予約権等に関する事項

  該当事項はありません。  

  

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。 
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　　　  前第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

 
建設コンサル
タント事業
（千円）

ファッション
ブランド事業 
（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 1,886,6502,219,0994,105,749 － 4,105,749

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
27,313 － 27,313（27,313) －

計 1,913,9632,219,0994,133,063(27,313)4,105,749

営業利益又は営業損失(△) 181,276 △7,658 173,618 (1,973） 171,645　

（注）１．事業区分の方法

 　　　　 事業は、製品の系列、市場の類似性を考慮して区分しております。

  ２．各区分の主な製品等

事業区分 主要製品等 

 建設コンサルタント事業

 土木建設事業に関する調査、計画、設計、監理、画像データ表示ビューワ、セ

キュリティシステム、Ｗｅｂ型地図描画エンジン、移動体位置情報管理システ

ム等

 ファッションブランド事業  婦人服・かばん・ハンドバッグ・革製品などの企画・製造卸・販売

　

　

　　　　  当第２四半期連結会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）

 
建設コンサル
タント事業
（千円）

ファッション
ブランド事業 
（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 1,575,8081,374,5062,950,314 － 2,950,314

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
11,257 － 11,257 (11,257) －

計 1,587,0651,374,5062,961,571(11,257) 2,950,314

営業利益又は営業損失(△) 114,633△88,062 26,571（22,277） 4,293　

（注）１．事業区分の方法

 　　　　 事業は、製品の系列、市場の類似性を考慮して区分しております。

  ２．各区分の主な製品等

事業区分 主要製品等 

 建設コンサルタント事業

 土木建設事業に関する調査、計画、設計、監理、画像データ表示ビューワ、セ

キュリティシステム、Ｗｅｂ型地図描画エンジン、移動体位置情報管理システ

ム等

 ファッションブランド事業  婦人服・ハンドバッグ・革製品などの企画・製造卸・販売

　　　　３．ファッションブランド事業において、一部の有形固定資産及び無形固定資産について、回収可能価額が帳簿価額

に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失125百万円を計上しております。

            なお、当該資産に係る回収可能価額は備忘価額をもって評価しております。
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 　　　 前第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年６月30日）

 
建設コンサル
タント事業
（千円）

ファッション
ブランド事業 
（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 3,401,4194,233,0597,634,478 － 7,634,478

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
29,529 － 29,529 (29,529) －

計 3,430,9484,233,0597,664,007(29,529) 7,634,478

営業利益又は営業損失(△) 214,608△219,965 △5,357 （13,422） △18,779　

（注）１．事業区分の方法

 　　　　 事業は、製品の系列、市場の類似性を考慮して区分しております。

　２．各区分の主な製品等

事業区分 主要製品等 

 建設コンサルタント事業

 土木建設事業に関する調査、計画、設計、監理、画像データ表示ビューワ、セ

キュリティシステム、Ｗｅｂ型地図描画エンジン、移動体位置情報管理システ

ム等

 ファッションブランド事業  婦人服・かばん・ハンドバッグ・革製品などの企画・製造卸・販売

　　

　

 　　　 当第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日　至平成22年６月30日）

 
建設コンサル
タント事業
（千円）

ファッション
ブランド事業 
（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 2,079,1853,005,8295,085,015 － 5,085,015

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
21,997 － 21,997 (21,997) －

計 2,101,1823,005,8295,107,012(21,997) 5,085,015

営業損失(△) △108,600△305,906△414,507（24,375） △438,882　

（注）１．事業区分の方法

 　　　　 事業は、製品の系列、市場の類似性を考慮して区分しております。

  ２．各区分の主な製品等

事業区分 主要製品等 

 建設コンサルタント事業

 土木建設事業に関する調査、計画、設計、監理、画像データ表示ビューワ、セ

キュリティシステム、Ｗｅｂ型地図描画エンジン、移動体位置情報管理システ

ム等

 ファッションブランド事業  婦人服・ハンドバッグ・革製品などの企画・製造卸・販売

        ３．ファッションブランド事業において、一部の有形固定資産及び無形固定資産について、回収可能価額が帳簿

価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失125百万円を計上しております。

            なお、当該資産に係る回収可能価額は備忘価額をもって評価しております。

　

EDINET提出書類

株式会社トライアイズ(E05183)

四半期報告書

32/39



【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自

平成22年４月１日　至平成22年６月30日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

　

前第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成22年１月１日　至平成22年６月30日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

  

 

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自

平成22年４月１日　至平成22年６月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　

前第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成22年１月１日　至平成22年６月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）

　満期保有目的の債券で時価のあるもの及びその他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なもの

となっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）国債・地方債等 ―　 ― ―

(2）社債 2,000,000 1,454,210 △545,790

(3）その他 499,948 499,900 △48

合計 2,499,948 1,954,110 △545,838

　

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 ― ― ―

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 203,686 203,686 ―

合計 203,686 203,686 ―

　
  

 

（デリバティブ取引関係）

当第２四半期会計期間末（平成22年６月30日） 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

 

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年12月31日）

１株当たり純資産額 5,603.91円 １株当たり純資産額 6,095.05円

２．１株当たり四半期純利益金額又は純損失金額

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △89.37円 

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期利益金額について

は、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失で

あるため記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額 △564.71円 

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期利益金額について

は、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失で

あるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半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。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年６月30日）

四半期純損失（△）（千円） △120,736 △750,498

普通株主に帰属しない金額（千円）     ―     ―

普通株式に係る四半期純損失（△）（千円） △120,736 △750,498

期中平均株式数（株） 1,350,944 1,329,001

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

― ―

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 35.44円 

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期利益金額について

は、潜在株式は存在するものの、希薄効果を有しないため記

載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 21.59円 

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期利益金額について

は、潜在株式は存在するものの、希薄効果を有しないため記

載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

四半期純利益（千円） 47,507 28,580

普通株主に帰属しない金額（千円）     ―     ―

普通株式に係る四半期純利益（千円） 47,507 28,580

期中平均株式数（株） 1,340,463 1,323,755

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

― ―
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（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

　（民事再生手続中の子会社に対するスポンサー契約締結について）

　　当社は、民事再生手続中である当社連結子会社の東京ブラウス株式会社に対し、スポンサー候補者として意向表明書

を提出しておりましたが、平成22年７月28日に正式に監督委員の同意を得ました。

　　これを受け、平成22年７月30日開催の取締役会において、スポンサー契約を締結することを決議し、同日「スポン

サー契約書」を締結致しました。

　　スポンサー契約の内容は次の通りです。

　　１．民事再生手続きの概要

　　　①管轄裁判所　東京地方裁判所

　　　②事件名　　　平成22年（再）第70号

　　　③申立代理人　東京都千代田区有楽町一丁目５番１号　日比谷マリンビル８階

　　　　　　　　　　　須藤・高井法律事務所

　　　　　　　　　　　　弁護士　高井　章光

　　　　　　　　　　　　弁護士　佐賀　寛厚

　　　　　　　　　　　　弁護士　中溝　太

　　　④負債総額　　1,185百万円（平成22年５月31日 申立日現在における負債見込み額）

　　　⑤再生計画案の提出期限　平成22年８月30日

　

　　２．支援の方法の概要

　　　　支援の方法につきましては、「再生計画」の内容に応じて、東京ブラウス株式会社、申立代理人、監督委員　　　

　　　との協議により具体的な資金援助額、時期、資金使途を決定致します。

　

　　３．再生計画案の概要

　　　　東京ブラウスが保有するブランドである「ＣＬＡＴＨＡＳ（クレイサス）」のリブランディングを早急に実

　　　施し、採算性の高い中核事業として再生することが第一歩と考えております。

　　　　再生債務への弁済につきましては、予想破産配当率を上回ることを前提として、同社に対する債務免除によ

　　　って発生する益金、同社に存する損金、今後の事業リストラにかかる経費、今後の運転資金等の事情を総合的

　　　に判断した上で、弁済条件について合理的に決定致します。

　

　

　

（リース取引関係）

  当第２四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められない

ため、記載しておりません。

　

 

２【その他】

　該当事項はありません。 
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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。

EDINET提出書類

株式会社トライアイズ(E05183)

四半期報告書

37/39



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月11日

株式会社トライアイズ

取締役会　御中

              公認会計士桜友共同事務所

   公認会計士 中市　俊也　　印

   公認会計士 松渕　敏朗　　印

　私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トライアイズの

平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年

６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から四半期連結財務諸表

に対する結論を表明することにある。

　私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半

期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その

他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トライアイズ及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政状態、同

日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度に引き続き営業損失を計上している状況

にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注

記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響を

四半期連結財務諸表には反映されていない。

　

　会社と私たちとの間には、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

　（注）１. 上記は、四半期レビュー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（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

        ２. 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年８月13日

株式会社トライアイズ

取締役会　御中

              公認会計士桜友共同事務所

   公認会計士 大河原　恵史　印

   公認会計士 松渕　敏朗　　印

　

私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トライアイズ

の平成22年１月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22

年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年１月１日から平成22年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から四半期連結財務諸表

に対する結論を表明することにある。

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半

期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その

他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トライアイズ及び連結子会社の平成22年６月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、民事再生法手続中である連結子会社の東京ブラウス株式会社の監督員

の同意を得たので、平成22年７月30日に開催された取締役会の決議に基づき、同社と同日スポンサー契約を締結した。

　

　

会社と私たちとの間には、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

　（注）１. 上記は、四半期レビュー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（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

        ２. 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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