
－－－－1111－－－－

商商商商 品品品品 販販販販 売売売売

商商商商品品品品販販販販

商商商商品品品品販販販販売売売売不不不不動動動動産産産産賃賃賃賃貸貸貸貸

商商商商 品品品品 仕仕仕仕 入入入入

(((( 商商商商 社社社社 経経経経

（（（（添添添添付付付付資資資資料料料料））））

１１１１．．．．企企企企業業業業集集集集団団団団のののの状状状状況況況況

当当当当社社社社のののの企企企企業業業業集集集集団団団団はははは、、、、株株株株式式式式会会会会社社社社フフフファァァァーーーースススストトトトリリリリテテテテイイイイリリリリンンンンググググ（（（（当当当当社社社社））））、、、、子子子子会会会会社社社社 2222 社社社社（（（（ササササンンンンロロロローーーードドドド㈱㈱㈱㈱及及及及びびびびフフフファァァァーーーースススストトトトリリリリテテテテイイイイリリリリンンンンググググ・・・・ユユユユーーーーケケケケーーーー・・・・リリリリミミミミ

テテテテッッッッドドドド））））、、、、関関関関連連連連会会会会社社社社 1111 社社社社（（（（山山山山東東東東宏宏宏宏利利利利綿綿綿綿針針針針織織織織有有有有限限限限公公公公司司司司））））及及及及びびびび関関関関連連連連当当当当事事事事者者者者 1111 社社社社（（（（㈱㈱㈱㈱ママママエエエエダダダダ商商商商事事事事））））にににによよよよりりりり構構構構成成成成さささされれれれてててておおおおりりりりまままますすすす。。。。

ササササンンンンロロロローーーードドドド株株株株式式式式会会会会社社社社はははは、、、、当当当当社社社社のののの所所所所有有有有すすすするるるる土土土土地地地地及及及及びびびび建建建建物物物物をををを賃賃賃賃借借借借しししし、、、、ゴゴゴゴルルルルフフフフ練練練練習習習習場場場場をををを経経経経営営営営ししししてててておおおおりりりりまままますすすす。。。。

フフフファァァァーーーースススストトトトリリリリテテテテイイイイリリリリンンンンググググ・・・・ユユユユーーーーケケケケーーーー・・・・リリリリミミミミテテテテッッッッドドドドはははは平平平平成成成成 11112222年年年年 6666 月月月月、、、、英英英英国国国国ににににおおおおけけけけるるるるカカカカジジジジュュュュアアアアルルルル衣衣衣衣料料料料品品品品店店店店「「「「ユユユユニニニニククククロロロロ」」」」展展展展開開開開のののの布布布布石石石石ととととししししてててて、、、、英英英英国国国国

ロロロロンンンンドドドドンンンンにににに設設設設立立立立いいいいたたたたししししままままししししたたたた。。。。同同同同社社社社はははは、、、、平平平平成成成成 11113333年年年年秋秋秋秋にににに１１１１号号号号店店店店をををを開開開開店店店店すすすするるるる予予予予定定定定でででであああありりりり、、、、現現現現在在在在はははは営営営営業業業業ししししてててておおおおりりりりまままませせせせんんんん。。。。

山山山山東東東東宏宏宏宏利利利利綿綿綿綿針針針針織織織織有有有有限限限限公公公公司司司司はははは当当当当社社社社がががが販販販販売売売売すすすするるるる衣衣衣衣料料料料品品品品をををを製製製製造造造造しししし、、、、㈱㈱㈱㈱ママママエエエエダダダダ商商商商事事事事はははは当当当当社社社社ののののフフフフラララランンンンチチチチャャャャイイイイズズズズ店店店店でででであああありりりりまままますすすす。。。。

㈱㈱㈱㈱ヴヴヴヴァァァァンンンンミミミミニニニニはははは、、、、当当当当社社社社がががが販販販販売売売売すすすするるるる衣衣衣衣料料料料品品品品ののののデデデデザザザザイイイインンンンをををを企企企企画画画画すすすするるるるととととととととももももにににに、、、、当当当当社社社社へへへへ商商商商標標標標使使使使用用用用権権権権をををを貸貸貸貸与与与与ししししてててておおおおりりりりままままししししたたたたがががが、、、、平平平平成成成成 11112222年年年年 8888 月月月月にににに解解解解散散散散

しししし、、、、清清清清算算算算手手手手続続続続ききききをををを開開開開始始始始ししししてててておおおおりりりりまままますすすす。。。。

事事事事業業業業のののの系系系系統統統統図図図図はははは次次次次のののの通通通通りりりりでででであああありりりりまままますすすす。。。。

〔〔〔〔 事事事事 業業業業 のののの 系系系系 統統統統 図図図図 〕〕〕〕
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２２２２．．．．経経経経営営営営方方方方針針針針及及及及びびびび経経経経営営営営成成成成績績績績

（（（（１１１１））））経経経経営営営営方方方方針針針針

1111．．．．経経経経営営営営のののの基基基基本本本本方方方方針針針針

「「「「顧顧顧顧客客客客のののの要要要要望望望望にににに応応応応ええええ、、、、顧顧顧顧客客客客をををを創創創創造造造造すすすするるるる経経経経営営営営」」」」ををををははははじじじじめめめめととととししししたたたた 22223333 項項項項目目目目のののの経経経経営営営営理理理理念念念念にににに基基基基づづづづきききき、、、、高高高高品品品品質質質質、、、、低低低低価価価価格格格格ののののカカカカジジジジュュュュアアアアルルルルウウウウエエエエアアアアをををを提提提提供供供供

すすすするるるるたたたためめめめ、、、、企企企企画画画画・・・・生生生生産産産産・・・・物物物物流流流流・・・・販販販販売売売売ままままでででで自自自自社社社社一一一一貫貫貫貫ココココンンンントトトトロロロローーーールルルルにににによよよよるるるる事事事事業業業業シシシシスススステテテテムムムムのののの完完完完成成成成をををを目目目目指指指指しししし、、、、日日日日ごごごごろろろろよよよよりりりり経経経経営営営営努努努努力力力力をををを重重重重ねねねねてててておおおおりりりりまままま

すすすす。。。。ままままたたたた、、、、顧顧顧顧客客客客第第第第一一一一主主主主義義義義をををを具具具具現現現現化化化化ししししたたたた以以以以下下下下ののののユユユユニニニニククククロロロロビビビビジジジジネネネネスススス原原原原則則則則をををを実実実実践践践践ししししてててておおおおりりりりまままますすすす。。。。

(((( 1111)))) 毎毎毎毎シシシシーーーーズズズズンンンン、、、、商商商商品品品品がががが良良良良くくくくななななるるるるよよよよううううににににすすすすべべべべててててのののの業業業業務務務務をををを改改改改善善善善ししししまままますすすす。。。。

ビビビビジジジジネネネネススススのののの価価価価値値値値観観観観をををを共共共共有有有有すすすするるるる社社社社員員員員・・・・取取取取引引引引先先先先ととととののののパパパパーーーートトトトナナナナーーーーシシシシッッッッププププをををを組組組組みみみみ、、、、顧顧顧顧客客客客ににににととととっっっってててて最最最最高高高高のののの店店店店舗舗舗舗・・・・商商商商品品品品をををを実実実実現現現現ししししまままますすすす。。。。

(((( 2222)))) 高高高高品品品品質質質質のののの商商商商品品品品をををを低低低低価価価価格格格格でででで提提提提供供供供すすすするるるるたたたためめめめののののロロロローーーーココココスススストトトト経経経経営営営営をををを徹徹徹徹底底底底ししししまままますすすす。。。。低低低低価価価価格格格格のののの実実実実現現現現ののののたたたためめめめにににに、、、、品品品品質質質質、、、、デデデデザザザザイイイインンンン、、、、ササササーーーービビビビススススをををを犠犠犠犠牲牲牲牲

ににににししししまままませせせせんんんん。。。。

(((( 3333)))) ３３３３つつつつのののの約約約約束束束束をををを実実実実行行行行ししししまままますすすす。。。。

①①①① いいいいつつつつもももも気気気気分分分分良良良良くくくくおおおお買買買買物物物物ををををししししてててていいいいたたたただだだだくくくくたたたためめめめにににに、、、、ククククリリリリンンンンリリリリネネネネススススのののの徹徹徹徹底底底底ししししたたたた売売売売場場場場をををを作作作作りりりりまままますすすす。。。。

②②②② 広広広広告告告告商商商商品品品品のののの品品品品切切切切れれれれをををを防防防防止止止止ししししまままますすすす。。。。（（（（万万万万一一一一品品品品切切切切れれれれのののの場場場場合合合合はははは、、、、即即即即取取取取りりりり寄寄寄寄せせせせるるるるかかかか代代代代替替替替商商商商品品品品をををを手手手手配配配配ししししまままますすすす））））

③③③③ 理理理理由由由由をををを問問問問わわわわずずずず、、、、おおおお買買買買いいいい上上上上げげげげかかかからららら 3333 ヶヶヶヶ月月月月間間間間はははは、、、、いいいいつつつつででででもももも返返返返品品品品・・・・交交交交換換換換ししししまままますすすす。。。。

ささささららららにににに、、、、ＡＡＡＡＢＢＢＢＣＣＣＣ推推推推進進進進＝＝＝＝①①①①ササササププププラララライイイイチチチチェェェェーーーーンンンンママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトト（（（（顧顧顧顧客客客客のののの要要要要望望望望すすすするるるる商商商商品品品品をををを適適適適量量量量適適適適時時時時店店店店頭頭頭頭ににににそそそそろろろろええええるるるるたたたためめめめにににに販販販販売売売売とととと生生生生産産産産をををを連連連連動動動動ささささせせせせ

るるるるこここことととと））））のののの構構構構築築築築②②②②ニニニニュュュューーーーププププロロロロトトトトタタタタイイイイププププのののの創創創創造造造造（（（（顧顧顧顧客客客客のののの視視視視点点点点かかかからららら、、、、商商商商品品品品・・・・店店店店舗舗舗舗・・・・売売売売場場場場・・・・ププププロロロロモモモモーーーーシシシショョョョンンンン・・・・販販販販売売売売行行行行動動動動等等等等すすすすべべべべててててのののの顧顧顧顧客客客客接接接接点点点点をををを作作作作

りりりり直直直直すすすす））））③③③③全全全全社社社社員員員員のののの意意意意識識識識・・・・行行行行動動動動改改改改革革革革（（（（店店店店舗舗舗舗がががが主主主主体体体体的的的的にににに商商商商売売売売すすすするるるる。。。。そそそそののののたたたためめめめにににに本本本本部部部部がががが強強強強力力力力ににににササササポポポポーーーートトトトすすすするるるる））））にににに全全全全社社社社一一一一丸丸丸丸ととととななななっっっってててて取取取取組組組組みみみみ、、、、顧顧顧顧

客客客客満満満満足足足足のののの一一一一層層層層のののの向向向向上上上上、、、、ささささららららななななるるるる業業業業績績績績のののの向向向向上上上上にににに邁邁邁邁進進進進ししししてててておおおおりりりりまままますすすす。。。。

2222．．．．利利利利益益益益配配配配分分分分にににに関関関関すすすするるるる基基基基本本本本方方方方針針針針

恒恒恒恒常常常常的的的的なななな業業業業績績績績向向向向上上上上をををを目目目目指指指指しししし、、、、業業業業績績績績にににに応応応応じじじじたたたた適適適適正正正正なななな利利利利益益益益配配配配分分分分をををを継継継継続続続続的的的的にににに実実実実施施施施すすすするるるるここここととととをををを基基基基本本本本方方方方針針針針ととととししししてててておおおおりりりりまままますすすす。。。。内内内内部部部部留留留留保保保保金金金金ににににつつつつききききまままましししし

ててててはははは、、、、安安安安定定定定成成成成長長長長にににに向向向向けけけけたたたた財財財財務務務務体体体体質質質質のののの強強強強化化化化とととと出出出出店店店店資資資資金金金金及及及及びびびび新新新新規規規規事事事事業業業業にににに有有有有効効効効投投投投資資資資しししし、、、、経経経経営営営営基基基基盤盤盤盤のののの安安安安定定定定とととと拡拡拡拡大大大大にににに努努努努めめめめててててままままいいいいりりりりまままますすすす。。。。

3333．．．．中中中中長長長長期期期期的的的的なななな経経経経営営営営戦戦戦戦略略略略

中中中中長長長長期期期期的的的的なななな経経経経営営営営戦戦戦戦略略略略とととといいいいたたたたししししままままししししてててて、、、、出出出出店店店店政政政政策策策策ににににおおおおききききままままししししててててはははは、、、、おおおお客客客客様様様様ののののごごごご要要要要望望望望にににに応応応応ええええるるるるべべべべくくくく、、、、年年年年間間間間 111100000000 店店店店舗舗舗舗以以以以上上上上のののの積積積積極極極極的的的的なななな出出出出店店店店政政政政策策策策

にににに加加加加ええええ、、、、大大大大型型型型店店店店へへへへのののの大大大大規規規規模模模模ななななススススククククララララッッッッププププアアアアンンンンドドドドビビビビルルルルドドドドをををを実実実実施施施施しししし、、、、売売売売場場場場面面面面積積積積 333300000000 坪坪坪坪をををを標標標標準準準準ととととししししたたたた店店店店舗舗舗舗のののの大大大大型型型型化化化化ととととフフフフォォォォーーーーママママッッッットトトトのののの確確確確立立立立をををを目目目目指指指指

ししししててててままままいいいいりりりりまままますすすす。。。。生生生生産産産産及及及及びびびび商商商商品品品品ににににつつつつききききままままししししててててはははは、、、、生生生生産産産産品品品品質質質質管管管管理理理理体体体体制制制制のののの強強強強化化化化とととと原原原原材材材材料料料料・・・・紡紡紡紡績績績績かかかかららららのののの商商商商品品品品開開開開発発発発をををを実実実実施施施施しししし、、、、ここここれれれれままままでででで以以以以上上上上にににに、、、、顧顧顧顧

客客客客ニニニニーーーーズズズズにににに適適適適合合合合ししししたたたた絶絶絶絶対対対対競競競競争争争争優優優優位位位位商商商商品品品品のののの開開開開発発発発ををををおおおおここここなななないいいい、、、、海海海海外外外外工工工工場場場場かかかかららららおおおお客客客客様様様様ままままででででののののササササププププラララライイイイチチチチェェェェーーーーンンンンママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトトをををを構構構構築築築築ししししててててままままいいいいりりりりまままま

すすすす。。。。ささささららららにににに「「「「ユユユユニニニニククククロロロロはははは良良良良いいいいカカカカジジジジュュュュアアアアルルルルををををああああららららゆゆゆゆるるるる人人人人がががが着着着着らららられれれれるるるるよよよよううううににににすすすするるるる新新新新ししししいいいい日日日日本本本本のののの企企企企業業業業でででですすすす。。。。」」」」ののののブブブブラララランンンンドドドドメメメメッッッッセセセセーーーージジジジををををああああららららゆゆゆゆるるるる

方方方方々々々々にににに伝伝伝伝ええええ、、、、企企企企業業業業とととと店店店店舗舗舗舗とととと社社社社員員員員にににに対対対対すすすするるるる信信信信頼頼頼頼感感感感ＮＮＮＮＯＯＯＯ....1111のののの企企企企業業業業ブブブブラララランンンンドドドドをををを構構構構築築築築ししししててててままままいいいいりりりりまままますすすす。。。。ままままたたたた、、、、海海海海外外外外事事事事業業業業とととと通通通通販販販販事事事事業業業業をををを本本本本格格格格化化化化しししし、、、、店店店店

頭頭頭頭販販販販売売売売以以以以外外外外ののののダダダダイイイイレレレレククククトトトト事事事事業業業業をををを 3333 年年年年間間間間でででで軌軌軌軌道道道道にににに乗乗乗乗せせせせ、、、、幅幅幅幅広広広広いいいい事事事事業業業業展展展展開開開開をををを目目目目指指指指ししししててててままままいいいいりりりりまままますすすす。。。。

（（（（２２２２））））経経経経営営営営成成成成績績績績

1111．．．．当当当当期期期期のののの概概概概況況況況

当当当当期期期期ににににおおおおけけけけるるるるわわわわがががが国国国国経経経経済済済済はははは、、、、政政政政府府府府のののの財財財財政政政政・・・・金金金金融融融融政政政政策策策策にににによよよよりりりり、、、、一一一一時時時時的的的的にににに株株株株式式式式市市市市況況況況やややや一一一一部部部部業業業業界界界界にににに、、、、明明明明るるるるささささががががみみみみらららられれれれままままししししたたたた。。。。ししししかかかかししししななななががががらららら、、、、

大大大大型型型型ススススーーーーパパパパーーーーやややや百百百百貨貨貨貨店店店店のののの相相相相次次次次ぐぐぐぐ破破破破綻綻綻綻、、、、大大大大型型型型企企企企業業業業のののの合合合合併併併併やややや企企企企業業業業間間間間提提提提携携携携にににに伴伴伴伴ううううリリリリスススストトトトララララのののの加加加加速速速速、、、、年年年年金金金金やややや保保保保険険険険にににに対対対対すすすするるるる将将将将来来来来不不不不安安安安ななななどどどどにににによよよよりりりり、、、、景景景景

気気気気回回回回復復復復のののの原原原原動動動動力力力力ととととななななるるるる個個個個人人人人消消消消費費費費やややや雇雇雇雇用用用用ななななどどどど民民民民間間間間需需需需要要要要拡拡拡拡大大大大にににによよよよるるるる本本本本格格格格的的的的なななな回回回回復復復復傾傾傾傾向向向向ににににははははいいいいたたたたりりりりまままませせせせんんんんででででししししたたたた。。。。小小小小売売売売業業業業界界界界ににににおおおおききききままままししししててててもももも、、、、百百百百

貨貨貨貨店店店店ををををははははじじじじめめめめととととすすすするるるる小小小小売売売売各各各各社社社社のののの既既既既存存存存店店店店のののの売売売売上上上上伸伸伸伸びびびび率率率率はははは低低低低迷迷迷迷しししし、、、、個個個個人人人人消消消消費費費費はははは依依依依然然然然厳厳厳厳ししししいいいい状状状状況況況況でででであああありりりりままままししししたたたた。。。。

当当当当フフフファァァァッッッッシシシショョョョンンンン小小小小売売売売業業業業界界界界ににににおおおおききききままままししししててててはははは、、、、商商商商品品品品ののののカカカカテテテテゴゴゴゴリリリリーーーーやややや価価価価格格格格帯帯帯帯をををを問問問問わわわわずずずず、、、、消消消消費費費費者者者者のののの期期期期待待待待すすすするるるる価価価価値値値値をををを十十十十分分分分提提提提供供供供ででででききききなななないいいい商商商商品品品品にににに対対対対しししし

てててて消消消消費費費費をををを抑抑抑抑制制制制すすすするるるる傾傾傾傾向向向向がががが見見見見らららられれれれ、、、、消消消消費費費費者者者者のののの企企企企業業業業選選選選別別別別ににににいいいいっっっっそそそそううううのののの拍拍拍拍車車車車ががががかかかかかかかかりりりり、、、、消消消消費費費費者者者者のののの厳厳厳厳ししししいいいい要要要要望望望望ににににここここたたたたええええるるるるここここととととののののででででききききなななないいいい企企企企業業業業はははは、、、、

売売売売上上上上、、、、利利利利益益益益をををを確確確確保保保保ででででききききななななくくくくななななっっっってててておおおおりりりりまままますすすす。。。。



－－－－3333－－－－

ここここののののよよよよううううなななな状状状状況況況況のののの中中中中、、、、当当当当社社社社ははははフフフフリリリリーーーーススススややややデデデデニニニニムムムムジジジジャャャャケケケケッッッットトトト、、、、スススストトトトレレレレッッッッチチチチパパパパンンンンツツツツななななどどどどののののキキキキャャャャンンンンペペペペーーーーンンンンににににおおおおいいいいてててて、、、、商商商商品品品品そそそそののののもももものののののののの価価価価値値値値とととと、、、、

新新新新聞聞聞聞・・・・雑雑雑雑誌誌誌誌・・・・テテテテレレレレビビビビ等等等等ののののププププロロロロモモモモーーーーシシシショョョョンンンン及及及及びびびび店店店店内内内内販販販販促促促促・・・・ビビビビジジジジュュュュアアアアルルルルママママーーーーチチチチャャャャンンンンダダダダイイイイジジジジンンンンググググととととをををを効効効効果果果果的的的的にににに連連連連動動動動ささささせせせせるるるるここここととととにににによよよよりりりり、、、、おおおお客客客客様様様様のののの

ニニニニーーーーズズズズにににに応応応応ええええるるるるここここととととにににに成成成成功功功功しししし、、、、当当当当初初初初のののの目目目目標標標標をををを大大大大ききききくくくく上上上上回回回回るるるる成成成成績績績績をををを実実実実現現現現いいいいたたたたししししままままししししたたたた。。。。ここここれれれれにににによよよよりりりり、、、、ユユユユニニニニククククロロロロブブブブラララランンンンドドドドのののの認認認認知知知知度度度度はははは大大大大ききききくくくく高高高高

ままままりりりり、、、、各各各各部部部部門門門門のののの商商商商品品品品もももも期期期期間間間間をををを通通通通ししししてててて好好好好調調調調なななな売売売売上上上上でででで推推推推移移移移しししし、、、、既既既既存存存存店店店店のののの来来来来店店店店客客客客数数数数はははは、、、、前前前前年年年年比比比比 111177772222....2222％％％％、、、、直直直直営営営営全全全全店店店店でででで前前前前年年年年比比比比 222211115555....4444％％％％、、、、売売売売上上上上高高高高前前前前

年年年年比比比比はははは、、、、既既既既存存存存店店店店がががが 111166667777....7777％％％％、、、、直直直直営営営営全全全全店店店店でででで 222200007777....1111％％％％とととと大大大大幅幅幅幅にににに増増増増加加加加いいいいたたたたししししままままししししたたたた。。。。

商商商商品品品品生生生生産産産産ににににおおおおききききままままししししててててはははは、、、、品品品品質質質質管管管管理理理理、、、、生生生生産産産産進進進進捗捗捗捗管管管管理理理理ののののささささららららななななるるるる充充充充実実実実ををををははははかかかかるるるるたたたためめめめ、、、、平平平平成成成成 11111111 年年年年 9999 月月月月、、、、上上上上海海海海事事事事務務務務所所所所にににに続続続続きききき中中中中国国国国広広広広州州州州市市市市にににに生生生生

産産産産管管管管理理理理事事事事務務務務所所所所をををを開開開開設設設設しししし工工工工場場場場管管管管理理理理体体体体制制制制のののの強強強強化化化化ををををいいいいたたたたししししままままししししたたたた。。。。ここここれれれれにににによよよよりりりり、、、、委委委委託託託託工工工工場場場場ととととのののの連連連連携携携携がががが強強強強化化化化さささされれれれ、、、、販販販販売売売売機機機機会会会会ロロロロスススス及及及及びびびび見見見見切切切切りりりりロロロロススススのののの

低低低低減減減減、、、、品品品品質質質質のののの向向向向上上上上にににに成成成成果果果果ををををああああげげげげててててままままいいいいりりりりままままししししたたたた。。。。

販販販販売売売売店店店店舗舗舗舗ににににおおおおききききままままししししててててはははは、、、、前前前前期期期期にににに引引引引きききき続続続続きききき、、、、都都都都心心心心部部部部へへへへのののの出出出出店店店店開開開開発発発発をををを積積積積極極極極的的的的にににに実実実実施施施施しししし、、、、都都都都市市市市型型型型シシシショョョョッッッッピピピピンンンンググググセセセセンンンンタタタターーーーやややや駅駅駅駅ビビビビルルルルななななどどどどへへへへのののの出出出出

店店店店ももももふふふふくくくくめめめめ新新新新たたたたにににに直直直直営営営営店店店店 66667777 店店店店舗舗舗舗、、、、フフフフラララランンンンチチチチャャャャイイイイズズズズ店店店店 1111 店店店店舗舗舗舗をををを出出出出店店店店いいいいたたたたししししままままししししたたたた。。。。ままままたたたた、、、、近近近近隣隣隣隣へへへへのののの建建建建てててて替替替替ええええののののたたたためめめめ 3333 店店店店舗舗舗舗をををを退退退退店店店店いいいいたたたたししししまままま

ししししたたたた。。。。ここここのののの結結結結果果果果、、、、当当当当期期期期末末末末店店店店舗舗舗舗数数数数はははは直直直直営営営営店店店店 444422221111 店店店店舗舗舗舗、、、、フフフフラララランンンンチチチチャャャャイイイイズズズズ店店店店 11112222 店店店店舗舗舗舗、、、、合合合合計計計計 444433333333 店店店店舗舗舗舗ととととななななりりりりままままししししたたたた。。。。

店店店店舗舗舗舗以以以以外外外外のののの新新新新たたたたなななな販販販販売売売売チチチチャャャャネネネネルルルルににににつつつつききききままままししししててててはははは、、、、株株株株式式式式会会会会社社社社シシシシムムムムリリリリーーーーとととと業業業業務務務務提提提提携携携携しししし、、、、カカカカタタタタロロロロググググにににによよよよるるるる通通通通信信信信販販販販売売売売事事事事業業業業をををを平平平平成成成成 11112222 年年年年 6666 月月月月よよよよりりりり

本本本本格格格格的的的的にににに開開開開始始始始いいいいたたたたししししままままししししたたたた。。。。ささささららららにににに海海海海外外外外ににににおおおおけけけけるるるる「「「「ユユユユニニニニククククロロロロ」」」」展展展展開開開開のののの布布布布石石石石ととととししししてててて英英英英国国国国にににに子子子子会会会会社社社社フフフファァァァーーーースススストトトトリリリリテテテテイイイイリリリリンンンンググググ・・・・ユユユユーーーーケケケケーーーー・・・・リリリリミミミミ

テテテテッッッッドドドドをををを平平平平成成成成 11112222年年年年 6666 月月月月にににに設設設設立立立立いいいいたたたたししししままままししししたたたた。。。。ままままたたたた、、、、平平平平成成成成 8888 年年年年 11110000月月月月にににに株株株株式式式式をををを取取取取得得得得しししし、、、、当当当当社社社社へへへへのののの子子子子供供供供服服服服のののの企企企企画画画画開開開開発発発発ののののノノノノウウウウハハハハウウウウ提提提提供供供供及及及及びびびび「「「「ＶＶＶＶ

ＡＡＡＡＮＮＮＮＭＭＭＭＩＩＩＩＮＮＮＮＩＩＩＩ」」」」商商商商標標標標のののの管管管管理理理理会会会会社社社社ととととししししてててて機機機機能能能能ししししててててままままいいいいりりりりままままししししたたたた子子子子会会会会社社社社株株株株式式式式会会会会社社社社ヴヴヴヴァァァァンンンンミミミミニニニニはははは、、、、当当当当社社社社へへへへのののの子子子子供供供供服服服服のののの企企企企画画画画開開開開発発発発ノノノノウウウウハハハハウウウウのののの移移移移行行行行がががが

完完完完了了了了しししし、、、、「「「「ＶＶＶＶＡＡＡＡＮＮＮＮＭＭＭＭＩＩＩＩＮＮＮＮＩＩＩＩ」」」」商商商商標標標標のののの商商商商品品品品のののの販販販販売売売売をををを終終終終了了了了すすすするるるるここここととととににににととととももももなななないいいい平平平平成成成成 11112222年年年年 8888 月月月月にににに解解解解散散散散いいいいたたたたししししままままししししたたたた。。。。

事事事事業業業業イイイインンンンフフフフララララににににおおおおききききままままししししててててはははは、、、、店店店店頭頭頭頭にににに顧顧顧顧客客客客のののの要要要要望望望望すすすするるるる商商商商品品品品をををを適適適適量量量量適適適適時時時時そそそそろろろろええええるるるるたたたためめめめにににに販販販販売売売売とととと生生生生産産産産をををを連連連連動動動動ささささせせせせるるるるべべべべくくくく需需需需要要要要予予予予測測測測、、、、生生生生産産産産供供供供給給給給

調調調調整整整整、、、、在在在在庫庫庫庫実実実実績績績績管管管管理理理理ななななどどどどののののササササププププラララライイイイチチチチェェェェーーーーンンンンシシシシスススステテテテムムムムのののの強強強強化化化化にににに着着着着手手手手いいいいたたたたししししままままししししたたたた。。。。ままままたたたた、、、、大大大大幅幅幅幅なななな業業業業績績績績拡拡拡拡大大大大ににににととととももももななななうううう業業業業務務務務拡拡拡拡張張張張ののののたたたためめめめ、、、、渋渋渋渋

谷谷谷谷にににに東東東東京京京京本本本本部部部部をををを開開開開設設設設しししし、、、、ママママーーーーチチチチャャャャンンンンダダダダイイイイジジジジンンンンググググ、、、、ママママーーーーケケケケテテテティィィィンンンンググググ、、、、情情情情報報報報シシシシスススステテテテムムムム、、、、採採採採用用用用、、、、店店店店舗舗舗舗開開開開発発発発ななななどどどどのののの機機機機能能能能をををを強強強強化化化化いいいいたたたたししししままままししししたたたた。。。。

以以以以上上上上のののの結結結結果果果果、、、、当当当当期期期期ににににおおおおききききままままししししててててはははは、、、、売売売売上上上上高高高高2222,,,,222288889999億億億億8888千千千千万万万万円円円円（（（（前前前前年年年年同同同同期期期期比比比比111100006666....1111％％％％増増増増））））、、、、経経経経常常常常利利利利益益益益666600004444億億億億8888千千千千万万万万円円円円（（（（前前前前年年年年同同同同期期期期比比比比333322226666....9999％％％％

増増増増））））、、、、当当当当期期期期純純純純利利利利益益益益333344445555億億億億1111千千千千万万万万円円円円（（（（前前前前期期期期比比比比444400006666....3333％％％％増増増増））））のののの記記記記録録録録的的的的なななな増増増増収収収収増増増増益益益益ととととななななりりりりままままししししたたたた。。。。

2222．．．．次次次次期期期期のののの見見見見通通通通しししし

次次次次期期期期のののの経経経経済済済済見見見見通通通通ししししとととといいいいたたたたししししままままししししててててはははは、、、、政政政政府府府府のののの大大大大規規規規模模模模なななな補補補補正正正正予予予予算算算算ななななどどどどのののの経経経経済済済済政政政政策策策策にににによよよよりりりり、、、、一一一一部部部部業業業業界界界界ででででのののの活活活活性性性性化化化化がががが見見見見込込込込ままままれれれれるるるるもももものののののののの、、、、依依依依然然然然

ととととししししてててて小小小小売売売売業業業業界界界界ににににおおおおききききままままししししててててはははは、、、、急急急急速速速速なななな消消消消費費費費ママママイイイインンンンドドドドのののの改改改改善善善善はははは期期期期待待待待ででででききききずずずず、、、、全全全全般般般般的的的的ににににはははは低低低低迷迷迷迷状状状状態態態態がががが続続続続くくくくももももののののとととと思思思思わわわわれれれれまままますすすす。。。。

当当当当社社社社はははは、、、、現現現現在在在在のののの好好好好調調調調なななな業業業業績績績績にににに安安安安住住住住すすすするるるるここここととととななななくくくく、、、、すすすすべべべべててててののののおおおお客客客客様様様様にににに継継継継続続続続的的的的にににに満満満満足足足足ししししてててていいいいたたたただだだだけけけけるるるるよよよようううう店店店店舗舗舗舗のののの混混混混雑雑雑雑をををを根根根根本本本本的的的的にににに解解解解決決決決すすすするるるるたたたた

めめめめ、、、、ススススククククララララッッッッププププアアアアンンンンドドドドビビビビルルルルドドドドにににによよよよるるるる店店店店舗舗舗舗のののの大大大大型型型型化化化化をををを目目目目指指指指しししし、、、、出出出出店店店店ををををささささららららにににに加加加加速速速速ししししててててままままいいいいりりりりまままますすすす。。。。具具具具体体体体的的的的ににににはははは、、、、約約約約 111111110000 店店店店舗舗舗舗をををを都都都都心心心心型型型型・・・・郊郊郊郊外外外外

型型型型双双双双方方方方にににに出出出出店店店店しししし、、、、約約約約 33330000 店店店店舗舗舗舗をををを退退退退店店店店すすすするるるる予予予予定定定定でででですすすす。。。。販販販販売売売売面面面面ににににおおおおききききままままししししててててはははは、、、、各各各各シシシシーーーーズズズズンンンンににににああああわわわわせせせせたたたたキキキキャャャャンンンンペペペペーーーーンンンン商商商商品品品品をををを全全全全社社社社ををををああああげげげげてててて強強強強力力力力

にににに訴訴訴訴求求求求しししし、、、、当当当当期期期期とととと同同同同様様様様のののの爆爆爆爆発発発発的的的的なななな集集集集客客客客をををを目目目目指指指指ししししててててままままいいいいりりりりまままますすすす。。。。そそそそののののたたたためめめめにににに生生生生産産産産及及及及びびびび物物物物流流流流面面面面でででではははは、、、、生生生生産産産産とととと物物物物流流流流ののののキキキキャャャャパパパパシシシシテテテティィィィーーーーのののの十十十十分分分分なななな確確確確

保保保保とととと追追追追加加加加生生生生産産産産体体体体制制制制及及及及びびびび色色色色････ササササイイイイズズズズ別別別別のののの単単単単品品品品フフフフォォォォロロロローーーー体体体体制制制制をををを強強強強化化化化しししし、、、、店店店店舗舗舗舗ににににおおおおけけけけるるるる色色色色ササササイイイイズズズズ欠欠欠欠品品品品のののの撲撲撲撲滅滅滅滅をををを目目目目指指指指ししししててててままままいいいいりりりりまままますすすす。。。。ままままたたたた、、、、カカカカタタタタ

ロロロロググググ通通通通信信信信販販販販売売売売ににににおおおおききききままままししししててててはははは、、、、カカカカタタタタロロロロググググ配配配配布布布布ルルルルーーーートトトトのののの強強強強化化化化等等等等にににによよよよりりりり、、、、リリリリピピピピーーーートトトト率率率率をををを高高高高めめめめるるるるととととととととももももにににに顧顧顧顧客客客客層層層層をををを拡拡拡拡大大大大しししし、、、、111100000000 億億億億円円円円のののの売売売売上上上上をををを予予予予

定定定定ししししてててておおおおりりりりまままますすすす。。。。ささささららららににににイイイインンンンタタタターーーーネネネネッッッットトトトにににによよよよるるるる通通通通信信信信販販販販売売売売ににににおおおおききききままままししししててててもももも、、、、カカカカタタタタロロロロググググ通通通通信信信信販販販販売売売売とととと同同同同様様様様にににに軌軌軌軌道道道道にににに乗乗乗乗せせせせるるるるべべべべくくくく努努努努力力力力ししししててててままままいいいいりりりりまままま

すすすす。。。。そそそそのののの結結結結果果果果、、、、次次次次期期期期のののの見見見見通通通通ししししににににつつつつききききままままししししててててはははは、、、、売売売売上上上上高高高高 3333,,,,333300000000 億億億億円円円円（（（（前前前前期期期期比比比比 44444444....1111％％％％増増増増））））、、、、経経経経常常常常利利利利益益益益 888800000000 億億億億円円円円（（（（前前前前期期期期比比比比 33332222....3333％％％％増増増増））））、、、、当当当当期期期期

利利利利益益益益 444455550000 億億億億円円円円（（（（前前前前期期期期比比比比 33330000....4444％％％％増増増増））））をををを見見見見込込込込んんんんででででおおおおりりりりまままますすすす。。。。



－－－－4444－－－－

３３３３．．．．個個個個別別別別財財財財務務務務諸諸諸諸表表表表

（（（（１１１１））））貸貸貸貸借借借借対対対対照照照照表表表表

（（（（単単単単位位位位：：：：千千千千円円円円、、、、千千千千円円円円未未未未満満満満切切切切捨捨捨捨））））

当当当当 期期期期 前前前前 期期期期期期期期 別別別別

科科科科 目目目目
（（（（平平平平成成成成 11112222年年年年 8888 月月月月 33331111日日日日現現現現

在在在在））））
（（（（平平平平成成成成 11111111年年年年 8888 月月月月 33331111日日日日現現現現在在在在）））） 増増増増減減減減金金金金額額額額

％％％％ ％％％％
（（（（ 資資資資産産産産のののの部部部部 ））））



－－－－5555－－－－

（（（（単単単単位位位位：：：：千千千千円円円円、、、、千千千千円円円円未未未未満満満満切切切切捨捨捨捨））））

当当当当 期期期期 前前前前 期期期期期期期期 別別別別

科科科科 目目目目 （（（（平平平平成成成成 11112222年年年年 8888月月月月 33331111日日日日現現現現在在在在））））
（（（（平平平平成成成成 11111111 年年年年 8888 月月月月 33331111日日日日現現現現

在在在在））））

増増増増減減減減金金金金額額額額

％％％％ ％％％％
(((( 負負負負 債債債債 のののの 部部部部 ))))

（（（（ 資資資資 本本本本 のののの 部部部部 ））））



－－－－6666－－－－

（（（（２２２２））））損損損損益益益益計計計計算算算算書書書書

（（（（単単単単位位位位：：：：千千千千円円円円、、、、千千千千円円円円未未未未満満満満切切切切捨捨捨捨））））

当当当当 期期期期 前前前前 期期期期期期期期 別別別別

科科科科 目目目目

自自自自　　　　平平平平成成成成 11111111年年年年 9999 月月月月 1111 日日日日
至至至至　　　　平平平平成成成成11112222年年年年 8888 月月月月 33331111日日日日

自自自自　　　　平平平平成成成成 11110000年年年年 9999 月月月月 1111 日日日日
至至至至　　　　平平平平成成成成 11111111年年年年 8888 月月月月 33331111日日日日

増増増増減減減減金金金金額額額額



－－－－7777－－－－

（（（（３３３３））））キキキキャャャャッッッッシシシシュュュュフフフフロロロローーーー計計計計算算算算書書書書

((((単単単単位位位位：：：：千千千千円円円円))))

期期期期 別別別別

科科科科 目目目目

当当当当 会会会会 計計計計 年年年年 度度度度
自自自自 平平平平成成成成 11111111年年年年 9999 月月月月 1111 日日日日
至至至至 平平平平成成成成 11112222年年年年 8888 月月月月 33331111日日日日



－－－－8888－－－－

（（（（４４４４））））重重重重要要要要なななな会会会会計計計計方方方方針針針針

1111．．．．有有有有価価価価証証証証券券券券のののの評評評評価価価価基基基基準準準準及及及及びびびび評評評評価価価価方方方方法法法法

　　　　 取取取取引引引引所所所所のののの相相相相場場場場ののののああああるるるる有有有有価価価価証証証証券券券券 ：：：： 移移移移動動動動平平平平均均均均法法法法にににによよよよるるるる低低低低価価価価法法法法（（（（洗洗洗洗替替替替ええええ方方方方式式式式））））

　　　　 そそそそ のののの 他他他他 のののの 有有有有 価価価価 証証証証 券券券券 ：：：： 総総総総平平平平均均均均法法法法にににによよよよるるるる原原原原価価価価法法法法

2222．．．．たたたたなななな卸卸卸卸資資資資産産産産のののの評評評評価価価価基基基基準準準準及及及及びびびび評評評評価価価価方方方方法法法法

　　　　(((( 1111)))) 　　　　商商商商 品品品品 ：：：： 個個個個別別別別法法法法にににによよよよるるるる原原原原価価価価法法法法

　　　　(((( 2222)))) 　　　　貯貯貯貯蔵蔵蔵蔵品品品品 ：：：： 最最最最終終終終仕仕仕仕入入入入原原原原価価価価法法法法にににによよよよるるるる原原原原価価価価法法法法

3333．．．．固固固固定定定定資資資資産産産産のののの減減減減価価価価償償償償却却却却のののの方方方方法法法法

有有有有形形形形固固固固定定定定資資資資産産産産 ：：：： 法法法法人人人人税税税税法法法法にににに規規規規定定定定すすすするるるる定定定定率率率率法法法法にににによよよよっっっってててておおおおりりりりまままますすすす。。。。

無無無無形形形形固固固固定定定定資資資資産産産産 ：：：： 法法法法人人人人税税税税法法法法にににに規規規規定定定定すすすするるるる定定定定額額額額法法法法にににによよよよっっっってててておおおおりりりりまままますすすす。。。。

長長長長期期期期前前前前払払払払費費費費用用用用 ：：：： 法法法法人人人人税税税税法法法法にににに規規規規定定定定すすすするるるる期期期期間間間間にににに応応応応じじじじてててて均均均均等等等等償償償償却却却却ををををししししてててておおおおりりりりまままますすすす。。。。

4444．．．．繰繰繰繰延延延延資資資資産産産産のののの処処処処理理理理方方方方法法法法 ：：：： 新新新新株株株株発発発発行行行行費費費費はははは、、、、支支支支出出出出時時時時にににに全全全全額額額額費費費費用用用用ととととししししてててて処処処処理理理理ししししてててておおおおりりりりまままますすすす。。。。

5555．．．．引引引引当当当当金金金金のののの計計計計上上上上方方方方法法法法

貸貸貸貸倒倒倒倒引引引引当当当当金金金金 ：：：： 債債債債権権権権のののの貸貸貸貸倒倒倒倒損損損損失失失失にににに備備備備ええええるるるるたたたためめめめ、、、、法法法法人人人人税税税税法法法法のののの規規規規定定定定にににによよよよるるるる繰繰繰繰入入入入限限限限度度度度相相相相当当当当額額額額（（（（法法法法定定定定繰繰繰繰入入入入率率率率））））及及及及びびびび個個個個々々々々

のののの債債債債権権権権のののの回回回回収収収収可可可可能能能能性性性性をををを勘勘勘勘案案案案ししししてててて、、、、回回回回収収収収不不不不能能能能見見見見込込込込額額額額をををを計計計計上上上上ししししてててておおおおりりりりまままますすすす。。。。

賞賞賞賞与与与与引引引引当当当当金金金金 ：：：： 従従従従業業業業員員員員のののの賞賞賞賞与与与与のののの支支支支出出出出にににに備備備備ええええるるるるたたたためめめめ、、、、翌翌翌翌期期期期のののの賞賞賞賞与与与与支支支支給給給給見見見見込込込込額額額額ののののううううちちちち、、、、当当当当期期期期にににに帰帰帰帰属属属属すすすするるるる部部部部分分分分のののの金金金金額額額額

（（（（実実実実際際際際支支支支給給給給見見見見込込込込基基基基準準準準））））をををを計計計計上上上上ししししてててておおおおりりりりまままますすすす。。。。

6666．．．．リリリリーーーースススス取取取取引引引引のののの処処処処理理理理方方方方法法法法 ：：：： リリリリーーーースススス物物物物件件件件のののの所所所所有有有有権権権権がががが借借借借主主主主にににに移移移移転転転転すすすするるるるとととと認認認認めめめめらららられれれれるるるるもももものののの以以以以外外外外ののののフフフファァァァイイイイナナナナンンンンスススス・・・・

リリリリーーーースススス取取取取引引引引ににににつつつついいいいててててはははは、、、、通通通通常常常常のののの賃賃賃賃貸貸貸貸借借借借取取取取引引引引にににに係係係係るるるる方方方方法法法法にににに準準準準じじじじたたたた会会会会計計計計処処処処理理理理にににによよよよっっっってててて

おおおおりりりりまままますすすす。。。。

7777．．．．適適適適格格格格退退退退職職職職年年年年金金金金制制制制度度度度

 (((( 1111)))) 平平平平成成成成 3333 月月月月 7777 月月月月 1111 日日日日よよよよりりりり、、、、従従従従業業業業員員員員にににに対対対対すすすするるるる退退退退職職職職給給給給与与与与のののの 111100000000％％％％相相相相当当当当額額額額ににににつつつついいいいてててて適適適適格格格格退退退退職職職職年年年年金金金金制制制制度度度度をををを採採採採用用用用ししししてててておおおおりりりり

まままますすすす。。。。

 (((( 2222)))) 平平平平成成成成 11112222 年年年年 8888 月月月月 33331111日日日日現現現現在在在在のののの適適適適格格格格退退退退職職職職年年年年金金金金資資資資産産産産のののの合合合合計計計計額額額額はははは 333322224444,,,,444477770000 千千千千円円円円でででであああありりりりまままますすすす。。。。

 

 8888．．．．そそそそのののの他他他他

消消消消費費費費税税税税等等等等のののの会会会会計計計計処処処処理理理理 ：：：： 税税税税抜抜抜抜方方方方式式式式にににによよよよっっっってててておおおおりりりりまままますすすす。。。。



－－－－9999－－－－

（（（（５５５５））））当当当当期期期期中中中中のののの発発発発行行行行済済済済株株株株式式式式のののの増増増増加加加加

新新新新株株株株引引引引受受受受権権権権付付付付社社社社債債債債のののの新新新新株株株株引引引引受受受受権権権権のののの権権権権利利利利行行行行使使使使にににによよよよりりりり、、、、55557777,,,,444400009999株株株株増増増増加加加加いいいいたたたたししししままままししししたたたた。。。。

（（（（６６６６））））財財財財務務務務諸諸諸諸表表表表等等等等のののの注注注注記記記記

1111．．．．貸貸貸貸借借借借対対対対照照照照表表表表にににに関関関関すすすするるるる注注注注記記記記

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 当当当当 期期期期　　　　　　　　　　　　 　　　　 前前前前 期期期期
　　　　(((( 1111)))) 子子子子会会会会社社社社にににに対対対対すすすするるるる金金金金銭銭銭銭債債債債権権権権債債債債務務務務 短短短短期期期期金金金金銭銭銭銭債債債債権権権権 555588889999 千千千千円円円円　　　　　　　　  　　　　　　　　2222,,,,777700005555 千千千千円円円円 　　　　
 
　　　　(((( 2222)))) 有有有有形形形形固固固固定定定定資資資資産産産産のののの減減減減価価価価償償償償却却却却累累累累計計計計額額額額　　　　　　　　　　　　　　　　   3333,,,,222211111111,,,,444433330000 千千千千円円円円　　　　　　　　 2222,,,,444466664444,,,,000077777777 千千千千円円円円 　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(((( 3333)))) 建建建建物物物物中中中中、、、、店店店店舗舗舗舗のののの建建建建物物物物附附附附属属属属設設設設備備備備のののの一一一一部部部部ににににつつつついいいいててててはははは、、、、割割割割賦賦賦賦払払払払いいいいのののの方方方方法法法法でででで購購購購入入入入ししししてててていいいいるるるるたたたためめめめ、、、、所所所所有有有有権権権権がががが売売売売主主主主にににに留留留留保保保保ささささ

れれれれてててておおおおりりりり、、、、そそそそのののの代代代代金金金金未未未未払払払払額額額額はははは 444455558888,,,,111155550000 千千千千円円円円（（（（前前前前期期期期 666611111111,,,,333322222222 千千千千円円円円））））でででであああありりりりまままますすすす。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 当当当当 期期期期　　　　　　　　　　　　 　　　　 前前前前 期期期期 　　　　　　　　　　　　

　　　　(((( 4444)))) 重重重重要要要要なななな外外外外貨貨貨貨建建建建資資資資産産産産　　　　　　　　　　　　　　　　現現現現金金金金及及及及びびびび預預預預金金金金　　　　　　　　　　　　2222,,,,222277779999,,,,000044448888 千千千千円円円円　　　　　　　　　　　　 －－－－ 千千千千円円円円
（（（（ 22221111,,,,333366669999千千千千米米米米ドドドドルルルル）））） （（（（ －－－－ 千千千千米米米米ドドドドルルルル））））

有有有有価価価価証証証証券券券券　　　　　　　　　　　　　　　　11113333,,,,777700008888,,,,888899996666 千千千千円円円円　　　　　　　　　　　　8888,,,,555566661111,,,,222211117777 千千千千円円円円
（（（（ 111122225555,,,,444477777777 千千千千米米米米ドドドドルルルル）））） （（（（ 77770000,,,,222266666666千千千千米米米米ドドドドルルルル））））

(((( 5555)))) 偶偶偶偶 発発発発 債債債債 務務務務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保保保保証証証証債債債債務務務務      111133334444,,,,222288889999 千千千千円円円円   444466661111,,,,000011114444 千千千千円円円円

建建建建設設設設協協協協力力力力金金金金譲譲譲譲渡渡渡渡にににに
係係係係るるるる当当当当該該該該未未未未償償償償還還還還残残残残高高高高 2222,,,,666677775555,,,,777744444444 千千千千円円円円  3333,,,,000099998888,,,,888866665555 千千千千円円円円

　　　　(((( 6666)))) 自自自自 己己己己 株株株株 式式式式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流流流流動動動動資資資資産産産産 9999,,,,555533332222 千千千千円円円円　　　　　　　　 　　　　11111111,,,,777722229999千千千千円円円円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 （（（（ 222277776666 株株株株））））　　　　　　　　　　　　 （（（（ 777766660000 株株株株）））） 　　　　　　　　
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　固固固固定定定定資資資資産産産産 1111,,,,666655553333,,,,666633332222 千千千千円円円円　　　　　　　　 　　　　 －－－－ 千千千千円円円円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 （（（（ 44448888,,,,222200000000株株株株））））　　　　　　　　 　　　　 （（（（ －－－－ 株株株株）））） 　　　　　　　　

2222．．．．損損損損益益益益計計計計算算算算書書書書にににに関関関関すすすするるるる注注注注記記記記

子子子子会会会会社社社社ととととのののの取取取取引引引引                当当当当 期期期期    前前前前 期期期期
            仕仕仕仕 入入入入 高高高高       11115555,,,,000000000000千千千千円円円円    11117777,,,,888833339999千千千千円円円円

           営営営営業業業業取取取取引引引引以以以以外外外外のののの取取取取引引引引高高高高   99996666,,,,666622223333千千千千円円円円    99996666,,,,777799991111千千千千円円円円

3333．．．．キキキキャャャャッッッッシシシシュュュュフフフフロロロローーーーにににに関関関関すすすするるるる注注注注記記記記

　　　　　　　　現現現現金金金金及及及及びびびび現現現現金金金金同同同同等等等等物物物物のののの期期期期末末末末残残残残高高高高とととと貸貸貸貸借借借借対対対対照照照照表表表表にににに掲掲掲掲記記記記さささされれれれてててていいいいるるるる科科科科目目目目のののの金金金金額額額額ととととのののの関関関関係係係係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現現現現金金金金及及及及びびびび預預預預金金金金勘勘勘勘定定定定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55553333,,,,444433332222,,,,222233330000千千千千円円円円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有有有有価価価価証証証証券券券券勘勘勘勘定定定定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44446666,,,,222233337777,,,,888899995555千千千千円円円円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現現現現金金金金及及及及びびびび現現現現金金金金同同同同等等等等物物物物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99999999,,,,666677770000,,,,111122226666千千千千円円円円



－－－－11110000－－－－

4444．．．．リリリリーーーースススス取取取取引引引引にににに関関関関すすすするるるる注注注注記記記記

　　　　リリリリーーーースススス物物物物件件件件のののの所所所所有有有有権権権権がががが借借借借主主主主にににに移移移移転転転転すすすするるるるとととと認認認認めめめめらららられれれれるるるるもももものののの以以以以外外外外ののののフフフファァァァイイイイナナナナンンンンスススス・・・・リリリリーーーースススス取取取取引引引引

(((( 1111)))) リリリリーーーースススス物物物物件件件件のののの取取取取得得得得価価価価額額額額相相相相当当当当額額額額、、、、減減減減価価価価償償償償却却却却累累累累計計計計額額額額相相相相当当当当額額額額及及及及びびびび期期期期末末末末残残残残高高高高相相相相当当当当額額額額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 当当当当 期期期期  前前前前 期期期期
取取取取 得得得得 価価価価 額額額額 相相相相当当当当額額額額 8888,,,,333311110000,,,,555599991111 千千千千円円円円 6666,,,,555555551111,,,,444411110000 千千千千円円円円

3333,,,,333388880000,,,,999933333333 3333,,,,333344444444,,,,222255559999

　　　　　　　　 期期期期 末末末末 残残残残 高高高高 相相相相当当当当額額額額 4444,,,,999922229999,,,,666655557777 3333,,,,222200007777,,,,111155551111

上上上上記記記記金金金金額額額額ののののううううちちちち主主主主ななななももももののののはははは、、、、「「「「器器器器具具具具及及及及びびびび備備備備品品品品」」」」でででであああありりりりまままますすすす｡｡｡｡

(((( 2222)))) 未未未未経経経経過過過過リリリリーーーースススス料料料料期期期期末末末末残残残残高高高高相相相相当当当当額額額額

当当当当 期期期期　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 前前前前　　　　　　　　期期期期
　　　　　　　　　　　　 　　　　１１１１ 年年年年 以以以以 内内内内 1111,,,,555511116666,,,,222288888888 千千千千円円円円 1111,,,,111166664444,,,,333344446666 千千千千円円円円
　　　　　　　　　　　　 　　　　１１１１ 年年年年 超超超超 3333,,,,444499994444,,,,222255552222 2222,,,,111122223333,,,,666688888888

合合合合 計計計計 5555,,,,000011110000,,,,555544440000 3333,,,,222288888888,,,,000033334444

(((( 3333)))) 当当当当期期期期のののの支支支支払払払払リリリリーーーースススス料料料料、、、、減減減減価価価価償償償償却却却却費費費費相相相相当当当当額額額額及及及及びびびび支支支支払払払払利利利利息息息息相相相相当当当当額額額額

当当当当 期期期期 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前前前前 期期期期
支支支支払払払払リリリリーーーースススス料料料料 1111,,,,666622225555,,,,999911113333 千千千千円円円円 1111,,,,444411115555,,,,999955554444 千千千千円円円円
減減減減価価価価償償償償却却却却費費費費相相相相当当当当額額額額 1111,,,,555500006666,,,,111122227777 1111,,,,222299993333,,,,000088888888

支支支支払払払払利利利利息息息息相相相相当当当当額額額額 111122224444,,,,666699997777 111122222222,,,,888800008888

(((( 4444)))) 減減減減価価価価償償償償却却却却費費費費相相相相当当当当額額額額及及及及びびびび利利利利息息息息相相相相当当当当額額額額のののの算算算算定定定定方方方方法法法法

 減減減減価価価価償償償償却却却却費費費費相相相相当当当当額額額額のののの算算算算定定定定方方方方法法法法････････リリリリーーーースススス期期期期間間間間をををを耐耐耐耐用用用用年年年年数数数数ととととしししし､､､､残残残残存存存存価価価価額額額額をををを零零零零ととととすすすするるるる定定定定額額額額法法法法にににによよよよっっっってててておおおおりりりりまままますすすす。。。。

 利利利利息息息息相相相相当当当当額額額額のののの算算算算定定定定方方方方法法法法････リリリリーーーースススス料料料料総総総総額額額額ととととリリリリーーーースススス物物物物件件件件のののの取取取取得得得得価価価価額額額額相相相相当当当当額額額額ととととのののの差差差差額額額額をををを利利利利息息息息相相相相当当当当額額額額ととととしししし、、、、
 各各各各期期期期へへへへのののの配配配配分分分分方方方方法法法法ににににつつつついいいいててててはははは、、、、利利利利息息息息法法法法にににによよよよっっっってててておおおおりりりりまままますすすす。。。。

5555．．．．重重重重要要要要なななな後後後後発発発発事事事事象象象象

 平平平平成成成成 11112222年年年年 6666 月月月月 11119999日日日日開開開開催催催催のののの取取取取締締締締役役役役会会会会のののの決決決決議議議議にににによよよよりりりり、、、、次次次次のののの通通通通りりりり株株株株式式式式のののの分分分分割割割割をををを行行行行っっっってててておおおおりりりりまままますすすす。。。。

(((( 1111)))) 分分分分 割割割割 方方方方 法法法法
平平平平成成成成 11112222年年年年 8888 月月月月 33331111日日日日現現現現在在在在のののの株株株株主主主主にににに対対対対しししし、、、、1111：：：：2222 のののの割割割割合合合合でででで株株株株式式式式のののの分分分分割割割割をををを行行行行うううう。。。。

(((( 2222)))) 分分分分割割割割にににによよよよりりりり増増増増加加加加すすすするるるる株株株株式式式式のののの種種種種類類類類及及及及びびびび数数数数
額額額額面面面面普普普普通通通通株株株株式式式式 22226666,,,,555511118888,,,,444411114444株株株株

(((( 3333)))) 株株株株式式式式分分分分割割割割のののの日日日日
平平平平成成成成 11112222年年年年 11110000月月月月 22220000日日日日

(((( 4444)))) 新新新新株株株株のののの配配配配当当当当起起起起算算算算日日日日
平平平平成成成成 11112222年年年年 9999 月月月月 1111 日日日日
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（（（（７７７７））））商商商商品品品品部部部部門門門門別別別別売売売売上上上上高高高高
（（（（単単単単位位位位：：：：千千千千円円円円、、、、千千千千円円円円未未未未満満満満切切切切捨捨捨捨））））

当当当当 期期期期

自自自自　　　　平平平平成成成成 1111 1111 年年年年 8888 月月月月 1111 日日日日
至至至至　　　　平平平平成成成成 1111 2222 年年年年 8888 月月月月 3333 1111 日日日日

前前前前 期期期期

自自自自　　　　平平平平成成成成 1111 0000 年年年年 9999 月月月月 1111 日日日日
至至至至　　　　平平平平成成成成 1111 1111 年年年年 8888 月月月月 3333 1111 日日日日

期期期期 別別別別

商商商商 品品品品 部部部部 門門門門 売売売売 上上上上 高高高高 構構構構成成成成比比比比 売売売売 上上上上 高高高高 構構構構成成成成比比比比

キキキキ ッッッッ ズズズズ

ウウウウ ィィィィ メメメメ ンンンン ズズズズ

ＮＮＮＮ ＢＢＢＢ

アアアア ウウウウ タタタタ ーーーー

セセセセ ーーーー タタタタ ーーーー

カカカカ ッッッッ トトトト ソソソソ ーーーー

シシシシ ャャャャ ツツツツ

パパパパ ンンンン ツツツツ

小小小小 物物物物

11114444,,,,999922229999,,,,111177771111

55551111,,,,222277771111,,,,777788882222

88882222,,,,999999999999

11115555,,,,333300002222,,,,000055551111

11110000,,,,999911110000,,,,888888886666

55554444,,,,222200002222,,,,555544445555

11118888,,,,555544448888,,,,000022224444

22222222,,,,666655556666,,,,111100002222

33337777,,,,999988881111,,,,444488889999

％％％％

6666....5555

22222222....4444

0000....0000

6666....7777

4444....8888

22223333....6666

8888....1111

9999....9999

11116666....6666

6666,,,,111100009999,,,,666622220000

11118888,,,,777744444444,,,,999900000000

11110000,,,,222200005555,,,,555555552222

8888,,,,444444447777,,,,888833335555

6666,,,,222222224444,,,,666600003333

22221111,,,,777733334444,,,,555511111111

8888,,,,666688883333,,,,666655557777

11112222,,,,222255552222,,,,111111113333

11116666,,,,555533333333,,,,666699996666

％％％％

5555....5555

11116666....9999

9999....2222

7777....6666

5555....6666

11119999....6666

7777....8888

11111111....0000

11114444....9999

小小小小 計計計計 222222225555,,,,888888885555,,,,000055555555 99998888....6666 111100008888,,,,999933336666,,,,444499991111 99998888....1111

経経経経 営営営営 管管管管 理理理理 料料料料

補補補補 正正正正 費費費費 売売売売 上上上上 高高高高

2222,,,,666688889999,,,,000022229999

333355551111,,,,222266669999

66660000,,,,111155559999

1111....2222

0000....2222

0000....0000

1111,,,,888822220000,,,,777799991111

222277772222,,,,000066660000

55552222,,,,111177776666

1111....6666

0000....2222

0000....1111

合合合合 計計計計 222222228888,,,,999988885555,,,,555511114444 111100000000....0000 111111111111,,,,000088881111,,,,555511119999 111100000000....0000

((((注注注注))))１１１１．．．．平平平平成成成成 11112222年年年年 8888 月月月月期期期期のののの売売売売上上上上高高高高ににににはははは、、、、カカカカタタタタロロロロググググ通通通通信信信信販販販販売売売売のののの売売売売上上上上高高高高 1111,,,,555533332222,,,,333333336666 千千千千円円円円をををを含含含含んんんんででででおおおおりりりりまままますすすす。。。。

２２２２．．．．数数数数量量量量ににににつつつついいいいててててはははは商商商商品品品品内内内内容容容容がががが多多多多岐岐岐岐ににににわわわわたたたたりりりり、、、、そそそそのののの表表表表示示示示がががが困困困困難難難難ななななたたたためめめめ記記記記載載載載をををを省省省省略略略略ししししてててておおおおりりりりまままますすすす。。。。
３３３３．．．．ＦＦＦＦＣＣＣＣにににに対対対対すすすするるるる商商商商品品品品供供供供給給給給高高高高ととととはははは、、、、フフフフラララランンンンチチチチャャャャイイイイズズズズ店店店店にににに対対対対すすすするるるる商商商商品品品品売売売売上上上上高高高高でででであああありりりりまままますすすす。。。。
４４４４．．．．経経経経営営営営管管管管理理理理料料料料ととととはははは、、、、フフフフラララランンンンチチチチャャャャイイイイズズズズ店店店店かかかかららららののののロロロロイイイイヤヤヤヤリリリリテテテティィィィーーーー収収収収入入入入でででであああありりりりまままますすすす。。。。
５５５５．．．．補補補補正正正正費費費費売売売売上上上上高高高高ととととはははは、、、、パパパパンンンンツツツツのののの裾裾裾裾上上上上げげげげ（（（（補補補補正正正正））））のののの加加加加工工工工賃賃賃賃収収収収入入入入でででであああありりりりまままますすすす。。。。
６６６６．．．．上上上上記記記記金金金金額額額額ににににはははは、、、、消消消消費費費費税税税税等等等等はははは含含含含ままままれれれれてててておおおおりりりりまままませせせせんんんん。。。。



－－－－11112222－－－－

（（（（８８８８））））利利利利益益益益処処処処分分分分計計計計算算算算書書書書

（（（（単単単単位位位位：：：：千千千千円円円円、、、、千千千千円円円円未未未未満満満満切切切切捨捨捨捨））））

当当当当 期期期期 前前前前 期期期期
科科科科 目目目目 自自自自　　　　平平平平成成成成 11111111 年年年年 9999 月月月月 1111 日日日日

至至至至　　　　平平平平成成成成 1111 2222 年年年年 8888 月月月月 3333 1111 日日日日
自自自自　　　　平平平平成成成成 1111 0000 年年年年 9999 月月月月 1111 日日日日
至至至至　　　　平平平平成成成成 1111 1111 年年年年 8888 月月月月 3333 1111 日日日日

当当当当期期期期未未未未処処処処分分分分利利利利益益益益 33333333,,,,666633332222,,,,000033335555 7777,,,,000055555555,,,,333333335555

ここここれれれれをををを次次次次のののの通通通通りりりり処処処処分分分分ししししまままますすすす。。。。

利利利利益益益益準準準準備備備備金金金金
利利利利益益益益配配配配当当当当金金金金

役役役役員員員員賞賞賞賞与与与与金金金金
（（（（ううううちちちち監監監監査査査査役役役役賞賞賞賞与与与与））））
別別別別途途途途積積積積立立立立金金金金
次次次次期期期期繰繰繰繰越越越越利利利利益益益益

333311110000,,,,000000000000

2222,,,,666644446666,,,,999999993333

（（（（１１１１株株株株ににににつつつつきききき 111100000000 円円円円））））
333366660000,,,,000000000000

（（（（ －－－－ ））））
22227777,,,,555500000000,,,,000000000000

2222,,,,888811115555,,,,000044441111

66663333,,,,000000000000

555522229999,,,,222200004444

（（（（１１１１株株株株ににににつつつつきききき 22220000円円円円））））
99990000,,,,000000000000

（（（（ －－－－ ））））
5555,,,,888800000000,,,,000000000000

555577773333,,,,111133330000

（（（（注注注注））））当当当当期期期期ににににおおおおききききままままししししててててはははは平平平平成成成成 11112222年年年年 5555 月月月月 9999 日日日日にににに中中中中間間間間配配配配当当当当 1111,,,,333322223333,,,,000033331111 千千千千円円円円（（（（１１１１株株株株ににににつつつつきききき 55550000円円円円））））をををを実実実実施施施施致致致致ししししままままししししたたたた。。。。

一一一一株株株株当当当当たたたたりりりり配配配配当当当当金金金金

11112222年年年年 8888 月月月月期期期期 11111111 年年年年 8888 月月月月期期期期

年年年年 間間間間 中中中中 間間間間 期期期期 末末末末 年年年年 間間間間 中中中中 間間間間 期期期期 末末末末

普普普普通通通通((((旧旧旧旧))))株株株株式式式式
円円円円 銭銭銭銭

111155550000 00000000
円円円円 銭銭銭銭

55550000 00000000
円円円円 銭銭銭銭

111100000000 00000000
円円円円 銭銭銭銭

22227777 00000000
円円円円 銭銭銭銭

7777 00000000
円円円円 銭銭銭銭

22220000 00000000

((((内内内内訳訳訳訳))))

記記記記念念念念配配配配 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ 2222 00000000 －－－－

特特特特別別別別配配配配 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－

新新新新 株株株株 式式式式 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－

優優優優先先先先株株株株式式式式 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－



－－－－11113333－－－－

（（（（９９９９））））有有有有価価価価証証証証券券券券のののの時時時時価価価価等等等等
（（（（単単単単位位位位：：：：千千千千円円円円、、、、千千千千円円円円未未未未満満満満切切切切捨捨捨捨））））

当当当当 期期期期
（（（（平平平平成成成成 11112222年年年年 8888 月月月月 33331111日日日日現現現現在在在在））））

前前前前　　　　　　　　　　　　期期期期
（（（（平平平平成成成成 11111111年年年年 8888 月月月月 33331111日日日日現現現現在在在在））））

種種種種 類類類類
貸貸貸貸借借借借対対対対照照照照表表表表

計計計計 上上上上 額額額額
時時時時 価価価価

評評評評価価価価損損損損
益益益益

貸貸貸貸借借借借対対対対照照照照表表表表

計計計計 上上上上 額額額額
時時時時 価価価価 評評評評価価価価損損損損益益益益

(((( 1111))))　　　　流流流流動動動動資資資資産産産産にににに属属属属すすすするるるるもももも
のののの

株株株株　　　　　　　　　　　　式式式式
債債債債　　　　　　　　　　　　券券券券
自自自自己己己己株株株株式式式式
そそそそ　　　　のののの　　　　他他他他

－－－－
－－－－

9999,,,,555533332222

－－－－

－－－－
－－－－

9999,,,,555533332222

－－－－

－－－－
－－－－
0000

－－－－

－－－－
－－－－

11111111,,,,777722229999

－－－－

－－－－
－－－－

11113333,,,,444455552222

－－－－

－－－－
－－－－

1111,,,,777722222222

－－－－

小小小小　　　　　　　　　　　　計計計計 9999,,,,555533332222 9999,,,,555533332222 0000 11111111,,,,777722229999 11113333,,,,444455552222 1111,,,,777722222222

((((2222))))  固固固固定定定定資資資資産産産産にににに属属属属すすすするるるるもももも
のののの

株株株株　　　　　　　　　　　　式式式式
債債債債　　　　　　　　　　　　券券券券
自自自自己己己己株株株株式式式式
そそそそ　　　　のののの　　　　他他他他

44441111,,,,444466660000

－－－－
1111,,,,666655553333,,,,666633332222

－－－－

66661111,,,,000088886666

－－－－
1111,,,,666655553333,,,,666633332222

－－－－

11119999,,,,666622226666

－－－－
0000

－－－－

44444444,,,,777700001111

111100000000,,,,000000000000

－－－－
－－－－

66660000,,,,000044443333

111100000000,,,,000000000000

－－－－
－－－－

11115555,,,,333344441111

0000

－－－－
－－－－

小小小小　　　　　　　　　　　　計計計計 1111,,,,666699995555,,,,000099993333 1111,,,,777711114444,,,,777711119999 11119999,,,,666622226666 111144444444,,,,777700001111 111166660000,,,,000044443333 11115555,,,,333344441111

合合合合　　　　　　　　　　　　計計計計 1111,,,,777700004444,,,,666622225555 1111,,,,777722224444,,,,222255551111 11119999,,,,666622226666 111155556666,,,,444433331111 111177773333,,,,444499995555 11117777,,,,000066663333

((((注注注注))))１１１１．．．．時時時時価価価価等等等等のののの算算算算定定定定方方方方法法法法

　　　　　　　　　　　　 上上上上場場場場有有有有価価価価証証証証券券券券････主主主主にににに、、、、東東東東京京京京証証証証券券券券取取取取引引引引所所所所のののの最最最最終終終終価価価価格格格格にににによよよよっっっってててておおおおりりりりまままますすすす。。。。
　　　　　　　　　　　　 非非非非上上上上場場場場債債債債券券券券････変変変変動動動動利利利利付付付付社社社社債債債債ににににつつつつききききままままししししててててはははは、、、、額額額額面面面面金金金金額額額額にににによよよよっっっってててておおおおりりりりまままますすすす。。。。

　　　　　　　　２２２２．．．．流流流流動動動動資資資資産産産産にににに属属属属すすすするるるる自自自自己己己己株株株株式式式式はははは、、、、単単単単位位位位未未未未満満満満株株株株式式式式のののの買買買買取取取取にににによよよよるるるるももももののののでででであああありりりりまままますすすす。。。。

　　　　　　　　３３３３．．．．固固固固定定定定資資資資産産産産にににに属属属属すすすするるるる自自自自己己己己株株株株式式式式はははは、、、、スススストトトトッッッッククククオオオオププププシシシショョョョンンンン制制制制度度度度のののの導導導導入入入入にににによよよよるるるるももももののののでででであああありりりりまままますすすす。。。。

　　　　　　　　４４４４．．．．開開開開示示示示のののの対対対対象象象象かかかからららら除除除除いいいいたたたた有有有有価価価価証証証証券券券券のののの貸貸貸貸借借借借対対対対照照照照表表表表計計計計上上上上額額額額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 当当当当 期期期期 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前前前前　　　　　　　　期期期期
　　　　　　　　　　　　　　　　流流流流動動動動資資資資産産産産にににに属属属属すすすするるるるもももものののの　　　　　　　　ＭＭＭＭ ＭＭＭＭ ＦＦＦＦ 33330000,,,,999966661111,,,,111188884444 千千千千円円円円 6666,,,,999944441111,,,,999977772222 千千千千円円円円

  ＭＭＭＭ ＲＲＲＲ ＦＦＦＦ 8888,,,,111166661111,,,,888800007777 千千千千円円円円 1111,,,,777711117777,,,,111199998888 千千千千円円円円

  中中中中期期期期国国国国債債債債フフフファァァァンンンンドドドド 6666,,,,222211113333,,,,444488888888 千千千千円円円円 2222,,,,555500002222,,,,666666669999 千千千千円円円円

  ＦＦＦＦ ＦＦＦＦ ＦＦＦＦ 999900001111,,,,444411115555 千千千千円円円円 222200000000,,,,333388881111 千千千千円円円円

  契契契契約約約約型型型型外外外外国国国国投投投投資資資資信信信信託託託託 －－－－ 千千千千円円円円 3333,,,,999922220000,,,,888866665555 千千千千円円円円

　　　　 固固固固定定定定資資資資産産産産にににに属属属属すすすするるるるもももものののの　　　　　　　　非非非非 上上上上 場場場場 株株株株 式式式式 333300003333,,,,222244441111 千千千千円円円円　　　　　　　　 　　　　  222222223333,,,,444499991111 千千千千円円円円

  （（（（ううううちちちち関関関関係係係係会会会会社社社社株株株株式式式式）））） （（（（222288882222,,,,111144447777 千千千千円円円円）））） （（（（222200002222,,,,333399997777 千千千千円円円円））））



－－－－11114444－－－－

（（（（11110000））））デデデデリリリリババババテテテティィィィブブブブ取取取取引引引引契契契契約約約約額額額額等等等等、、、、時時時時価価価価及及及及びびびび評評評評価価価価損損損損益益益益

１１１１．．．．通通通通貨貨貨貨関関関関連連連連
（（（（単単単単位位位位：：：：千千千千円円円円、、、、千千千千円円円円未未未未満満満満切切切切捨捨捨捨））））

当当当当 期期期期
（（（（平平平平成成成成 11112222年年年年 8888 月月月月 33331111日日日日現現現現在在在在））））

前前前前　　　　　　　　　　　　期期期期
（（（（平平平平成成成成 11111111年年年年 8888 月月月月 33331111日日日日現現現現在在在在））））

契契契契 約約約約 額額額額 等等等等 契契契契 約約約約 額額額額 等等等等種種種種 類類類類

ううううちちちち１１１１年年年年超超超超
時時時時 価価価価 評評評評価価価価損損損損益益益益

ううううちちちち１１１１年年年年超超超超
時時時時 価価価価 評評評評価価価価損損損損益益益益

為為為為替替替替予予予予約約約約取取取取
引引引引

買買買買 建建建建
米米米米 ドドドド ルルルル

111133331111,,,,999955555555,,,,111177777777 77775555,,,,444422226666,,,,444444448888 111133335555,,,,111122226666,,,,777744442222 3333,,,,111177771111,,,,555566665555 55550000,,,,666611110000,,,,111122225555 7777,,,,666633333333,,,,444411115555 44448888,,,,222244440000,,,,000088884444 △△△△2222,,,,333377770000,,,,000044440000

合合合合 計計計計 111133331111,,,,999955555555,,,,111177777777 77775555,,,,444422226666,,,,444444448888 111133335555,,,,111122226666,,,,777744442222 3333,,,,111177771111,,,,555566665555 55550000,,,,666611110000,,,,111122225555 7777,,,,666633333333,,,,444411115555 44448888,,,,222244440000,,,,000088884444 △△△△2222,,,,333377770000,,,,000044440000

((((注注注注)))) 期期期期末末末末のののの時時時時価価価価はははは先先先先物物物物相相相相場場場場をををを使使使使用用用用ししししてててておおおおりりりりまままますすすす。。。。

２２２２．．．．金金金金利利利利関関関関連連連連
（（（（単単単単位位位位：：：：千千千千円円円円、、、、千千千千円円円円未未未未満満満満切切切切捨捨捨捨））））

当当当当 期期期期
（（（（平平平平成成成成 11112222 年年年年 8888 月月月月 33331111日日日日現現現現在在在在））））

前前前前　　　　　　　　　　　　期期期期
（（（（平平平平成成成成 11111111年年年年 8888 月月月月 33331111日日日日現現現現在在在在））））

契契契契 約約約約 額額額額 等等等等 契契契契 約約約約 額額額額 等等等等種種種種 類類類類

ううううちちちち１１１１年年年年超超超超
時時時時 価価価価 評評評評価価価価損損損損益益益益

ううううちちちち１１１１年年年年超超超超
時時時時 価価価価 評評評評価価価価損損損損益益益益

金金金金利利利利ススススワワワワッッッッププププ取取取取引引引引

受受受受取取取取固固固固定定定定／／／／支支支支払払払払変変変変動動動動

受受受受取取取取変変変変動動動動／／／／支支支支払払払払固固固固定定定定

3333,,,,000000000000,,,,000000000000

3333,,,,000000000000,,,,000000000000

3333,,,,000000000000,,,,000000000000

－－－－

55559999,,,,444488880000

△△△△1111,,,,888855554444

55559999,,,,444488880000

△△△△1111,,,,888855554444

4444,,,,000000000000,,,,000000000000

4444,,,,000000000000,,,,000000000000

3333,,,,000000000000,,,,000000000000

3333,,,,000000000000,,,,000000000000

66667777,,,,777777772222

△△△△11112222,,,,888844440000

66667777,,,,777777772222

△△△△11112222,,,,888844440000

合合合合 計計計計 6666,,,,000000000000,,,,000000000000 3333,,,,000000000000,,,,000000000000 55557777,,,,666622226666 55557777,,,,666622226666 8888,,,,000000000000,,,,000000000000 6666,,,,000000000000,,,,000000000000 55554444,,,,999933331111 55554444,,,,999933331111

（（（（注注注注））））金金金金利利利利ススススワワワワッッッッププププ取取取取引引引引のののの時時時時価価価価はははは、、、、取取取取引引引引金金金金融融融融機機機機関関関関かかかかららららのののの提提提提示示示示値値値値をををを使使使使用用用用ししししてててておおおおりりりりまままますすすす。。。。



－－－－11115555－－－－

（（（（11111111））））関関関関連連連連当当当当事事事事者者者者ととととのののの取取取取引引引引

役役役役員員員員及及及及びびびびそそそそのののの近近近近親親親親者者者者がががが議議議議決決決決権権権権のののの過過過過半半半半数数数数をををを所所所所有有有有すすすするるるる会会会会社社社社

関関関関 係係係係 内内内内 容容容容会会会会 社社社社 名名名名

(((( 住住住住 所所所所 ))))
資資資資 本本本本 金金金金 事事事事 業業業業 のののの 内内内内 容容容容 議議議議決決決決権権権権等等等等のののの所所所所有有有有割割割割合合合合

役役役役員員員員のののの兼兼兼兼務務務務等等等等 事事事事実実実実上上上上のののの関関関関係係係係

千千千千円円円円

11110000 ,,,,000000000000
衣衣衣衣 料料料料 品品品品 及及及及 びびびび
装装装装飾飾飾飾雑雑雑雑貨貨貨貨のののの販販販販売売売売

当当当当社社社社役役役役員員員員柳柳柳柳井井井井正正正正 ((((主主主主要要要要
株株株株主主主主 ))))のののの近近近近親親親親者者者者 2222 名名名名がががが
111100000000%%%%をををを所所所所有有有有

－－－－ ﾌﾌﾌﾌ ﾗﾗﾗﾗ ﾝﾝﾝﾝ ﾁﾁﾁﾁ ｬｬｬｬ ｲｲｲｲ ｽｽｽｽ ﾞ゙゙゙加加加加盟盟盟盟店店店店

取取取取 引引引引 のののの 内内内内

容容容容

取取取取 引引引引 金金金金 額額額額 科科科科 目目目目 期期期期 末末末末 残残残残 高高高高

受受受受 取取取取 手手手手 形形形形 44443333 ,,,,999977771111
商商商商 品品品品 のののの 販販販販 売売売売

千千千千円円円円

222211119999,,,,666633336666 売売売売 掛掛掛掛 金金金金 9999 ,,,, 111188884444

ﾛﾛﾛﾛ ｲｲｲｲ ﾔﾔﾔﾔ ﾘﾘﾘﾘ ﾃﾃﾃﾃ ｨｨｨｨ ｰーーーのののの受受受受取取取取 22220000 ,,,,222222220000 未未未未 収収収収 入入入入 金金金金 －－－－

営営営営 業業業業 取取取取

引引引引

営営営営業業業業費費費費のののの立立立立替替替替 4444 4444 3333 流流流流動動動動資資資資産産産産そそそそのののの他他他他 2222 7777 0000

㈱㈱㈱㈱ママママエエエエダダダダ商商商商事事事事

（（（（山山山山口口口口県県県県山山山山口口口口

市市市市））））

営営営営 業業業業 取取取取
引引引引

以以以以 外外外外 のののの 取取取取
引引引引

ﾌﾌﾌﾌ ﾗﾗﾗﾗ ﾝﾝﾝﾝ ﾁﾁﾁﾁ ｬｬｬｬ ｲｲｲｲ ｽｽｽｽ ﾞ゙゙゙ 契契契契約約約約
保保保保証証証証金金金金のののの預預預預りりりり －－－－ 預預預預 りりりり 保保保保 証証証証 金金金金 5555 0000 0000

（（（（11111111））））役役役役員員員員のののの異異異異動動動動

代代代代表表表表者者者者のののの異異異異動動動動

該該該該当当当当事事事事項項項項ははははあああありりりりまままませせせせんんんん。。。。

そそそそのののの他他他他のののの役役役役員員員員のののの異異異異動動動動

該該該該当当当当事事事事項項項項ははははあああありりりりまままませせせせんんんん。。。。


