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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

 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期

決算年月 平成24年２月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月 平成28年２月

売上高 (百万円) 147,799 185,512 181,972 180,819 167,211

経常利益又は
経常損失（△）

(百万円) △12,254 989 1,430 2,627 2,592

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) △27,158 △1,779 1,111 2,294 1,391

包括利益 (百万円) △23,987 5,096 5,035 8,298 △6,290

純資産額 (百万円) 119,255 120,287 116,748 121,863 116,964

総資産額 (百万円) 190,804 183,905 178,492 187,832 166,394

１株当たり純資産額 (円) 1,001.04 1,021.78 1,065.40 1,126.28 1,042.75

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円) △254.09 △15.37 10.06 21.33 12.50

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ─ ─ ─ ― 12.49

自己資本比率 (％) 60.7 64.3 64.3 64.3 69.8

自己資本利益率 (％) △22.4 △1.5 1.0 1.9 1.2

株価収益率 (倍) ─ ─ 59.57 35.96 58.00

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,168 519 462 4,238 3,135

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △20,152 19,795 9,051 △9,242 2,268

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,085 △10,882 △9,247 △3,029 △2,972

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 27,497 37,268 38,087 30,406 32,786

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(名)
5,922 5,702 5,709 6,024 6,043

〔3,570〕 〔3,716〕 〔3,442〕 〔2,839〕 〔1,737〕
 

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　従業員数欄の〔　〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員です。

３　第４期より臨時従業員の区分の見直しを行なったため、第４期には、見直しの対象となった501名が従業員

数に加算され、同数が臨時従業員数から減算されております。

４　第５期より従業員数及び臨時従業員数の算出方法の見直しを行なったことにより、第５期には、従業員数が

347名加算され、臨時従業員数が653名減算されております。

５　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第１期及び第２期は、潜在株式は存在するものの１株当

たり当期純損失であるため、第３期及び第４期においては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。
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６　当社は、平成23年６月１日に、株式会社東京スタイルと株式会社サンエー・インターナショナルの共同株式

移転の方法による共同持株会社として設立されました。当社設立に際し、株式会社東京スタイルを取得企業

として企業結合会計を適用しているため、第１期（平成23年３月１日から平成24年２月29日まで）の連結経

営成績は、取得企業である株式会社東京スタイルの第64期（平成23年３月１日から平成24年２月29日）の連

結経営成績を基礎に、株式会社サンエー・インターナショナルの平成23年６月１日から平成24年２月29日ま

での連結経営成績を連結したものとなります。なお、株式会社サンエー・インターナショナルは、当社及び

株式会社東京スタイルの決算日と統一するために、平成23年８月19日開催の臨時株主総会において、定款一

部変更を決議し、平成23年９月１日以後開始する事業年度の決算日を８月31日から２月末日に変更しており

ます。よって、株式会社サンエー・インターナショナルの平成23年６月１日から平成24年２月29日までの連

結累計期間は、平成23年８月期第４四半期連結会計期間（平成23年６月１日から平成23年８月31日まで）と

平成24年２月期第３四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間（平成23年９月１日から平成24年２月

29日まで）を累計したものとなります。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期

決算年月 平成24年２月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月 平成28年２月

営業収益 (百万円) 4,592 5,369 4,947 6,939 7,542

経常利益 (百万円) 3,982 3,929 2,173 3,248 4,198

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 3,982 3,960 2,027 △24,150 1,329

資本金 (百万円) 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

発行済株式総数 (株) 115,783,293 115,783,293 115,783,293 115,783,293 115,783,293

純資産額 (百万円) 135,705 137,621 131,960 119,169 115,049

総資産額 (百万円) 135,802 151,354 146,618 148,496 136,692

１株当たり純資産額 (円) 1,169.58 1,186.29 1,222.10 1,109.83 1,033.40

１株当たり配当額
(内、１株当たり
中間配当額)

(円) 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50

(円) ( ―) ( ―) ( ―) ( ―) (　―)

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円) 34.57 34.21 18.35 △224.50 11.94

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ─ ― 11.94

自己資本比率 (％) 99.9 90.7 89.8 80.1 84.2

自己資本利益率 (％) 2.9 2.9 1.5 ― 1.1

株価収益率 (倍) 14.23 13.83 32.64 ― 60.72

配当性向 (％) 50.6 51.2 95.4 ― 146.6

従業員数 (名)
9 141 169 183 143
 〔22〕 〔30〕 〔23〕 〔10〕

 

(注) １　営業収益には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第１期、第２期及び第３期においては、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため、第４期は潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため

記載しておりません。

３　従業員数の〔 〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員です。

４　第４期の「自己資本利益率」、「株価収益率」及び「配当性向」については、当期純損失であるため記載し

ておりません。
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２ 【沿革】

平成22年10月14日 ㈱東京スタイル（現 当社、以下同じ。）及び㈱サンエー・インターナショナル（現 当

社、以下同じ。）は、臨時株主総会の承認を前提として、共同株式移転の方法により共

同で当社を設立することについて合意に達し、両社の取締役会において当該株式移転に

関する「株式移転契約書」の締結及び「株式移転計画書」の共同作成を決議。

平成23年１月27日 ㈱東京スタイル及び㈱サンエー・インターナショナルの臨時株主総会において、両社が

共同で株式移転の方法により当社を設立し、両社がその完全子会社となることについて

決議。

平成23年６月１日 ㈱東京スタイル及び㈱サンエー・インターナショナルが株式移転の方法により当社を設

立。当社の普通株式を東京証券取引所に上場。

 

平成26年３月３日 当社グループの組織再編に伴い、㈱東京スタイル及び㈱サンエー・インターナショナル

が新設分割により５社の子会社を新設し、それぞれの事業を移管。同時に、㈱東京スタ

イルは㈱東京スタイル資産管理に、㈱サンエー・インターナショナルは㈱サンエー・イ

ンターナショナル資産管理にそれぞれ商号変更。

平成26年７月１日 本店所在地を東京都港区南青山へ移転。

 

平成26年９月１日 当社を吸収合併存続会社、連結子会社である㈱東京スタイル資産管理、㈱サンエー・イ

ンターナショナル資産管理及び㈱ティエスプラザの各社を吸収合併消滅会社とする吸収

合併を実施。
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３ 【事業の内容】

「ＴＳＩホールディングスグループ」は、当社を持株会社として、ファッション・アパレル商品の製造販売に直接

関係する事業であるアパレル関連事業と、これに附帯する合成樹脂製品の製造販売事業や店舗設計監理事業及び飲食

事業などのその他の事業から構成され、当社及び連結子会社39社でこれらの事業を展開しております。

なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との

対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。

　　事業の系統図は概ね以下のとおりです。

　

 

　アパレル関連事業連結子会社……………………………………………………………………………………　34社

　その他の事業連結子会社…………………………………………………………………………………………　５社
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金

又は出資金
(百万円)

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
(％)

関係内容

(連結子会社)      

㈱東京スタイル
（注）3,6

東京都渋谷区 100
アパレル関連事業
婦人服の企画、卸、小売

100.0
役員１名兼任。
資金の貸付。

㈱サンエー・インターナショナル
（注）3,6,14

東京都港区 100
アパレル関連事業
婦人服の企画、卸、小売

100.0 資金の貸付。

㈱サンエー・ビーディー
（注）3,7,17

東京都世田谷区 100
アパレル関連事業
婦人服の企画、卸、小売

100.0 資金の借入。

㈱ＴＳＩグルーヴアンドスポーツ
（注）3

東京都港区 100
アパレル関連事業
婦人服の企画、卸、小売

100.0 資金の貸付。

㈱ナノ・ユニバース
（注）18

東京都渋谷区 100
アパレル関連事業
衣料品等の製造、卸、小売

90.0
役員３名兼任。
資金の貸付。

㈱アングローバル 東京都渋谷区 90
アパレル関連事業
衣料品の企画、製造、販売

100.0
役員１名兼任。
資金の借入。

㈱WAVE International 東京都目黒区 55
アパレル関連事業
婦人服、紳士服全般の製
造、卸、小売

100.0
役員２名兼任。
資金の貸付。

㈱スピックインターナショナル 東京都目黒区 40　
アパレル関連事業
衣料品等の製造、卸、小売

100.0
役員２名兼任。
資金の貸付。

㈱ローズバッド
（注）11

東京都渋谷区 10
アパレル関連事業
衣料、洋品雑貨及び革製品
の小売、卸、輸出入等

100.0
役員２名兼任。
資金の貸付。

㈱アルページュ 東京都港区 10
アパレル関連事業
婦人服等の企画、製造、
卸、小売

100.0
役員１名兼任。
資金の貸付。

㈱ジャック 静岡県牧之原市 10
アパレル関連事業
衣料品等の輸入、卸、小売

100.0
役員２名兼任。
資金の借入。

UNIT&GUEST㈱
（注）14

東京都渋谷区 35
アパレル関連事業
衣料品の販売

100.0
(100.0)

 
役員１名兼任。
資金の貸付。
 

㈱パルメル 東京都港区 10
アパレル関連事業
婦人服飾雑貨製造、卸

100.0
(100.0)

役員１名兼任。
資金の貸付。

㈱スタージョイナス 静岡県静岡市 3
アパレル関連事業
衣料品等の販売及び輸出入
業

100.0
(100.0)

役員１名兼任。
資金の貸付。

上海東之上時装商貿有限公司
中華人民共和国
上海市

千米ドル
8,030

アパレル関連事業
婦人服の製造、卸、小売

100.0 役員１名兼任。

上海賛英時装有限公司
中華人民共和国
上海市

千人民元
58,000

アパレル関連事業
衣料品の企画、製造、販売

100.0
役員１名兼任。
資金の貸付。

TSI Asia Limited
中華人民共和国
香港特別行政区

千香港ドル
56,000

アパレル関連事業
衣料品の販売

100.0
役員１名兼任。
資金の貸付。

北京子苞米時装有限公司
中華人民共和国
北京市

千米ドル
500

アパレル関連事業
衣料品等の製造、卸、小売

75.0 役員１名兼任。

MARGARET HOWELL LTD. London,UK
千イギリスポン

ド

2,500

アパレル関連事業
衣料品の企画、製造、販売

100.0
(100.0)

 

MARGARET HOWELL(FRANCE)
S.A.R.L.

Paris,France
千欧州ユーロ

800
アパレル関連事業
衣料品の販売

100.0
(100.0)

 

㈱トスカバノック
（注）4

東京都文京区 20
その他事業
合成樹脂関連製品の開発、
販売

100.0 役員２名兼任。

㈱プラックス 東京都渋谷区 20
その他事業
店舗設計監理

100.0
役員１名兼任。
資金の借入。
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名称 住所
資本金

又は出資金
(百万円)

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
(％)

関係内容

㈱D.A.B.PASTRY
（注）9

東京都港区 10
その他事業
飲食店、商業施設の企画開
発

51.0
役員３名兼任。
資金の貸付。

㈱メックモールド 埼玉県入間郡 20
その他事業
合成樹脂関連製品の加工、
製造、販売

100.0
(100.0)

役員１名兼任。

㈱ＴＳＩ・プロダクション・ネッ
トワーク

東京都世田谷区 10
アパレル関連事業
生産管理及び物流管理

100.0
役員１名兼任。

資金の借入。

㈱ＴＳＩ　ＥＣストラテジー 東京都世田谷区 10
アパレル関連事業　　衣料
品の通信販売、電子商取引

100.0
役員１名兼任。
資金の貸付。

㈱ＴＳＩソーイング 山形県米沢市 10
アパレル関連事業
婦人服縫製加工

100.0
(100.0)

役員１名兼任。
資金の貸付。

SANEI INTERNATIONAL
USA LLC

New York,
U.S.A.

千米ドル
75

アパレル関連事業
市場調査

100.0  

NANOUNIVERSE HONG KONG COMPANY
LIMITED

中華人民共和国
香港特別行政区

千香港ドル
10

その他事業
衣料品他の輸出入

100.0
(90.0)

 

㈱サンエー・アセット 東京都世田谷区 25
アパレル関連事業
衣料品の企画、製造、販売

100.0 役員１名兼任。

東京スタイル香港有限公司
中華人民共和国
香港特別行政区

千香港ドル
500

アパレル関連事業
衣料品の製造、輸出入

100.0  

蘇州東京時装有限公司
中華人民共和国
江蘇省太倉市

千米ドル
1,500

アパレル関連事業
婦人服の縫製加工

100.0
役員１名兼任。
資金の貸付。

上海東京時装銷售有限公司
中華人民共和国
上海市

千米ドル
200

アパレル関連事業
婦人服の製造、卸、小売

100.0
(100.0)

 

㈱スタイル運輸 東京都江東区 13
その他事業
貨物自動車運送事業

100.0
(100.0)

役員１名兼任。

その他５社      
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(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載してます。

　　 ２ 「議決権の所有割合」欄の（　）内は、間接所有割合で内数です。

　　 ３ 特定子会社です。

４　㈱トスカバノックの出資比率は、自己株式を発行株式の総数から控除して算出しております。　

５ その他５社のうちに含まれる㈱フィットは同社が開催した平成27年２月28日の株主総会におきまして解散を

決議いたしました。

６ ㈱東京スタイル及び㈱サンエー・インターナショナルは、両社がそれぞれ開催した平成27年１月29日の株主

総会におきまして、両社間の吸収分割契約に基づき平成27年３月１日をもって㈱東京スタイルが営む事業の

一部に関して有する権利義務を㈱サンエー・インターナショナルに継承させる事業再編について決議し、吸

収分割を行ないました。

７ その他５社のうちに含まれる㈱FREE'S INTERNATIONAL及び㈱サンエー・ビーディーは、両社がそれぞれ開催

した平成27年１月29日の株主総会におきまして、両社間の吸収分割契約に基づき平成27年３月１日をもって

㈱FREE'S INTERNATIONALが営む事業の一部に関して有する権利義務を㈱サンエー・ビーディーに承継させる

事業再編について決議し、吸収分割を行ないました。

８　その他５社のうちに含まれる㈱FREE'S INTERNATIONALは同社が開催した平成27年５月31日の株主総会におき

まして解散を決議いたしました。

９　当社は飲食事業を行なう㈱D.A.B.PASTRYを平成26年９月１日付で新たに設立いたしました。

10　当社は衣料品等の仕入、販売を行なうその他５社のうちに含まれるスタイル・デプト㈱を平成27年３月２日

付で新たに設立いたしました。

11　当社と当社の連結子会社である㈱ローズバッド及び㈱エレファントは、平成27年11月10日の当社取締役会に

おいて、平成27年12月１日を効力発生日として、当社を完全親会社、㈱ローズバッド及び㈱エレファントを

完全子会社とする株式交換を行なうことを決議し、当社と㈱ローズバッド及び㈱エレファントの間で株式交

換契約を締結いたしました。また、㈱ローズバッド及び㈱エレファントは本株式交換の完了後、平成27年12

月１日を効力発生日とする、㈱ローズバッドを吸収合併存続会社、㈱エレファントを吸収合併消滅会社とす

る吸収合併を実施いたしました。

12　 その他５社のうちに含まれる㈱TOKYOSTYLEインプレスラインは同社が開催した平成27年８月31日の株主総

会におきまして解散を決議いたしました。

13　 その他５社のうちに含まれる㈱Planet Blue Japanは同社が開催した平成27年８月31日の株主総会におきま

して解散を決議いたしました。

14　 UNIT&GUEST㈱は平成27年９月１日付の株式譲渡により当社の100％子会社である㈱サンエー・インターナ

ショナルの完全子会社となりました。

15　当社は平成28年３月１日付でアナディス㈱の全発行済株式を株式譲渡により取得し、同社は当社の連結子会

社となっております。

16　当社は平成28年３月１日付で㈲シェ・アナンの全発行済株式を株式譲渡により取得し、同社は当社の連結子

会社となっております。

17　㈱サンエー・ビーディーについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める

割合が10％を超えております。
主要な損益情報 (百万円)
　(1)売上高 35,683
　(2)経常利益 606
　(3)当期純損失（△） △129
　(4)純資産額 5,586
　(5)総資産額 13,667

 

18　㈱ナノ・ユニバースについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合

が10％を超えております。
主要な損益情報 (百万円)
　(1)売上高 22,748
　(2)経常利益 1,140
　(3)当期純利益 624
　(4)純資産額 3,907
　(5)総資産額 8,004

 

19　その他５社のうちに含まれる㈱FREE'S INTERNATIONALについては、債務超過会社であり、債務超過額は

6,051百万円であります。

 

EDINET提出書類

株式会社ＴＳＩホールディングス(E25234)

有価証券報告書

  9/115



 

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成28年２月29日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

アパレル関連事業
   

5,798
〔1,648〕

その他の事業
  
245

〔89〕

合計
   

6,043
〔1,737〕

 

(注) １　従業員数欄の〔 〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員です。

２　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員数です。

３　当連結会計年度より従業員数及び臨時従業員数の算出方法の見直しを行なったことにより、従業員数が

347名加算され、臨時従業員数が653名減算されております。

　    

(2) 提出会社の状況

平成28年２月29日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

143〔10〕 43.2 1.8 5,947
 

(注) １　当社従業員はその全員がその他の事業に属しております。

２　従業員数欄の〔　〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員です。

　　 ３　平均勤続年数は、平成26年３月１日付で当社へ転籍した当社子会社からの出向者については、当該転籍日か

ら起算して算定しています。

４　当事業年度に実施した組織再編に伴い、当社子会社へ一部の従業員を出向させたこと等により当社従業員数

及び臨時従業員数が減少しております。

５　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含みます。

 

(3) 労働組合の状況

当社グループの労働組合の状況は次の通りです。労使関係は円滑であり、特記すべき事項はありません。

（）内は平成28年２月29日現在の組合員数です。

TSIグループユニオン（2,671名）
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度（平成27年３月１日から平成28年２月29日まで）における我が国経済は、緩やかな回復傾向が続

いたものの、中国などのアジア新興国の成長鈍化により生産・輸出において減少傾向が見られました。円安基調や

日銀等による金融緩和などから企業業績の向上、労働需給の改善や雇用者所得の増加はあったものの、消費者マイ

ンドの本格的な回復には至らず、個人消費には依然として停滞感が見られました。

アパレル業界では、インバウンド需要等により一部の高額商品で売上の増加が見られたものの、消費者の節約志

向が依然として根強く、また、11月に気温の高い日が続き冬物衣料の販売が出遅れるなどの天候不順の影響もあ

り、引き続き厳しい状況が続きました。

このような経営環境のもと当社グループは、平成27年４月に更新した中期経営計画に基づき、既存事業の収益化

及びコスト削減体制の構築を進める一方で、引き続き資本効率の改善や新規事業の積極的な開発に取り組んでまい

りました。

具体的には、不採算のブランド・店舗の見直しや閉鎖を引き続き実施するとともに、ＲＯＡや営業利益率等を事

業子会社の重要な経営指標とすることで、グループ経営力の一層の強化と収益力の拡大に取り組みました。

その結果、売上高は1,672億11百万円（前期比7.5％減）となりました。

また、不採算のブランド撤退及び店舗閉鎖等により売上総利益率が向上するとともに、販管費削減を進めたた

め、営業利益は新基幹システム稼働や子会社の出資比率増加に伴うのれん償却負担増もあったものの10億61百万円

（前期比14.8％増）となり、経常利益は25億92百万円（前期比1.3％減）となりました。

また、事業撤退等に伴う減損損失を19億59百万円計上したことなどにより、当社グループの当期純利益は13億91

百万円（前期比39.4％減）となりました。

セグメント別の売上の概況は次のとおりです。

 
(アパレル関連事業）

事業子会社は経営指標に新たなガイドラインを設定し、既存事業の収益化を最優先課題として利益率の向上に積

極的に取り組むとともに、各々の事業領域に応じて様々な事業戦略を推し進めました。

マーケット環境がますます厳しくなる中、オリジナリティー豊かな商品開発と特色ある店舗運営、さらには独自

の販売戦略により、ゴルフウェアの「パ－リーゲイツ」「キャロウェイアパレル」、ストリートカジュアルの「ス

テューシー」、ロンドンのコレクションブランドの「マーガレット・ハウエル」などの個性溢れるブランドを有す

る一部の事業が、引き続き順調に推移しました。また、一部事業において新たな顧客ロイヤリティ指標を導入する

など既存事業のてこ入れを積極的に図りました。

新規事業・業態開発への取組みとしては、幅広い顧客層の様々なニーズに応えるブランドポートフォリオ経営の

推進として、㈱アングローバルにおける英国の老舗衣料メーカーSunspel Menswear Ltd.との日本国内における独占

的な製造販売契約を締結するとともに、㈱アルページュにおいては大人のカジュアル市場に向けた「マイストラー

ダ」、㈱ナノ・ユニバースではイタリアン・カジュアルをコンセプトに上質なイタリア製にこだわったオリジナル

商品を主軸に展開するセレクトショップ「ナノ・ユニバースフラメントクオレ」、㈱ＴＳＩグルーヴアンドスポー

ツにおいてはイタリアフィレンツェの老舗セレクトショップ「ベルナルド」をイメージし、クラシコイタリアの世

界観を表現したアイテムを展開する大人のセレクトショップ「ジオベルナルド」をそれぞれオープンしました。

さらに、イーコマース事業の強化として、グループ各社におけるＯ２Ｏサイトの立ち上げや有力サードパーティ

への出店を加速したほか、当社グループのイーコマースサイトであるMIX.Tokyoの機能充実を図るなど、オムニチャ

ネル化の推進により集客力の一層の拡大と売上高に占めるイーコマース化率のさらなる向上を目指しました。

また、イーコマースを通じた海外事業の拡大として、ASEAN最大のファッション専門イーコマースサイト「ザロー

ラ」に日本のアパレルとして初めて「フリーズマート」を出店しました。

これらの取り組みにより、アパレル関連事業の売上高は、1,641億31百万円（前期比7.7％減）となりました。

 
(その他の事業）

持株会社である当社、合成樹脂製品の製造販売を行なう㈱トスカバノック、運送業を営む㈱スタイル運輸などの

事業の他、新規事業である飲食事業として㈱プラックスによる「ナチュラルクリームキッチン」や㈱Ｄ．Ａ．Ｂ．
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ＰＡＳＴＲＹによる「ドミニクアンセルベーカリー」を開設したことなどにより、売上高は104億５百万円（前期比

29.3％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）

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が24億10百万円減少し、法人税等の支払

額を32億65百万円計上、投資活動への調整項目である投資有価証券売却益を57億53百万円計上したものの、税

金等調整前当期純利益を34億91百万円計上、非資金費用である減価償却費を53億88百万円計上、売上債権が30

億52百万円減少、たな卸資産が26億12百万円減少したこと等により、31億35百万円の収入（前年同期比26.0%

減）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産（店舗内装資産等）の取得が58億57

百万円、無形固定資産の取得が12億39百万円、有価証券の取得が44億36百万円、投資有価証券の取得が42億33

百万円、敷金及び保証金の差入が21億46百万円、投資不動産の取得が31億51百万円生じたものの、有価証券の

売却が54億17百万円、投資有価証券の売却が158億22百万円、敷金及び保証金の回収が31億57百万円生じたこと

等により、22億68百万円の収入（前年同期は92億42百万円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の売却が65億62百万円生じたものの、短

期借入金の純減が７億46百万円、長期借入金の返済が28億78百万円、自己株式の取得が33億98百万円、配当金

の支払が18億86百万円生じたこと等により、29億72百万円の支出（前年同期は30億29百万円の支出）となりま

した。

この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末より23億79百万円増加して327

億86百万円となりました。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメント別に示すと、次のとおりです。

セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(%)

アパレル関連事業 39,233 81.4

その他事業 1,075 ―

合計 40,309 83.6
 

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しておりません。

２　金額は、製造原価によっております。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2) 仕入実績

当連結会計年度における仕入実績をセグメント別に示すと、次のとおりです。

セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(%)

アパレル関連事業 32,102 88.3

その他事業 421 114.9

合計 32,532 88.5
 

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しておりません。

２　金額は、仕入価格によっております。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3) 受注実績

当社グループは、受注生産を行っておりません。

 

(4) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりです。

セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(%)

アパレル関連事業 163,989 92.3

その他事業 3,222 105.1

合計 167,211 92.5
 

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

当社グループは、平成28年度から平成30年度までの３年間を対象とする中期経営計画を策定し、平成28年４月に公

表しました。当該中期経営計画に基づき、当社グループは、引き続き収益基盤の強化に取り組む一方で、中期的には

成長戦略も加速し、まずは平成31年２月期に営業利益率５％の達成を目指します。その上でROEを重要な経営指標とし

て掲げ、持続的な成長と企業価値の向上を目指してまいります。

この基本方針のもと、以下の４つの主要施策を通じて業績の向上にグループ全体で取り組んでまいります。

 

① 既存事業の基盤強化

調達の最適化と経費削減に継続して取り組みグループ全体における販管費率を改善する一方で、顧客満足度、

従業員満足度についての定量化指標を導入し指標の継続的な改善を図ることで顧客に支持される店作りを進めて

まいります。また、社会的なトレンドからファッションのトレンドを導き、これを具体的な商品として反映して

いく取り組みを強化することにより商品力の向上を図ります。

② 成長への戦略投資

成長性の高い事業領域へ進出するべく海外展開を加速するとともに、事業提携やM&A等によりファッションを切

り口にした周辺事業への展開を強化してまいります。

海外展開については、従前より積極的に取り組んで来た中国に加え、中間層の増加による消費拡大が予想され

る東南アジアにおいても現地企業との協業等を図るとともに、自社ブランドのより広範な海外展開やグローバル

ブランドの買収などを目的としたクロスボーダーM&Aについても検討を進めます。

また、周辺事業への展開については、アパレル事業とシナジーを発揮しうる美容、ナチュラルコスメやスキン

ケアなどとの事業提携や買収に積極的に取り組みます。

③ 外部環境変化への対応力のある事業・ブランドポートフォリオの構築

少子高齢化、イーコマースの拡大等の外部環境の変化に耐えうる事業ポートフォリオを構築するため、既存の

不採算事業については撤退を含む大胆な見直しを引き続き行なう一方で、自社事業のみでは埋められないポジ

ションについては積極的な事業買収を行なうことでその充足を図ってまいります。

また、成長著しいイーコマースの分野においても、各ブランドのオムニチャネル化の推進に加え、海外のイー

コマース事業者との連携や越境イーコマースを推進することで積極的な売上の拡大策を講じてまいります。

④ 事実と分析に基づく意思決定と合理的なオペレーション基盤の確立

価格戦略や市場分析、さらには物流や予実管理といった分野において、科学的分析をより精緻に行ないPDCAサ

イクルを強化するとともに、数値など事実に基づく意思決定をグループ内の文化としてその定着を図ってまいり

ます。

BPR (Business Process Re-engineering) により業務プロセスを抜本的に見直し、企画・生産から店頭販売ま

での業務の精度をさらに向上させるとともに、昨年３月に本格稼働した当社新基幹システムをグループ全社へ展

開することにより、グループ横断での情報インフラの共通化と業務の標準化を実現します。また、倉庫の集約や

直接貿易の拡大などサプライチェーンの最適化にも取り組みます。

 
これらの主要施策とは別に、コーポレートガバナンス・コードや日本版スチュワードシップ・コードへの対応

を充実させることなどで、コーポレートガバナンスの強化を積極的に図ってまいります。
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４ 【事業等のリスク】

当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられ

る主な事項は以下のとおりです。

なお、記載内容のうち将来に関する事項は、当有価証券報告書提出日(平成28年５月27日)現在において当社グルー

プが判断したものです。

(1) ファッション・アパレル商品の特性について

当社グループの主力商品であるファッション・アパレル商品は、その性格上、流行に左右されやすい傾向があり

ます。消費者ニーズに柔軟に対応すべくマーケット情報の収集に努め、商品企画力の向上・差別化に努めています

が、急激な流行の変化によっては、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 経済状況や気象状況について

ファッション・アパレル商品の売れ行きは、景気の変動、特に個人可処分所得の変動等による個人の購買意欲の

低下等に左右される傾向があり、経済状況の変化によっては、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

　また、長梅雨、冷夏、暖冬、台風等の予測不能な気象状況の変化は、売上の低迷や在庫の処分等を通じて、当社

グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 品質管理について

当社グループは、『商品本位主義』を経営の基本方針に据え、商品の品質管理には万全の体制を敷いています

が、予測しえない品質上のトラブルや製造物責任に起因する事故が生じた場合は、企業イメージが損なわれ、当社

グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 出店政策について

当社グループでは、出店候補地周辺の商圏環境や立地条件、店舗損益予測等の分析を行いながら店舗の出店を進

めていますが、計画通りに出店が行えなかった場合や、ブランド閉鎖、不採算店舗整理等により多数の退店が発生

する場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 知的財産権の使用について

当社グループは、現在海外提携先と契約し、提携先所有の知的財産権を使用した商品を販売しています。これら

海外提携先とは現時点では概ね友好な取引関係を維持していますが、今後、事由の如何にかかわらず契約の終了、

解除または条件変更された場合は、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、新たに企画開発する商品について、万一第三者から損害賠償および使用差し止め請求等が為され金銭の支

払いが発生した場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 個人情報管理について

当社グループは、店頭販売、ＷＥＢ販売等での顧客管理上、多くの個人情報を保有しており、その管理には万全

を期していますが、今後、万一お客様の情報が外部に漏洩する事態となった場合には、信用の低下等により、当社

グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(7) クレジットリスクについて

保有債券の発行体、あるいはお取引先の財務破綻に起因するデフォルトリスクについては、その回避・軽減のた

め管理体制を強化していますが、今後、万一そのリスクが現実化した場合には、当社グループの経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。

(8) その他

以上のほか、公的規制適用、自然災害、各種事故、訴訟等、様々なリスク要因が考えられます。
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５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。　

 

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。

 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績の分析

売上高についての当連結会計年度の概要は「第２ 事業の概況 １ 業績等の概況 (1)業績」をご参照ください。

（営業利益）

営業利益は、10億61百万円となりました。これは、主として不採算ブランドや店舗閉鎖に伴う売上総利益率の

向上と経費の削減によるものです。

（経常利益）

経常利益は、25億92百万円となりました。これは、主として営業収益の改善によるものです。

（当期純利益）

当期純利益は13億91百万円となりました。これは、主として撤退ブランド等による減損損失を19億59百万円計

上したこと等によるものです。

(2)財政状態の分析

総資産は、現金及び預金の増加（前期末比21億39百万円増）、投資不動産仮勘定の増加等による投資その他の

資産「その他」の増加（前期末比34億80百万円増）等があったものの、受取手形及び売掛金の減少（前期末比28

億37百万円減）、有価証券の減少（前期末比50億39百万円減）、たな卸資産の減少（前期末比31億４百万円

減）、未収入金の減少等による流動資産「その他」の減少（前期末比13億１百万円減）、のれんの減少（前期末

比14億76百万円減）、投資有価証券の減少（前期末比133億29百万円減）等により、214億38百万円の減少となり

ました。

負債は、支払手形及び買掛金の減少（前期末比23億92百万円減）、短期借入金の減少（前期末比７億48百万円

減）、未払金の減少（前期末比18億12百万円減）、未払法人税等の減少（前期末比７億91百万円減）、未払消費

税等の減少等による流動負債「その他」の減少（前期末比13億47百万円減）、長期借入金（1年内返済予定の長期

借入金を含む）の減少（前期末比28億82百万円減）、繰延税金負債の減少（前期末比41億55百万円減）、長期未

払金の減少等による固定負債「その他」の減少（前期末比12億90百万円減）等により、165億39百万円の減少とな

りました。

純資産は、当期純利益の計上及び欠損てん補の実施等による利益剰余金の増加（前期末比218億43百万円増）、

純資産の控除項目である自己株式の減少（前期末比25億29百万円減）等があったものの、欠損てん補の実施等に

よる資本剰余金の減少（前期末比210億93百万円減）、その他有価証券評価差額金の減少（前期末比73億94百万円

減）等により、48億98百万円の減少となりました。

以上の結果、１株当たり純資産は、83.53円の減少となりました。

(3)キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの分析については、「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(2)キャッシュ・フローの状

況」をご参照下さい。

(4)中長期的な会社の経営戦略

「３　対処すべき課題」に記載した中期経営計画の達成並びにこれに向けた主要施策の実現が当社グループの

中長期的な会社の経営戦略であります。

(5)目標とする経営指標

当社グループは、営業利益率及び株主資本に対する収益性を示すＲＯＥを特に重視しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ＴＳＩホールディングス(E25234)

有価証券報告書

 16/115



第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における設備投資は、主として店舗の新設、改装及び基幹システムの開発並びに資産の有効活用を

目的とした複合建築物の新築工事等によるもので、差入保証金及び長期前払金を含め総額133億31百万円です。

 

EDINET提出書類

株式会社ＴＳＩホールディングス(E25234)

有価証券報告書

 17/115



 

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

　・株式会社ＴＳＩホールディングス

平成28年２月29日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
設備の
内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数
(名)

建物及び
構築物

機械装置及び
運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

本社
(東京都港区)

その他の事業

事務所 346 35
58

(1,794.05)
3,961 4,407

143

〔10〕

賃貸用不動産 2,486 ―
15,103

(62,235.3)
[1,887]

14 17,604 ―

 

(注) １．土地のうち[　]内は、借用分を外書しております。

２．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は年間平均人員を[ ]外数で記載しております。

 

(2) 国内子会社

平成28年２月29日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業
員数
(名)

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬

具

土地
(面積㎡)

その他 合計

㈱東京スタイル
(東京都渋谷区)

アパレル関連

事業

事務所及び
営業店舗

140 ― ― 159 300

 
866

〔272〕
 

㈱サンエー・インターナショナル

(東京都港区)

アパレル関連

事業

事務所及び
営業店舗

312 ― ― 272 584
543

〔222〕

㈱サンエー・ビーディー
(東京都世田谷区)

アパレル関連

事業

事務所及び
営業店舗

1,489 ― ― 938 2,428
729

〔463〕

㈱TSIグルーヴアンドスポーツ
(東京都港区)

アパレル関連

事業

事務所及び
営業店舗

395 ― ― 279 674
292

〔83〕

㈱アングローバル
(東京都渋谷区)

アパレル関連

事業

事務所及び
営業店舗

472 ―
67

(35.3)
214 753

478
〔99〕

㈱WAVE
 International
(東京都目黒区）

アパレル関連

事業

事務所及び
営業店舗

188 0 ― 53 241
72

〔61〕

㈱ローズバッド
(東京都渋谷区）

アパレル関連

事業

事務所及び
営業店舗

584 0 ― 425 1,010
284

〔148〕

㈱アルページュ
(東京都港区）

アパレル関連

事業

事務所及び
営業店舗

270 ― ― 93 364
226

〔98〕

UNIT&GUEST㈱
(東京都渋谷区)

アパレル関連

事業
事務所 9 ― ― 2 11

7
〔1〕

㈱トスカバノック
(東京都文京区)

その他の事業
事務所及び
倉庫

22 80 ― 67 170
40

〔―〕

㈱プラックス
(東京都渋谷区)

その他の事業
事務所及び
営業店舗

57 ― ― 24 81
17

〔11〕
 

(注) １　関係会社貸与資産の土地は、次のとおりであります。

　　　　　山形県米沢市　　　 　4,661 ㎡

　　　　　東京都渋谷区　　　　　 380 ㎡

　　　　　宮崎県都城市　　　　16,719 ㎡

２　帳簿価額には、建設仮勘定を含めておりません。

３　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は年間平均人員を［ ］外数で記載しております。

４　金額には、消費税等は含まれておりません。
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　(3) 在外子会社

平成28年２月29日現在

会社名
(所在地)

セグメント
設備の
内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数
(名)建物及び

構築物
機械装置及
び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

TSI Asia Limited
(香港)

アパレル関連

事業

事務所及び
営業店舗

67 ― ― 4 72
88

[16]

MARGARET HOWELL LTD.
(英国)

アパレル関連

事業

事務所及び
営業店舗

159 4 ― 51 215
55
[80]

MARGARET HOWELL(FRANCE)
S.A.R.L.
(仏国)

アパレル関連

事業

事務所及び
営業店舗

62 ― ― 7 69
9
[6]

 

(注) １　帳簿価額には、建設仮勘定を含めておりません。

２　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は年間平均人員を［ ］外数で記載しております。

３　金額には、消費税等は含まれておりません。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

 

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント 設備の内容

投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定
年月総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

提出会社 東京都新宿区 その他の事業
共 同 住 宅 、 店
舗、事務所、倉
庫

7,010 2,587 自己資金
平成26年
１月

平成30年
１月

 

 

 

(2) 重要な設備の除却等

特記すべき事項はありません。
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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 400,000,000

計 400,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成28年２月29日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年５月27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 115,783,293 115,783,293
東京証券取引所
（市場第１部）

単元株式数は100株です。

計 115,783,293 115,783,293 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当する事項はありません。

 
(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】

　該当する事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　該当する事項はありません。

 

(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

（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23年
６月１日

115,783,293 115,783,293 15,000 15,000 3,750 3,750

 

　(注) 会社設立によるものです。

 

(6) 【所有者別状況】

平成28年２月29日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 36 26 132 156 3 4,977 5,330 ―

所有株式数
(単元)

― 459,182 8,120 244,291 247,796 12 196,949 1,156,350 148,293

所有株式数
の割合(％)

― 39.71 0.70 21.13 21.43 0.00 17.03 100.00 ―
 

(注)　自己株式 3,909,184株は「個人その他」に 39,091単元、「単元未満株式の状況」に84株含まれております。
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(7) 【大株主の状況】

  　　　平成28年２月29日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（百株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

㈱日本政策投資銀行 東京都千代田区大手町一丁目９番６号 86,250 7.45

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱
（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番１１号 70,141 6.06

㈱みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 45,445 3.93

㈱三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 43,776 3.78

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託
口）

東京都港区浜松町二丁目１１番３号 40,517 3.50

日本生命保険（相） 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 34,735 3.00

三宅　孝彦 東京都渋谷区 33,771 2.92

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU
UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT
TREATY ACCOUNT
（常任代理人　香港上海銀行東京支店）

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14
5NT, UK
（東京都中央区日本橋三丁目１１番１号）

33,440 2.89

MSIP CLIENT SECURITIES
（常任代理人　モルガン・スタンレー
MUFG証券㈱）

25 CABOT SQUARE,CANARY WHARF, LONDON
E14 4QA, U.K
（東京都千代田区大手町一丁目９番７号）

31,796 2.75

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 30,683 2.65

計 ― 450,557 38.91
 

（注）１　上記のほか当社所有の自己株式39,091百株（3.38％）があります。

２　平成27年９月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、日本生命保険相互会社及びその

の共同保有者であるニッセイアセットマネジメント株式会社が平成27年９月15日現在で、また、平成28年２

月22日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ポーラー・キャピタル・エル・エル・ピーが平

成28年２月15日現在で、それぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業

年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書及び変更報告書の内容は以下のとおりです。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（百株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

日本生命保険（相）
大阪府大阪市中央区今橋三丁目５番１
２号

44,048 3.80

ニッセイアセットマネジメント㈱ 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 15,430 1.33

ポーラー・キャピタル・エル・エ
ル・ピー

ロンドン、SW1E5JD、パレス　ストリー
ト16

41,804 3.61
 

EDINET提出書類

株式会社ＴＳＩホールディングス(E25234)

有価証券報告書

 21/115



 

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成28年２月29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　

3,909,100
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

111,725,900
1,117,259 ―

単元未満株式
普通株式

148,293
― ―

発行済株式総数 115,783,293 ― ―

総株主の議決権 ― 1,117,259 ―
 

 

② 【自己株式等】

平成28年２月29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
割合(％)

(自己保有株式)      

㈱ＴＳＩホールディングス
東京都港区南青山
五丁目１番３号

3,909,100 ― 3,909,100 3.38

計 ― 3,909,100 ― 3,909,100 3.38
 

（注）当自己株式数には平成26年10月に導入した従業員持株会信託型ＥＳＯＰが所有する株式数（543,600株）は含ま

れておりません。

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

　    該当する事項はありません。

 
(10) 【従業員株式所有制度の内容】

①従業員株式所有制度

当社は、当社グループの社員に対して業績向上へのインセンティブを付与することにより、当社の株価や業績

に対する社員の意識をより一層高めることで、中長期的な企業価値の向上を図るとともに、グループ全体の社員

持株会の活性化を進めることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株会信託型ＥＳＯＰ」を

導入しております。

1.従業員株式所有制度の概要

当社は、「ＴＳＩ社員持株会」（以下、「持株会」といいます。）に加入する当社グループ社員のうち一定

の要件を充足する者を受益者とする信託（以下、「持株会信託」といいます。）を設定し、持株会信託は平成

26年10月以降、５年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、借入により調達した資金で予

め取得いたします。その後、持株会信託はこの予め取得した当該株式を毎月一定の日に持株会に売却いたしま

す。

持株会による当社株式の取得を通じ、当社株価の上昇により持株会信託に売却益相当額が累積した場合に

は、これを残余財産として受益者要件を充足する当社グループ社員に対して分配します。一方、当社株価の下

落により持株会信託が借入債務を完済できなかった場合には、当社が借入先銀行に対して残存債務を弁済しま

す。その際、持株会に加入する当社グループ社員がその負担を負うことはありません。

2.従業員持株会が取得する予定の株式の取得価格の総額

400百万円を上限とします。
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3.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

持株会に加入する当社グループ社員のうち一定の要件を充足する者

 

②役員株式報酬制度

当社は、当社の取締役及び委任型執行役員並びに当社子会社の取締役（詳細は下記３．のとおり。以下、「対

象役員」といいます。）に対して、業績や株価を意識した経営を動機付けかつ株主との利益意識を共有すること

を目的とし、対象役員に対して当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭（以下、

「当社株式等」といいます。）を給付する「株式給付信託(BBT=Board Benefit Trust)」を導入いたします。

1.役員株式報酬制度の概要

当社が役員株式報酬制度として導入する株式給付信託とは、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信

託を通じて取得され、対象役員に対して、当社及び本制度の対象となる当社グループ会社が定める役員株式給

付規程に従って、当社株式等が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。

2.役員に給付する予定の株式の総額

未定（注）

（注）対象期間（連続する３事業年度（当初は平成29年２月末日で終了する事業年度から平成31年２月末日

で終了する事業年度までの３事業年度とし、信託期間の延長が行われた場合には、以降の各３事業年

度）の期間をいう。）毎に合計300百万円（うち当社の取締役分として100百万円）を上限として金銭

を拠出することで、平成28年５月25日開催の当社第５期定時株主総会における決議を得ております。

3.当該役員株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

役員株式給付規程に基づき株式給付を受ける権利を取得した当社の取締役及び委任型執行役員並びに当社グ

ループ会社（当社子会社及び同子会社が出資する子会社）の取締役（ただし、当社及び当社グループ会社のい

ずれにおいても、社外取締役を除くものとし、また、監査役は、本制度の対象外とします。）
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２ 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号による普通株式の取得
 

　
(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。
　
(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

取締役会（平成27年11月10日）での決議状況
（取得期間平成27年11月16日～平成28年２月15日）

4,000,000 4,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 4,000,000 3,382

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― 617

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） ― 15.4

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合（％） ― ―
 

　
　

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

取締役会（平成28年４月13日）での決議状況
（取得期間平成28年４月14日～平成28年９月30日）

2,000,000 1,600

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年における取得自己株式 ― ―

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― ―

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） ― ―

当期間における取得自己株式 2,000,000 1,403

提出日現在の未行使割合（％） ― 12.3
 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
　

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 1,551 1,391

当期間における取得自己株式 110 78
 

（注）当期間における取得自己株式には、平成28年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式数は含まれておりません。
　
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

6,743,000 5,542,746 ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

99,768 88,354 ― ―

その他（新株予約権の権利行使） 1,257,000 977,946 ― ―

保有自己株式数 3,909,184 ― 5,909,294 ―
 

（注）当期間における保有自己株式数には平成28年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式数は含まれておりません。
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３ 【配当政策】

利益配分に関する基本方針

当社は企業価値の長期的な向上を図りつつ安定的な配当水準を維持することを重要な基本方針としており、当

該基本方針を前提に経営環境、業績、財務の健全性等を総合的に勘案した上で、株主の皆様への利益還元を図っ

てまいります。

また、内部留保については、新規出店等の設備投資並びに新規ブランド及び新事業の開発等、資本効率の向上

に資する投資に充当し、もって企業価値の向上を図ることを基本方針としています。

なお、当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行う旨を定款に定めて

います。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。

当事業年度の期末配当金については、当社定款第39条の規定に基づき、平成28年４月13日開催の当社取締役会

で、上記の方針及び当期の業績、経営環境や今後の事業展開などを考慮し、次のとおり決議しました。

(1)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金17円50銭　総額1,957百万円

(2)剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年５月10日

以上の結果、当事業年度の年間配当金は、当社普通株式１株につき17円50銭となります。

 

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期

決算年月 平成24年２月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月 平成28年２月

最高(円) 598 549 849 796 1,016

最低(円) 343 350 455 580 694
 

(注) １　株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しています。

２　当社株式は、平成23年６月１日から東京証券取引所市場第一部に上場しています。それ以前については、該

当事項はありません。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別 平成27年９月 10月 11月 12月 平成28年１月 ２月

最高(円) 937 892 914 915 863 881

最低(円) 845 805 842 802 764 694
 

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しています。
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５ 【役員の状況】

男性11名　女性１名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役
会長

― 三宅　正彦
昭和10年
１月３日生

昭和37年３月 ㈱サンエー・インターナショナル（現当

社）入社

（注）３ 1,527,019

昭和47年10月 同社取締役

昭和55年９月 同社専務取締役

平成８年11月 同社代表取締役社長

平成20年７月 同社取締役相談役

平成20年11月 同社取締役会長

平成22年９月 同社海外政策担当

平成23年６月

平成24年２月

当社代表取締役会長

当社代表取締役会長（現任）兼社長 管理本部

長

㈱東京スタイル（現当社）代表取締役社長

代表取締役
社長

事業戦略
本部長

 
齋藤　匡司

昭和42年
３月24日生

平成４年４月 エクソン化学㈱（現ＥＭＧマーケティング

合同会社） 入社

（注）３ 1,094

平成11年９月 米 国 Exxon Corporation（ 現 Exxon Mobil

Corporation）（出向）

平成17年10月 日本ロレアル㈱ セレクティブ事業部長

平成20年２月 L'ORÉAL SINGAPORE PTE LTD事業本部長（出

向）

平成23年４月

 
平成24年６月

 
 

日本ロレアル㈱　プロフェッショナル・プ

ロダクツ 副事業本部長　　　　　　　

シャクリー・グローバル・グループ㈱ 代表

執行役

日本シャクリー㈱（現日本シャクリーホー

ルディングス㈱） 取締役兼代表執行役社長

平成26年12月 当社入社 顧問

平成27年３月 当社執行役員事業戦略本部長

平成27年５月 当社代表取締役社長(現任) 事業戦略本部長

（現任）兼　同本部海外事業企画部長

取締役

 
管理
本部長
兼

同本部
シェアー
ドサービ
ス部長

大石　正昭

 
昭和24年
８月９日生

 

平成11年５月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）法人審査部

長

 
（注）３

 
5,689

平成13年５月 ㈱岩田屋（現㈱岩田屋三越）代表取締役副

社長管理本部長

平成21年11月 ㈱サンエー・インターナショナル（現当

社）社外監査役

平成23年６月 当社入社 管理本部

平成24年３月 当社管理本部副本部長

平成25年７月 当社執行役員

平成27年３月 当社管理本部長(現任)兼同本部シェアード

サービス部長（現任）

平成27年５月 当社取締役（現任）

取締役

管理本部
副本部長

兼
同本部
経営企画
部長

三宅　孝彦
昭和40年
３月20日生

平成２年８月 ㈱サンエー・インターナショナル(現当社）

入社

（注）３ 3,377,180

平成９年11月 同社取締役

平成12年８月 同社専務取締役

平成17年11月 同社取締役副社長

平成20年７月

平成20年11月

平成23年６月

平成24年９月

平成25年３月

同社代表取締役副社長

同社代表取締役社長

当社取締役（現任）経営企画本部長

当社経営企画本部経営管理部長

当社経営企画本部経営企画部長

平成26年３月 当社経営戦略本部長兼経営企画部長

平成27年３月 当社経営企画本部長兼経営企画部長

平成27年５月 当社管理本部副本部長（現任）兼　同本部

経営企画部長（現任）

取締役

 
事業戦略
本部事業
推進部長

山田　康夫
昭和28年
９月15日生

昭和51年３月 ㈱東京スタイル(現当社）入社

（注）３ 13,503

平成18年５月 同社取締役

平成19年３月 同社常務取締役

平成21年３月 同社執行役員

平成23年３月 同社顧問

平成23年５月 同社監査役

平成24年２月 同社取締役

平成24年３月 当社営業本部副本部長

平成24年３月 ㈱ナノ・ユニバース 代表取締役会長（現

任）

平成24年５月 当社取締役（現任）

平成26年３月 当社経営戦略本部副本部長

平成26年３月 ㈱東京スタイル 代表取締役社長

平成26年５月 ㈱トスカバノック　代表取締役会長（現

任）

平成27年９月 当社事業戦略本部事業推進部長（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役　
事業戦略
本部企画
開発部長

濵田　博人
昭和40年
５月17日生

平成元年３月 ㈱サンエー・インターナショナル（現当

社）入社

（注）３ 3,515

平成20年９月 同社執行役員

平成24年10月 当社営業本部店舗開発部長

平成25年５月 当社取締役（現任）

平成26年３月 当社経営戦略本部企画開発部長

平成26年９月 ㈱D.A.B.PASTRY代表取締役社長（現任）

平成27年３月 当社事業戦略本部企画開発部長（現任）

取締役 ― 篠原　祥哲
昭和10年
３月１日生

昭和38年２月 公認会計士 登録

（注）３ 11,338

昭和44年７月 監査法人大和会計事務所 代表社員

昭和49年12月 新和監査法人　代表社員

昭和60年７月 監査法人朝日新和会計社 代表社員

平成11年５月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法

人）副理事長

平成14年８月 ㈱篠原経営経済研究所 代表取締役（現任）

平成14年11月 ㈱サンエー・インターナショナル（現当

社）社外取締役

平成23年６月 当社社外取締役（現任）

平成24年４月 積水ハウス㈱ 社外監査役（現任）

平成27年６月 岩谷産業㈱　社外監査役（現任）

取締役 ― 髙岡　美佳
昭和43年
６月19日生

平成13年４月 大阪市立大学経済研究所助教授

（注）３ 1,338

平成14年４月 立教大学経済学部助教授

平成18年４月 同大学経営学部助教授

平成19年４月 同大学経営学部准教授

平成21年４月 同大学経営学部教授（現職）

平成23年５月 ㈱ファミリーマート 社外監査役（現任）

平成26年５月 当社社外取締役（現任）

平成26年６月 ㈱モスフードサービス 社外取締役（現任）

平成27年６月 共同印刷㈱　社外取締役（現任）

常勤監査役 ― 高畑　嘉之
昭和29年
２月８日生

昭和51年３月 ㈱東京スタイル(現当社)入社

（注）４ 3,233

平成15年３月 同社福岡支店長

平成24年２月 同社監査役

平成26年３月 ㈱東京スタイル 監査役（現任）

平成26年５月 当社監査役（現任)

平成26年５月 ㈱ナノ・ユニバース 監査役（現任）

常勤監査役 ― 坂田　修弘
昭和29年
７月21日生

平成８年１月 ㈱サンエー・インターナショナル(現当社）

入社

（注）５ 7,367

平成20年９月 同社執行役員

平成23年11月 同社取締役

平成24年７月 当社管理本部財務経理部長

平成25年７月 当社執行役員

平成26年５月 当社監査役(現任)

平成26年５月 ㈱アルページュ 監査役（現任）

平成26年５月 ㈱アングローバル 監査役（現任）

監査役 ― 渡邊　文雄
昭和23年
３月７日生

昭和58年３月 公認会計士 登録

（注）４ 1,338

昭和59年２月 渡邊公認会計士・税理士事務所 所長（現

任）

平成６年５月 ㈱東京スタイル(現当社) 会計監査人

平成18年６月 フランスベッドホールディングス㈱ 社外監

査役(現任)

平成23年６月 当社社外監査役（現任)

監査役 ― 杉山　昌明
昭和22年
４月14日生

昭和51年９月 公認会計士 登録

（注）４ 1,338

昭和52年１月 杉山昌明税理士事務所 代表（現任)

平成９年８月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法

人）代表社員

平成18年６月 有限責任 あずさ監査法人 監事会議長

平成21年７月 公認会計士杉山昌明事務所 代表（現任)

平成26年５月 当社社外監査役（現任)

平成26年６月 フクダ電子㈱ 社外取締役（現任）

計 4,953,952
 

(注) １　取締役篠原祥哲氏及び髙岡美佳氏は社外取締役です。

２　監査役渡邊文雄氏及び杉山昌明氏は社外監査役です。

３　取締役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年２月期に係る定時株主総会終

結の時までです。

４　監査役高畑嘉之氏、渡邊文雄氏及び杉山昌明氏の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時か

ら、平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
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５　監査役坂田修弘氏の任期は、平成26年２月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年２月期に係る定時

株主総会終結の時までです。

６　所有株式数は、ＴＳＩ役員持株会における平成28年４月30日現在の持分を含めた実質持株数を記載していま

す。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

[会社の機関の内容]

(1)取締役会、経営会議及び事業戦略会議

当社では、客観的な経営監督機能を持つ社外取締役２名を含む取締役８名(平成28年５月27日現在)で構成し

ています。また、社長の諮問機関として経営会議及び事業戦略会議を設置しています。

(2)監査役監査及び内部監査

監査役会は、客観的な監査機能を持つ社外監査役２名を含む監査役４名(平成28年５月27日現在)で構成して

います。内部監査については、社長の直属の機関として３名(平成28年５月27日現在)の社員で構成される内部

監査室を設置し、年間の監査計画に従い内部監査を実施しています。

(3)アカウンタビリティー

社会と会社との相互コミュニケーションがコーポレート・ガバナンスのうえで重要であると認識しており、

株主・投資家へのＩＲを含め広く社会に対する適時、公平、正確、継続を旨とした情報開示体制と、社会の声

を適切に受けとめる窓口機能を整えています。

(4)現状のガバナンス体制を採用している理由

当社では、社外取締役が経営全般及び財務・会計の専門家的見地から業務執行を監督し、また、社外監査役

が独立してかつ必要に応じ内部監査室と連携して監査を行っていますので、現状のガバナンス体制は、現時点

において業務執行の適正を確保する最適な体制であると考えています。なお、今後の状況等に応じては、随時

に体制の改善を検討して参ります。

 

[当社及び当社グループの内部統制システムの整備の状況]

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社及び当社グループ会社

の業務の適正を確保するための体制として、以下のとおり体制の大綱を決定しています。

(1) 当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 当社及び当社グループ会社は法令遵守を経営の基本方針とし、顧問弁護士や会計監査人などの専門家との連

携を深めるとともに、取締役会、監査役会、コンプライアンス担当部門のそれぞれの役割を高めることに

よって、コーポレートガパナンスの一層の強化とコンプライアンスの実現を図るものとする。

② 当社は、グループ社長会議、当社及び当社グループ会社の取締役会、監査役会をはじめグループ全体、当社

内及び当社グループ会社内の重要な会議を通して、当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が法令

及び定款に適合することを確認するとともに、相互のチェックによる内部統制機能の強化を図る。

(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制及び当社グループ会社の取締役の職務の

執行に係る事項の当社への報告に関する体制

① 当社は、文書管理規程をはじめ、関連規程(取締役会規程、稟議規程等)に基づき、各種議事録、稟議書、証

憑などを各担当部署で適正に保存、管理する。

② 関係会社管理規程に基づき、当社グループ会社の取締役に、当社グループ会社における取締役会等各種会議

の議事録の写し等の文書を当社に提出させること等により、当社グループ会社における職務執行に係る事項

を報告させる。また、当該提出を受けた文書については当社担当部署で適正に保存、管理する。また、当該

資料は当社の取締役及び監査役が常時閲覧可能とする。

(3) 当社及び当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 当社は、当社及び当社グループ会社の経営全般に関するリスクを把握し、リスク管理体制を整備、強化する

ためにリスク管理規程を定める。

② 当社及び当社グループ会社の各部門は関連規程に則り、自部門のリスクを調査、把握し、各部門責任者にお

いて管理を行なう。

③ 当社は代表取締役社長に直属する部署として内部監査室を設置し、内部監査規程に基づき当社グループ会社

における業務監査の状況を評価するとともに、必要に応じて直接業務監査を実施する。

(4) 当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

① 当社取締役会は月１回の定時開催の他必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、遅滞なく重要案件を審議

する体制を確保する。また、当社グループ会社の取締役会は各社の事情に応じつつ法令を遵守して定期的に

開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、遅滞なく重要案件を審議する体制を確保する。
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② 当社及び当社グループ会社の各取締役は、取締役会規程、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程に則

り、役割と権限を明確に分担して職務を遂行する。

③ 当社代表取締役社長の諮問機関として経営会議、グループ社長会議及び事業戦略会議等を置き、当社及び当

社グループ会社における重要案件はこれら会議の迅速かつ慎重な審議を経て当社取締役会の決議に付する。

④ 当社においては執行役員制度を採用し、その一部を主要なグループ会社社長と兼務させることによって、当

社グループ全体の業務執行の迅速化、経営資源の集中と責任の明確化を推進する。

(5) 当社及び当社グループ会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 当社は、グループ倫理規程、コンプライアンス規程及び関係会社管理規程に則り、当社及び当社グループ会

社の役職員が遵守すべき事項を周知徹底する。

② 当社グループにおけるコンプライアンス体制を有効に機能させるために、当社及び当社グループ会社におけ

る規程の整備を図るとともに研修等の実施により啓蒙に取り組む。

③ 当社は、公益通報者保護規程等により、当社及び当社グループ会社におけるコンプライアンス体制を有効に

機能させ、コンプライス経営への取り組みを強化する。

(6) 当社グループ企業全体における業務の適正を確保するための体制

① 当社は、関係会社管理規程に則り、当社グループ会社の管理、運営を行なうとともに、当社役職員は、当社

グループ会社の重要会議に出席し、適正な指導等を行なう。

② 当社は、職務権限規程において、当社グループ会社における各決裁事項のうち当社取締役会で決裁する事項

及び当社取締役会へ報告すべき事項を定め、この規程に従い当社グループ会社の管理を行なう。

(7) 監査役の職務を補助する使用人を置くことを求めた場合におけるその使用人に関する事項、当該使用人の取

締役からの独立性の確保に関する事項、及び監査役から当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

① 監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合は、その使用人の選任、報酬、人事異動には監査役会の同意を

要することとし、当該使用人の取締役からの独立性及び監査役からの指示の実効性の確保に努める。

② 監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合、当該使用人は、他の業務に優先して監査役の職務の補助業務

に従事する。

(8) 当社の取締役及び使用人並びに当社グループ会社の取締役及び使用人が当社監査役に報告するための体制、

当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制その他の当社監査役への

報告に関する体制

① 当社の取締役及び使用人並びに当社グループ会社の取締役及び使用人は取締役会及びその他重要な会議に

て、法定の事項に加えて当社及び当社グループ会社の業務の執行状況及び経営に大きな影響を及ぼす重要課

題について、定時又は随時に直接又は当社担当部署若しくは当社グループ会社監査役を通じて当社監査役に

報告する。

② 当社監査役と当社の重要な使用人並びに当社グループ会社の取締役、監査役及び重要な使用人とは、定時又

は随時に情報交換する機会を設ける。

③ 当社及び当社グループ会社各社は、コンプライアンス・ホットライン及びその他の手段により直接又は当社

が設置する社内外の通報窓口を通じて間接に当社監査役に報告した者が、当該報告をしたことを理由として

不利益な取扱を受けないことを確保する体制を整備する。

(9) その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

① 当社の監査役は「監査役監査基準」に基づき定期的に当社の取締役、当社の会計監査人とそれぞれ意見交換

会を開催する。

② 当社監査役は、当社及び当社グループ会社に対する監査の実施にあたり、必要に応じて外部専門家等を活用

する。

③ 当社監査役がその職務の遂行について生じる費用の前払又は償還等の請求をした時は、担当部門において当

該費用又は債務が当該監査役の職務の遂行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は

債務を処理するものとする。
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(10) 反社会的勢力排除に向けた体制

当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、不当、不法な

要求には一切応じず、また、取引関係を含めた一切の関係を持たないものとする。更に、外部専門機関と連携

し、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を行う。

[内部統制システムの概要]

　

② 内部監査及び監査役監査

監査役会は、客観的な監査機能を持つ社外監査役２名を含む監査役４名(平成28年５月27日現在)で構成してい

ます。　

監査にあたり内部統制システム及び法令、定款、諸規程等の遵守状況など対象業務が多岐に及ぶため、必要に

応じ内部監査室と連携して監査を実施しているほか、監査役会独自の判断で、弁護士、公認会計士、コンサルタ

ント等の外部アドバイザーを活用しています。なお、常勤監査役坂田修弘は当社及び㈱サンエー・インターナ

ショナル（現当社）における財務経理部長の経験により、また、社外監査役渡邊文雄及び杉山昌明は、公認会計

士の資格を有しており、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。

内部監査については、社長の直属の機関として３名(平成28年５月27日現在)の社員で構成される内部監査室を

設置し、年間の監査計画に従い内部監査を実施しています。

また、監査の相互補完及び効率性の観点から、監査役、内部監査室、会計監査人の三者は定期的且つ相互に情

報交換を行っており、連携を図りながら監査を実施しています。

 

③ 社外取締役及び社外監査役

社外取締役篠原祥哲氏は、公認会計士として豊富な経験と見識を有しており、当社のコーポレートガバナンス

の一層の充実と当社業務執行者の監督機能に資するものとして選任しております。なお、同氏は当社の会計監査

人である有限責任あずさ監査法人の出身者であり、また、積水ハウス㈱及び岩谷産業㈱の社外監査役でありま

す。有限責任あずさ監査法人と当社との間には監査契約に基づく取引がありますが、取引の規模、性質に照ら

し、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、積水ハウス㈱と当社との間に

は当社建物の建設に関する取引関係がありますが、その取引額は総額でも当社年間連結売上高の５％未満であり

独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。なお、岩谷産業㈱と当

社との間には特別な利害関係はありません。

社外取締役髙岡美佳氏は、長年にわたる経営学の実践的な研究から専門的な知識及び見識を持たれているた

め、当社の経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱ファミリーマートの社外監

査役並びに㈱モスフードサービス及び共同印刷㈱の社外取締役でありますが、㈱ファミリーマート、㈱モスフー

ドサービス及び共同印刷㈱と当社の間には特別な利害関係はありません。
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社外監査役渡邊文雄氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に的確な

助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏はフランスベッドホールディングス㈱の社

外監査役でありますが、フランスベッドホールディングス㈱と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役杉山昌明氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に的確な

助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏は当社の会計監査人である有限責任あずさ

監査法人の出身者であります。有限責任あずさ監査法人と当社との間には監査契約に基づく取引がありますが、

取引の規模、性質に照らし、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏

はフクダ電子㈱の社外取締役でありますが、フクダ電子㈱と当社との間には特別な利害関係はありません。

また、当社は会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員で

ある社外取締役を選任しております。

社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、内部監査室及び重要な使用人と定期または随時に情報交換する機

会を設けています。

 

④ 役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

215 215 － － － ８

監査役
(社外監査役を除く。)

34 34 － － － ２

社外役員 29 29 － － － ４
 

(注) １．当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額及び役員退職慰労金繰入額はありません。

２．上記の対象となる役員の員数には平成27年５月28日開催の第４期定時株主総会の終結の時をもって退任した

取締役１名を含んでいます。

 

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針

各役員の報酬等の額は、固定的な一律の基準を設けず、事業年度における各役員の役割、責任及び貢献度合

並びに会社の財務状態などを勘案のうえ、株主総会に承認された総額範囲内で合理的な報酬額を機動的かつ個

別に決定することを基本方針としています。

なお、平成24年５月24日開催の第１期定時株主総会において、取締役の報酬等の総額を年額500百万円以内

（うち、社外取締役の報酬等を年額20百万円以内）、監査役の報酬等を年額50百万円以内とする旨決議されて

おります。
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⑤ 株式の保有状況

当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）がもっとも大きい会社（最大保有

会社）当社については以下のとおりであります。なお、当社は平成26年９月１日付で、当社を吸収合併存続会

社、㈱東京スタイル資産管理、㈱サンエー・インターナショナル資産管理及び㈱ティエスプラザを吸収合併消滅

会社とする吸収合併を行っており、当該消滅会社３社が保有していた株式を当社に集約しております。

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数                      34銘柄

貸借対照表計上額の合計額 25,209百万円

 

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

的

　（前事業年度）

　　当社

特定投資株式

銘柄 株式数 貸借対照表計上額 保有目的

　 （株） （百万円） 　

住友不動産株式会社 1,780,000 7,317 事業上の関係強化

東レ株式会社 3,942,000 3,914 取引先との関係強化

日東紡績株式会社 6,220,778 3,060 取引先との関係強化

株式会社三越伊勢丹ホールディングス 1,665,377 3,045 取引先との関係強化

株式会社大林組 3,169,000 2,589 取引先との関係強化

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,923,032 2,273 取引先との関係強化

株式会社髙島屋 1,905,000 2,129 取引先との関係強化

株式会社ヤクルト本社 247,700 1,877 事業上の関係強化

株式会社西武ホールディングス 511,300 1,559 事業上の関係強化

株式会社丸井グループ 1,030,000 1,443 取引先との関係強化

前田道路株式会社 612,000 1,153 事業上の関係強化

株式会社松屋 610,352 1,096 取引先との関係強化

伊藤忠商事株式会社 625,000 837 取引先との関係強化

株式会社ユナイテッドアローズ 209,200 772 事業上の関係強化

株式会社京葉銀行 1,087,000 764 取引先との関係強化

株式会社近鉄百貨店 2,039,125 701 取引先との関係強化

東映株式会社 800,000 658 事業上の関係強化

株式会社東京放送ホールディングス 419,600 595 事業上の関係強化

美津濃株式会社 941,000 560 取引先との関係強化

株式会社ワコールホールディングス 315,000 400 取引先との関係強化

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 54,405 258 取引先との関係強化

株式会社みずほフィナンシャルグループ 1,065,050 234 取引先との関係強化

ＭＳ＆ＡＤインシュランスグループホールディ
ングス株式会社

67,260 222 事業上の関係強化

双日株式会社 1,078,000 197 取引先との関係強化

タキヒヨー株式会社 377,100 169 取引先との関係強化

ＪＦＥホールディングス株式会社 49,600 148 事業上の関係強化

Ｊ．フロントリテイリング株式会社 83,550 143 取引先との関係強化

三共生興株式会社 280,000 134 取引先との関係強化

株式会社商船三井 295,000 125 事業上の関係強化

蝶理株式会社 46,526 88 取引先との関係強化
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　（当事業年度）

　　当社

特定投資株式

銘柄 株式数 貸借対照表計上額 保有目的

　 （株） （百万円） 　

住友不動産株式会社 1,680,000 5,214 事業上の関係強化

東レ株式会社 3,942,000 3,558　 取引先との関係強化

日東紡績株式会社 6,220,778 2,276 取引先との関係強化

株式会社三越伊勢丹ホールディングス 1,669,438 2,190 取引先との関係強化

株式会社髙島屋 1,905,000　 1,720 取引先との関係強化

株式会社丸井グループ 1,030,000 1,593 取引先との関係強化

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,923,032 1,422 取引先との関係強化

株式会社ヤクルト本社 247,700 1,335 事業上の関係強化

株式会社西武ホールディングス 411,300 913 事業上の関係強化

前田道路株式会社 412,000 692 事業上の関係強化

株式会社近鉄百貨店 2,040,926 591 取引先との関係強化

株式会社大林組 569,000 585 取引先との関係強化

株式会社松屋 610,763 553 取引先との関係強化

美津濃株式会社 941,000 472 取引先との関係強化

株式会社京葉銀行 987,000 422 取引先との関係強化

株式会社ワコールホールディングス 285,000 369 取引先との関係強化

ＭＳ＆ＡＤインシュランスグループホールディ
ングス株式会社

67,260 206 事業上の関係強化

株式会社みずほフィナンシャルグループ 1,065,050 176 取引先との関係強化

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 54,405 172 取引先との関係強化

タキヒヨー株式会社 377,100 166 取引先との関係強化

Ｊ．フロントリテイリング株式会社 88,850 116 取引先との関係強化

三共生興株式会社 280,000 106 取引先との関係強化

株式会社キング 201,600 76 取引先との関係強化

株式会社日新 243,000 67 取引先との関係強化

蝶理株式会社 46,526 66 取引先との関係強化

エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 32,129 62 取引先との関係強化

株式会社商工組合中央金庫 293,000 44 取引先との関係強化

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 59,600 19 取引先との関係強化

ユニーグループ・ホールディングス株式会社 8,874 6 取引先との関係強化

株式会社スクロール 7,800 3 取引先との関係強化
 

 
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式

　       該当事項はありません。

 

⑥  会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は磯貝和敏氏、杉崎友泰氏、川村敦氏であり、有限責任 あずさ監査

法人に所属しております。

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士20名、その他21名であります。
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⑦ 取締役の選解任の決議要件の定め

当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行い、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めています。また、取締役の選

任については、累積投票によらない旨を定款に定めています。

 

⑧ 取締役の定数

当社は、取締役は10名以内とする旨を定款で定めています。

 

⑨ 剰余金の配当等の決定機関の定め

当社は、機動的な資本政策及び配当政策が遂行できるよう、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める

事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める

旨を定款に定めています。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件の定め

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使

することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う

旨を定款に定めています。

 

⑪ 責任限定契約の定め

当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の

賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、いずれの契約においても法令の

定める最低限度額です。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 88 － 88 10

連結子会社 22 3 22 －

計 110 3 110 10
 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

海外に所在する当社連結子会社は、主として、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属するＫＰＭ

Ｇのメンバーファームと監査契約を締結しており、当期の監査業務及び監査関連業務に係る報酬の金額は７百万

円、また、非監査業務に係る報酬の金額は１百万円であります。

(当連結会計年度)

海外に所在する当社連結子会社は、主として、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属するＫＰＭ

Ｇのメンバーファームと監査契約を締結しており、当期の監査業務及び監査関連業務に係る報酬の金額は７百万

円、また、非監査業務に係る報酬の金額は１百万円であります。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）であるアドバイザ

リー業務を委託し報酬を支払っております。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

当社は、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案し、さらに監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定してお

ります。
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第５ 【経理の状況】

 

１. 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「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、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

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、連結会計年度(平成27年３月１日から平成28年２月29

日まで)及び事業年度(平成27年３月１日から平成28年２月29日まで)に係る連結財務諸表及び財務諸表について、有限

責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

 

３. 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するため特段の取組みを行なっております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、各種研修等への参加及び会計専門誌の定期購読

等をおこなっております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 34,767 36,907

  受取手形及び売掛金 13,873 11,035

  有価証券 8,176 3,136

  商品及び製品 20,142 16,919

  仕掛品 603 654

  原材料及び貯蔵品 184 251

  繰延税金資産 1,429 948

  その他 6,601 5,300

  貸倒引当金 △64 △50

  流動資産合計 85,714 75,104

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 ※2  20,104 20,691

    減価償却累計額 △12,606 △12,658

    建物及び構築物（純額） 7,497 8,032

   機械装置及び運搬具 1,580 1,202

    減価償却累計額 △1,241 △860

    機械装置及び運搬具（純額） 338 341

   土地 ※2  2,131 2,184

   リース資産 1,346 1,377

    減価償却累計額 △596 △728

    リース資産（純額） 750 648

   その他 8,165 8,284

    減価償却累計額 △5,587 △5,699

    その他（純額） 2,577 2,584

   有形固定資産合計 13,296 13,792

  無形固定資産   

   のれん 3,800 2,323

   リース資産 278 185

   商標権 826 100

   その他 3,460 3,808

   無形固定資産合計 8,364 6,418

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※1,※2  49,524 ※1  36,194

   長期貸付金 164 93

   敷金及び保証金 11,032 10,811

   繰延税金資産 736 621

   投資不動産（純額） 14,065 14,871

   その他 ※1  5,154 ※1  8,635

   貸倒引当金 △222 △150

   投資その他の資産合計 80,456 71,078

  固定資産合計 102,117 91,289

 資産合計 187,832 166,394
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 19,605 17,212

  短期借入金 4,049 3,301

  1年内返済予定の長期借入金 2,790 2,695

  リース債務 320 268

  未払金 5,861 4,048

  未払法人税等 1,482 691

  繰延税金負債 138 103

  賞与引当金 1,452 1,102

  ポイント引当金 500 387

  株主優待引当金 4 3

  返品調整引当金 310 188

  資産除去債務 128 279

  その他 5,035 3,688

  流動負債合計 41,680 33,972

 固定負債   

  長期借入金 9,354 6,566

  リース債務 699 477

  繰延税金負債 7,701 3,580

  役員退職慰労引当金 315 330

  退職給付に係る負債 1,073 729

  資産除去債務 2,458 2,376

  その他 2,686 1,395

  固定負債合計 24,288 15,456

 負債合計 65,969 49,429

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 15,000 15,000

  資本剰余金 70,956 49,863

  利益剰余金 24,549 46,392

  自己株式 △6,173 △3,644

  株主資本合計 104,332 107,611

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 15,016 7,622

  繰延ヘッジ損益 4 △29

  為替換算調整勘定 1,259 963

  退職給付に係る調整累計額 93 △77

  その他の包括利益累計額合計 16,373 8,478

 新株予約権 226 -

 少数株主持分 931 874

 純資産合計 121,863 116,964

負債純資産合計 187,832 166,394
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成26年３月１日
　至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
　至 平成28年２月29日)

売上高 180,819 167,211

売上原価 ※1,※2  86,210 ※1,※2  79,092

売上総利益 94,609 88,119

販売費及び一般管理費 ※3  93,684 ※3  87,057

営業利益 924 1,061

営業外収益   

 受取利息 449 506

 受取配当金 484 556

 不動産収入 710 862

 為替差益 196 -

 デリバティブ評価益 245 -

 その他 374 357

 営業外収益合計 2,461 2,283

営業外費用   

 支払利息 127 119

 店舗等除却損 ※4  170 ※4  67

 為替差損 - 61

 不動産賃貸費用 235 346

 貸倒引当金繰入額 3 △18

 減価償却費 85 -

 デリバティブ評価損 - 138

 その他 136 34

 営業外費用合計 758 751

経常利益 2,627 2,592

特別利益   

 固定資産売却益 ※5  770 ※5  8

 投資有価証券売却益 2,453 5,753

 負ののれん発生益 92 -

 新株予約権戻入益 17 55

 保険解約返戻金 247 69

 事業譲渡益 - 361

 その他 167 227

 特別利益合計 3,749 6,476

特別損失   

 固定資産除却損 ※6  185 ※6  79

 減損損失 ※7  1,010 ※7,※8  1,959

 たな卸資産評価損 - ※8  737

 希望退職関連費用 - ※8  1,285

 解約違約金 - ※8  1,126

 特別退職金 - 136

 その他 672 252

 特別損失合計 1,867 5,577
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           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成26年３月１日
　至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
　至 平成28年２月29日)

税金等調整前当期純利益 4,510 3,491

法人税、住民税及び事業税 2,378 1,266

法人税等調整額 △464 606

法人税等合計 1,914 1,873

少数株主損益調整前当期純利益 2,595 1,618

少数株主利益 301 226

当期純利益 2,294 1,391
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【連結包括利益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成26年３月１日
　至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
　至 平成28年２月29日)

少数株主損益調整前当期純利益 2,595 1,618

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 5,099 △7,394

 繰延ヘッジ損益 2 △37

 為替換算調整勘定 600 △306

 退職給付に係る調整額 - △170

 その他の包括利益合計 ※1  5,702 ※1  △7,908

包括利益 8,298 △6,290

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 7,979 △6,503

 少数株主に係る包括利益 319 212
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③【連結株主資本等変動計算書】

 前連結会計年度(自 平成26年３月１日　至 平成27年２月28日)　

 (単位：百万円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 15,000 70,956 24,058 △5,783 104,231

会計方針の変更によ

る累積的影響額
    -

会計方針の変更を反映

した当期首残高
15,000 70,956 24,058 △5,783 104,231

当期変動額      

剰余金の配当   △1,886  △1,886

当期純利益   2,294  2,294

自己株式の取得    △401 △401

自己株式の処分  0  11 11

連結範囲の変動   82  82

欠損填補     -

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 - 0 491 △390 101

当期末残高 15,000 70,956 24,549 △6,173 104,332
 

 

 

その他の包括利益累計額

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ損

益

為替換算調整

勘定

退職給付に係

る調整累計額

その他の包括

利益累計額合

計

当期首残高 9,917 1 676 - 10,595 243 1,678 116,748

会計方針の変更によ

る累積的影響額
       -

会計方針の変更を反映

した当期首残高
9,917 1 676 - 10,595 243 1,678 116,748

当期変動額         

剰余金の配当        △1,886

当期純利益        2,294

自己株式の取得        △401

自己株式の処分        11

連結範囲の変動        82

欠損填補        -

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

5,099 2 583 93 5,778 △17 △747 5,013

当期変動額合計 5,099 2 583 93 5,778 △17 △747 5,114

当期末残高 15,016 4 1,259 93 16,373 226 931 121,863
 

 

 

 

 

 

 

EDINET提出書類

株式会社ＴＳＩホールディングス(E25234)

有価証券報告書

 43/115



 

 当連結会計年度(自 平成27年３月１日　至 平成28年２月29日)　

 (単位：百万円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 15,000 70,956 24,549 △6,173 104,332

会計方針の変更によ

る累積的影響額
  306  306

会計方針の変更を反映

した当期首残高
15,000 70,956 24,855 △6,173 104,638

当期変動額      

剰余金の配当  △1,886   △1,886

当期純利益   1,391  1,391

自己株式の取得    △3,383 △3,383

自己株式の処分  910  5,912 6,823

連結範囲の変動   27  27

欠損填補  △20,117 20,117  -

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 - △21,093 21,536 2,529 2,972

当期末残高 15,000 49,863 46,392 △3,644 107,611
 

 

 

その他の包括利益累計額

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ損

益

為替換算調整

勘定

退職給付に係

る調整累計額

その他の包括

利益累計額合

計

当期首残高 15,016 4 1,259 93 16,373 226 931 121,863

会計方針の変更によ

る累積的影響額
       306

会計方針の変更を反映

した当期首残高
15,016 4 1,259 93 16,373 226 931 122,169

当期変動額         

剰余金の配当        △1,886

当期純利益        1,391

自己株式の取得        △3,383

自己株式の処分        6,823

連結範囲の変動        27

欠損填補        -

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

△7,394 △34 △295 △170 △7,894 △226 △56 △8,177

当期変動額合計 △7,394 △34 △295 △170 △7,894 △226 △56 △5,205

当期末残高 7,622 △29 963 △77 8,478 - 874 116,964
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成26年３月１日
　至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
　至 平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 4,510 3,491

 減価償却費 5,063 5,388

 負ののれん発生益 △92 -

 のれん償却額 1,087 1,373

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △18 △85

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,470 -

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,073 △193

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △589 14

 賞与引当金の増減額（△は減少） 223 △349

 返品調整引当金の増減額（△は減少） 127 △121

 ポイント引当金の増減額（△は減少） 59 △112

 株主優待引当金の増減額（△は減少） △0 △0

 受取利息及び受取配当金 △934 △1,063

 支払利息 127 119

 店舗等除却損 170 67

 固定資産売却損益（△は益） △755 41

 固定資産除却損 185 79

 減損損失 1,010 1,959

 投資有価証券売却損益（△は益） △2,453 △5,753

 デリバティブ評価損益（△は益） △245 138

 希望退職関連費用 - 1,285

 売上債権の増減額（△は増加） △1,548 3,052

 たな卸資産の増減額（△は増加） △499 2,612

 仕入債務の増減額（△は減少） △526 △2,410

 未払消費税等の増減額（△は減少） 1,371 △943

 未払金の増減額（△は減少） 114 △1,649

 長期未払金の増減額（△は減少） 229 △1,437

 新株予約権戻入益 △17 △55

 その他 △702 1

 小計 5,497 5,450

 利息及び配当金の受取額 934 1,056

 利息の支払額 △120 △119

 法人税等の支払額 △3,212 △3,265

 法人税等の還付額 1,139 1,237

 希望退職関連費用の支払額 - △1,223

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,238 3,135
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           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成26年３月１日
　至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
　至 平成28年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の純増減額（△は増加） △2,072 217

 有価証券の取得による支出 △2,377 △4,436

 有価証券の売却による収入 3,407 5,417

 有形固定資産の取得による支出 △5,778 △5,857

 有形固定資産の売却による収入 1,310 31

 投資有価証券の取得による支出 △925 △4,233

 投資有価証券の売却による収入 3,434 15,822

 無形固定資産の取得による支出 △2,149 △1,239

 無形固定資産の売却による収入 9 -

 敷金及び保証金の差入による支出 △1,984 △2,146

 敷金及び保証金の回収による収入 2,305 3,157

 投資不動産の取得による支出 △285 △3,151

 貸付けによる支出 △230 △774

 貸付金の回収による収入 23 779

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△98 -

 子会社株式の取得による支出 △3,162 -

 資産除去債務の履行による支出 △758 △584

 その他 87 △734

 投資活動によるキャッシュ・フロー △9,242 2,268

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） △25 △746

 長期借入れによる収入 8,466 -

 長期借入金の返済による支出 △8,215 △2,878

 社債の償還による支出 △32 -

 リース債務の返済による支出 △532 △370

 自己株式の取得による支出 △401 △3,398

 自己株式の売却による収入 11 6,562

 配当金の支払額 △1,886 △1,886

 少数株主への配当金の支払額 △414 △253

 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,029 △2,972

現金及び現金同等物に係る換算差額 273 △116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,760 2,315

現金及び現金同等物の期首残高 38,087 30,406

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

79 64

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  30,406 ※1  32,786
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【注記事項】

 (継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　　　　　39社

主要な連結子会社の名称

㈱東京スタイル

㈱サンエー・インターナショナル

㈱サンエー・ビーディー

㈱ＴＳＩグルーヴアンドスポーツ

㈱ナノ・ユニバース

上記以外の連結子会社　　34社

（連結の範囲の変更）

当連結会計年度において、新たに設立したスタイル・デプト㈱を連結の範囲に含めております。

重要性が増したため、非連結子会社であったNANO UNIVERSE HONG KONG COMPANY LIMITED及び㈱Ｄ．Ａ．Ｂ．ＰＡ

ＳＴＲＹを連結の範囲に含めております。

㈱スピックインターナショナルが㈱エスピーシーを吸収合併したため、㈱エスピーシーを連結の範囲から除外し

ております。　

また、㈱ローズバッドが㈱エレファントを吸収合併したため、㈱エレファントを連結の範囲から除外しておりま

す。　

 

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

東京時装（啓東）有限公司

三永事業協同組合

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外

しております。

 

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社

該当事項はありません。

 

(2) 持分法を適用していない主要な非連結子会社の名称

会社等の名称

東京時装（啓東）有限公司

三永事業協同組合

（持分法を適用していない理由）

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

 

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、東京スタイル香港有限公司、蘇州東京時装有限公司、上海東京時装銷售有限公司、上海東之上

時装商貿有限公司、北京子苞米時装有限公司、上海賛英時装有限公司及びTSI ASIA LIMITEDの決算日は12月31日で

す。

連結財務諸表の作成にあたっては、各社の12月31日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行なっております。
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連結子会社のうち、SANEI INTERNATIONAL USA LLCの決算日は６月30日です。

連結財務諸表の作成にあたっては、同社の12月31日現在の四半期財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調整を行なっております。

 

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

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております。)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

②デリバティブ

時価法を採用しております。

③たな卸資産

ａ　商品及び製品、仕掛品、原材料

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採

用しております。

ｂ　貯蔵品

最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しておりま

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（リース資産を除く）及び投資不動産

主として定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）につ

いては定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物及び構築物　　　　３～50年

その他　　　　　　　　２～20年

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５～10年）による定額法を採用して

おります。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

④長期前払費用

均等償却を採用しております。

(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るため、国内連結子会社は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。また在外連結子会

社は主として特定の債権について回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

当社及び一部の連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年

度負担額を計上しております。
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③ポイント引当金

一部の連結子会社は、顧客の購入実績に応じて付与するポイント制度に基づき、将来のポイント使用による費

用の発生に備えるため、過去の実績を基礎にして当連結会計年度末において将来使用されると見込まれる額を計

上しております。

④株主優待引当金

当社は、株主優待制度に基づき、将来の株主優待券の利用による費用の発生に備えるため、過去の実績を基礎

にして当連結会計年度末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。

⑤返品調整引当金

一部の連結子会社は、当連結会計年度末に予想される売上返品による損失に備えるため、過去の返品率等を勘

案し、将来の返品に伴う損失予想額を計上しております。

⑥役員退職慰労引当金

一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上

しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、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（５年）による定額法により費用

処理しております。

数理計算上の差異については、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（５年）による定額

法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

③小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 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及び負債並びに収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を採用しており、金利スワップ

については、特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

a　ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建買掛債務及び外貨建予定取引

b　ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金の利息

③ヘッジ方針

内部規程である「デリバティブ管理規程」に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしておりま

す。

④ヘッジの有効性評価の方法

為替予約については、為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、同一通貨建てによる同一金額で同一期

日の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているの

で決算日における有効性の評価を省略しております。

また、金利スワップについては、金利スワップの特例処理の要件を満たしているので決算日における有効性の

評価を省略しております。
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(7) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、その投資効果の発現する期間を個別に見積り、20年以内の合理的な期間で均等償却を

行なっております。

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３カ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。

(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

②連結納税制度の適用

当社及び一部の国内連結子会社は、連結納税制度を適用しております。

 

(会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについ

て当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を

期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員

の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映

した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結会計

年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しておりま

す。

この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が321百万円減少し、利益剰余金が306百万円増加してお

ります。なお、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響は軽微であります。ま

た、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

 
(未適用の会計基準等)

・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日)

・「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年９月13日)

・「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号 平成25年９月13日)

・「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号 平成25年９月13日)

・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13

日)

・「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号 平成25年９月13日)

(1) 概要

本会計基準等は、①子会社株式の追加取得等において支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動

の取扱い、②取得関連費用の取扱い、③当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更、④暫定的

な会計処理の取扱いを中心に改正されたものであります。

(2) 適用予定日

平成29年２月期の期首より適用予定であります。なお、暫定的な会計処理の取扱いについては、平成29年２月期の

期首以後実施される企業結合から適用予定であります。

(3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
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・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）

(1) 概要

繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に

関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を５つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る

枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行なわれております。

①（分類１）から（分類５）に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い

②（分類２）及び（分類３）に係る分類の要件

③（分類２）に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い

④（分類３）に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い

⑤（分類４）に係る分類の要件を満たす企業が（分類２）又は（分類３）に該当する場合の取扱い

(2) 適用予定日

平成30年２月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

 

EDINET提出書類

株式会社ＴＳＩホールディングス(E25234)

有価証券報告書

 51/115



 

(表示方法の変更)

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、「営業外費用」の「店舗等除却損」に含めておりました「減損損失」及び「特別損

失」の「固定資産除却損」に含めておりました「減損損失」は、連結損益計算書の一覧性及び明瞭性を高める観点

から表示科目の見直しを行ない、当連結会計年度より「特別損失」の「減損損失」として表示することとしており

ます。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行なっております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「店舗等除却損」に含めて表示してい

た「減損損失」86百万円及び「特別損失」の「固定資産除却損」に含めて表示していた「減損損失」25百万円は、

「特別損失」の「減損損失」に組み替えております。

 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「店舗等除却損」に含めておりました「減

損損失」及び「固定資産除却損」に含めておりました「減損損失」は、連結損益計算書の表示科目の見直しに伴

い、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「減損損失」として表示することとしておりま

す。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行なっております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「店舗等除却損」に含めて表示していた「減損損失」86百万円及び「固定資産除却損」に含めて表示していた

「減損損失」25百万円は、「減損損失」に組み替えております。

前連結会計年度において、「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）」及び「長期未払金の増減額（△は減少）」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度

より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の

組替えを行なっております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「その他」に含めて表示していた△358百万円は、「未払金の増減額（△は減少）」114百万円、「長期未払金の

増減額（△は減少）」229百万円、「その他」△702百万円に組み替えております。

 
(追加情報)

（「従業員持株会信託型ＥＳＯＰ」）

当社は、平成26年８月19日開催の取締役会決議に基づき、福利厚生の一環として、従業員インセンティブ・プラ

ン「従業員持株会信託型ＥＳＯＰ」を導入しております。

①取引の概要

当社は、「ＴＳＩ社員持株会」（以下、「持株会」といいます。）に加入する当社グループ社員のうち、一定の

要件を充足する者を受益者とする信託（以下、「持株会信託」といいます。）を設定しました。

持株会信託は平成26年10月より５年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、借入により調達

した資金で予め取得しました。その後、持株会による当社株式の取得は、持株会信託により行ないます。なお、当

社は、持株会信託の当該借入に対し補償を行なっております。

②信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により、純資産の部に自己株式として計上しております。当

該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末388百万円、603千株、当連結会計年度末344百万円、543千

株であります。

③総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度末400百万円、当連結会計年度末339百万円
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(連結貸借対照表関係)

※１　非連結子会社及び関連会社に関するものは次のとおりです。

 

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

投資有価証券(株式)     102百万円 97百万円

投資その他の資産
「その他」(出資金)

19 20
 

 

※２　担保提供資産

(担保に供している資産)

 

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

建物及び構築物      107百万円 ―百万円

土地 17 ―

投資有価証券 976 ―

計 1,101 ―
 

上記に対応する債務はありません。

 

３　当座貸越契約

当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結してお

ります。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

 

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

当座貸越極度額          14,109百万円 16,573百万円

借入実行残高 4,050 3,346

差引額 10,058 13,226
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(連結損益計算書関係)

※１　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており

ます。

 

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

 3,836百万円 2,657百万円
 

 

※２　売上原価に含まれている返品調整引当金の繰入差額（△は戻入）は、次のとおりです。

 

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

        127百万円 △123百万円
 

 

※３　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額

 

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

荷造運搬費 5,767百万円 5,033百万円

賃借料 21,325 18,748 

貸倒引当金繰入額 18 △19 

ポイント引当金繰入額 59 △112 

株主優待引当金繰入額 △0 △0 

給与手当 21,428 19,252 

賞与引当金繰入額 1,278 855 

役員退職慰労引当金繰入額 66 9 

退職給付費用 374 314 

減価償却費 4,819 5,225 

のれん償却額 1,087 1,373 
 

 

※４　店舗等除却損の内訳

 

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

建物及び構築物 75百万円 32百万円

有形固定資産「その他」 67 32

投資その他の資産「その他」 3 3

撤去費用等 24 ―

計 170 67
 

 

(表示方法の変更)

前連結会計年度において、「店舗等除却損」に含めておりました「減損損失」は、連結損益計算書の一覧性及び

明瞭性を高める観点から表示科目の見直しを行ない、当連結会計年度より「減損損失」として表示することとして

おります。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の内訳金額の組替えを行なっております。

なお、前連結会計年度の建物及び構築物は118百万円、有形固定資産「その他」は106百万円、投資その他の資産

「その他」は７百万円、撤去費用等は24百万円であり、このうち建物及び構築物に42百万円、有形固定資産「その

他」に39百万円、投資その他の資産「その他」に４百万円減損損失が含まれております。
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※５　固定資産売却益の内訳

 

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

建物及び構築物 　94百万円 ―百万円

機械装置及び運搬具 65 7

土地 609 ―

有形固定資産「その他」 1 0

計 770 8
 

 

※６　固定資産除却損の内訳

 

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

建物及び構築物      115百万円 34百万円

機械装置及び運搬具 0 2

リース資産（有形固定資産） ― 11

有形固定資産「その他」 15 14

商標権 1 0

無形固定資産「その他」 1 3

敷金及び保証金 ― 0

投資その他の資産「その他」 2 1

撤去費用等 47 10

計 185 79
 

 

(表示方法の変更)

前連結会計年度において、「固定資産除却損」に含めておりました「減損損失」は、連結損益計算書の一覧性及

び明瞭性を高める観点から表示科目の見直しを行ない、当連結会計年度より「減損損失」として表示することとし

ております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の内訳金額の組替えを行なっております。

なお、前連結会計年度の建物及び構築物は140百万円、機械装置及び運搬具は０百万円、有形固定資産「その他」

は15百万円、商標権は１百万円、無形固定資産「その他」は１百万円、投資その他の資産「その他」は２百万円、

撤去費用等は47百万円であり、このうち建物及び構築物に25百万円減損損失が含まれております。

 
※７　減損損失の内訳

 

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

建物及び構築物      624百万円 862百万円

機械装置及び運搬具 0 ―

有形固定資産「その他」 212 357

リース資産（無形固定資産） 25 ―

商標権 34 524

無形固定資産「その他」 58 173

投資その他の資産「その他」 54 42

計 1,010 1,959
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(前連結会計年度)

当社及び一部の連結子会社は事業別又は店舗別にグルーピングを行い、また、賃貸不動産及び遊休資産等につ

いては個別に減損損失の認識の判定をしております。

この結果、アパレル関連事業において退店の意思決定をした店舗、営業損益が継続してマイナスである店舗、

閉鎖の意思決定をしたブランドに係る店舗及び商標権等につき、また、その他の事業において情報システムの切

替えに伴う処分予定資産等につき、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(1,010百万円)を減損損失と

して特別損失に計上しております。

なお、回収可能価額は正味売却価額を使用しており、売却が困難であるため零としております。

セグメント 場所 用途 種類
減損損失
（百万円）

アパレル関連事業

ナノ・ユニバース

神戸ジーニアス店

（神戸市中央区）

店舗

建物及び構築物

有形固定資産

「その他」

57

アパレル関連事業

フリーペドラー

マーケット

（東京都渋谷区）

店舗

建物及び構築物

有形固定資産

「その他」

商標権

無形固定資産

「その他」

投資その他の資産

「その他」

43

その他の事業
本社

（東京都港区）
―

建物及び構築物

有形固定資産

「その他」

無形固定資産

「その他」

リース資産

71

アパレル関連事業 その他
店舗

等

建物及び構築物

有形固定資産

「その他」

商標権

無形固定資産

「その他」

投資その他の資産

「その他」

809

その他の事業 その他 ―

建物及び構築物

機械装置及び運搬

具

無形固定資産

「その他」

リース資産

27
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(当連結会計年度)

当社及び一部の連結子会社は事業別又は店舗別にグルーピングを行い、また、賃貸不動産及び遊休資産等につ

いては個別に減損損失の認識の判定をしております。

この結果、アパレル関連事業において退店の意思決定をした店舗、営業損益が継続してマイナスである店舗及

び閉鎖の意思決定をしたブランドに係る店舗等につき、また、その他の事業において商標権及び情報システムに

係る処分予定資産等につき、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(1,959百万円)を減損損失として特

別損失に計上しております。

なお、回収可能価額は正味売却価額を使用しており、売却が困難であるため零としております。また、商標権

については使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローの割引率は7.1％を使用しております。

セグメント 場所 用途 種類
減損損失
（百万円）

アパレル関連事業

ナノ・ユニバース

札幌ステラプレイ

ス店

（札幌市中央区）

店舗

建物及び構築物

有形固定資産

「その他」

51

アパレル関連事業

ナノ・ユニバース

The 1st.Floorラ

ゾーナ川崎店

（川崎市幸区）

店舗

建物及び構築物

有形固定資産

「その他」

45

その他の事業 ― ― 商標権 523

アパレル関連事業 その他
店舗

等

建物及び構築物

有形固定資産

「その他」

商標権

無形固定資産

「その他」

投資その他の資産

「その他」

1,134

その他の事業 その他 ―

建物及び構築物

有形固定資産

「その他」

無形固定資産

「その他」

204

 

　

(表示方法の変更)

前連結会計年度において、「店舗等除却損」に含めておりました「減損損失」及び「固定資産除却損」に含めて

おりました「減損損失」は、連結損益計算書の一覧性及び明瞭性を高める観点から表示科目の見直しを行ない、当

連結会計年度より「減損損失」として表示することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連

結会計年度の内訳金額の組替えを行なっております。

この結果、「店舗等除却損」に含めて表示していた「減損損失」86百万円及び「固定資産除却損」に含めて表示

していた「減損損失」25百万円は、「減損損失」に組み替えております。

なお、前連結会計年度の建物及び構築物は556百万円、機械装置及び運搬具は０百万円、有形固定資産「その他」

は173百万円、リース資産（無形固定資産）は25百万円、商標権は34百万円、無形固定資産「その他」は58百万円、

投資その他の資産「その他」は49百万円であります。
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当連結会計年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)

※８　たな卸資産評価損737百万円、希望退職関連費用1,285百万円、減損損失のうち200百万円及び解約違約金のうち

533百万円は、連結子会社２社の清算及び当社グループが運営する９ブランドの廃止に関連する費用であります。

また、減損損失のその他の主な内容は、退店の意思決定をした店舗並びに商標権に対するものであり、解約違約

金のその他の主な内容は、物流センターの契約解除によるものであります。
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(連結包括利益計算書関係)

※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

その他有価証券評価差額金   
 当期発生額    10,156百万円   △5,757百万円

 組替調整額 △2,453 △5,753

   税効果調整前 7,703 △11,512

   税効果額 △2,603 4,118

　　その他有価証券評価差額金 5,099 △7,394

繰延ヘッジ損益   
　当期発生額 8 △50

 組替調整額 △4 △8

   税効果調整前 3 △58

   税効果額 △0 20

   繰延ヘッジ損益 2 △37

為替換算調整勘定   
　当期発生額 430 △306

　組替調整額 170 ―

   為替換算調整勘定 600 △306

退職給付に係る調整額   
　当期発生額 ― △162

　組替調整額 ― △73

　　税効果調整前 ― △235

　　税効果額 ― 64

　　退職給付に係る調整額 ― △170

その他の包括利益合計 5,702 △7,908
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首

株式数（株）

当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度

減少株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株）

発行済株式     
　普通株式 115,783,293 ― ― 115,783,293

　合計 115,783,293 ― ― 115,783,293

自己株式     
　普通株式 8,005,116 623,920 17,935 8,611,101

　合計 8,005,116 623,920 17,935 8,611,101
 

 (注1) 当連結会計年度末の自己株式数には、従業員持株会信託型ＥＳＯＰが所有する当社株式が、

603,700株含まれております。

 (注2) 自己株式の増加株式数の内訳は、次のとおりです。

従業員持株会信託型ＥＳＯＰによる取得　 　　　　　　　　 621,600株　

単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　 　　  　 2,320株

 (注3) 自己株式の減少株式数の内訳は、次のとおりです。

従業員持株会信託型ＥＳＯＰから従業員持株会への売却　　　　17,900株

単元未満株式の買増し請求による減少　　　　　　　　　　　　　 35株

 
２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の目的と

なる株式の種類

新株予約権の目的となる株式数（株） 当連結会計

年度末残高

（百万円）
当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

当社
ストック・オプション

としての新株予約権
― ― ― ― ― 226

 

 

３．配当に関する事項

　（１）配当金支払額

平成26年４月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

(1)配当金総額 1,886百万円

(2)１株当たり配当額 17.50円

(3)基準日 平成26年２月28日

(4)効力発生日 平成26年５月８日
 

 

　（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

平成27年４月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

　　普通株式の配当に関する事項

(1)配当金総額    1,886百万円

(2)配当の原資 資本剰余金

(3)１株当たり配当額     17.50円

(4)基準日 平成27年２月28日

(5)効力発生日 平成27年５月14日
 

 (注) 平成27年４月13日開催の取締役会決議による配当金総額には、従業員持株会信託型ＥＳＯＰが

所有する当社株式に対する配当金10百万円が含まれております。
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当連結会計年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首

株式数（株）

当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度

減少株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株）

発行済株式     
　普通株式 115,783,293 ― ― 115,783,293

　合計 115,783,293 ― ― 115,783,293

自己株式     
　普通株式 8,611,101 4,001,551 8,159,868 4,452,784

　合計 8,611,101 4,001,551 8,159,868 4,452,784
 

 (注1) 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数には、従業員持株会信託型ＥＳＯＰ

が所有する当社株式がそれぞれ、603,700株、543,600株含まれております。

 (注2) 自己株式の増加株式数の内訳は、次のとおりです。

会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づく取得　4,000,000株

単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　 　　  　 1,551株

 (注3) 自己株式の減少株式数の内訳は、次のとおりです。

従業員持株会信託型ＥＳＯＰから従業員持株会への売却　　 　 60,100株

新株予約権の行使による減少　　　　　　　　　　　　　　 1,257,000株

第三者割当による自己株式の処分による減少　　　　　　　 6,743,000株

株式交換に伴う自己株式の交付による減少　　　　　　　　　　99,768株

 
２．配当に関する事項

　（１）配当金支払額

平成27年４月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

(1)配当金総額 1,886百万円

(2)１株当たり配当額 17.50円

(3)基準日 平成27年２月28日

(4)効力発生日 平成27年５月14日
 

 (注) 平成27年４月13日開催の取締役会決議による配当金総額には、従業員持株会信託型ＥＳＯＰが

所有する当社株式に対する配当金10百万円が含まれております。

 

　（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

平成28年４月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

　　普通株式の配当に関する事項

(1)配当金総額 1,957百万円

(2)配当の原資 資本剰余金

(3)１株当たり配当額 17.50円

(4)基準日 平成28年２月29日

(5)効力発生日 平成28年５月10日
 

 (注) 平成28年４月13日開催の取締役会決議による配当金総額には、従業員持株会信託型ＥＳＯＰが

所有する当社株式に対する配当金９百万円が含まれております。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

現金及び預金勘定          34,767百万円 36,907百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△4,361 △4,121

現金及び現金同等物 30,406 32,786
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(リース取引関係)

１　ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

有形固定資産

一部の連結子会社本社及び店舗における管理システム（有形固定資産「工具、器具及び備品」）です。

(2) リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 ③」に記載のとおりです。

 

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

 

(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

 (単位：百万円)

 

前連結会計年度
(平成27年２月28日)

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

有形固定資産「その他」
(工具、器具及び備品)

8 7 0

合計 8 7 0
 

 
 (単位：百万円)

 

当連結会計年度
(平成28年２月29日)

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

有形固定資産「その他」
(工具、器具及び備品)

― ― ―

合計 ― ― ―
 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

１年内 0 ―

１年超 ― ―　

合計 0 ―
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(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

支払リース料 1 0

減価償却費相当額 1 0

支払利息相当額 ― ―
 

 

(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。

 

(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。

 

２　オペレーティング・リース取引

（借主側）

 未経過リース料  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

１年内 412 459

１年超 798 727

合計 1,211 1,187
 

　

（貸主側）

 未経過リース料  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

１年内 279 279

１年超 742 463

合計 1,022 742
 

 
(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありませんので、項目等の記載は省略しております。
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(金融商品関係)

１. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループでは、主にアパレル事業の出店計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。

一時的な余資は有価証券や安全性の高い預金等で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しており

ます。複合金融商品を保有しておりますが、デリバティブは、リスクを回避するために利用することとし、投機的

な取引は行わない方針です。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外に事業を展開してい

ることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。

　有価証券及び投資有価証券は、主に同業他社や業務上の関係を有する企業の株式及び債券（複合金融商品）であ

り、株式相場や為替相場等の市場価格の変動リスクに晒されております。

敷金及び保証金は、主に出店に伴う差入保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。また、その一部には原材料等の輸入に

伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。

短期借入金は、運転資金の調達であり、また、長期借入金は、設備投資資金の調達を目的としたものであり、償

還日は決算日後、最長で５年後であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務及び外貨建ての予定取引について、為替の変動リスクに対するヘッジ

を目的とした為替予約取引、長期借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取

引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等に

つきましては、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されている「重要なヘッジ会計

の方法」をご参照ください。

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について、営業推進部門が財務経理部と連携して、主要な取

引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図って

おります。

敷金及び保証金は、企画開発部が財務経理部と連携して、賃貸借契約締結時に差入先の信用状況を把握すると

ともに、入居後も定期的に信用状況を把握することにより、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

デリバティブ取引の利用については、取引相手先を格付の高い金融機関に限定しているため信用リスクはほと

んどないと認識しております。

②  市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

当社グループは、外貨建ての営業債務及び外貨建ての予定取引について、将来の為替の変動リスクに対して、

必要に応じて為替予約を利用してヘッジしております。また、当社は長期借入金に係る支払金利の変動リスクを

回避するために、金利スワップ取引を利用しております。

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、また、取引先企業との

関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引については、財務経理部長から取締役会への申請許可事項とし、執行後は財務経理部内にお

いてデリバティブ取引の残高状況、評価損益状況等を把握し随時財務経理部長に報告されます。財務経理部長は

必要と認められる場合に、担当役員に報告しております。

③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社グループは、各事業部からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成、更新するとともに、手

許流動性を継続して維持することにより、流動性リスクを管理しております。
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(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。また、注記事項（デリバティブ取引関係）におけるデリバティブ取引に

関する契約額等につきましては、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

２. 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが

極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注２)をご参照ください。)。

 前連結会計年度(平成27年２月28日)

　(単位：百万円)

科目
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金及び預金 34,767 34,767 ―

(2) 受取手形及び売掛金 13,873 13,873 ―

(3) 有価証券及び投資有価証券 55,430 55,430 ―

(4) 敷金及び保証金 9,624 9,590 △34

資産計 113,695 113,661 △34

(1) 支払手形及び買掛金 19,605 19,605 ―

(2) 短期借入金 4,049 4,049 ―

(3) 長期借入金(※１) 12,144 12,144 △0

負債計 35,799 35,799 △0

デリバティブ取引(※２) 271 271 ―
 

(※１)  長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

(※２)  デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に

ついて（　）で示しております。

 

 当連結会計年度(平成28年２月29日)

　(単位：百万円)

科目
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金及び預金 36,907 36,907 ―

(2) 受取手形及び売掛金 11,035 11,035 ―

(3) 有価証券及び投資有価証券 36,889 36,889 ―

(4) 敷金及び保証金 9,491 9,491 ―

資産計 94,325 94,325 ―

(1) 支払手形及び買掛金 17,212 17,212 ―

(2) 短期借入金 3,301 3,301 ―

(3) 長期借入金(※１) 9,262 9,262 △0

負債計 29,776 29,776 △0

デリバティブ取引(※２) (25) (25) ―
 

(※１)  長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

(※２)  デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に

ついて（　）で示しております。
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(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資  産

(1) 現金及び預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

(2) 受取手形及び売掛金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

 

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示さ

れた価格によっております。また、複合金融商品全体を時価評価しております。

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照下さい。

 

(4) 敷金及び保証金

その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。

 

負  債

(1) 支払手形及び買掛金、並びに(2)短期借入金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

 

(3) 長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利が反映されるため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。また、固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借

入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

 

デリバティブ取引

取引金融機関から提示された価格を時価としております。ただし、為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対

象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該買掛金の時価に含め、金利スワップの特

例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期

借入金の時価に含めて記載しております。なお、取引の区分ごとのデリバティブ取引に関する事項については、注

記事項（デリバティブ取引関係）をご参照ください。

 

(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

　(単位：百万円)

区分 平成27年２月28日 平成28年２月29日

非上場株式等 2,167 2,344

関係会社株式 102 97

敷金及び保証金 1,408 1,319
 

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)有価証券及び投資

有価証券」には含めておりません。また、将来の償還予定時期が合理的に見込めない敷金及び保証金は、その将来

キャッシュ・フローを見積もることが困難と認められるため、「(4)敷金及び保証金」には含めておりません。
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(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

 前連結会計年度(平成27年２月28日)

　(単位：百万円)

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 34,767 ― ― ―

受取手形及び売掛金 13,873 ― ― ―

有価証券及び投資有価証券     

その他有価証券のうち満期があるもの     

債券（社債） 7,067 8,047 ― ―

その他 1,108 ― ― ―

合計 56,816 8,047 ― ―
 

 

 当連結会計年度(平成28年２月29日)

　(単位：百万円)

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 36,907 ― ― ―

受取手形及び売掛金 11,035 ― ― ―

有価証券及び投資有価証券     

その他有価証券のうち満期があるもの     

債券（社債） 3,010 5,821 ― ―

その他 126 ― ― ―

合計 51,080 5,821 ― ―
 

 

(注４)長期借入金の連結決算日後の返済予定額

 前連結会計年度(平成27年２月28日)

　(単位：百万円)

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

長期借入金 2,790 2,727 2,676 1,845 1,613 491
 

 

 当連結会計年度(平成28年２月29日)

　(単位：百万円)

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

長期借入金 2,695 2,656 1,884 1,612 343 70
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(有価証券関係)

１. その他有価証券

前連結会計年度(平成27年２月28日)

 

区分 種類
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

(1) 株式 38,403 17,132 21,270

(2) 債券 12,174 12,010 164

(3) その他 190 145 45

小計 50,767 29,287 21,479

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

(1) 株式 603 689 △86

(2) 債券 2,951 3,000 △48

(3) その他 1,108 1,108 ―

小計 4,662 4,797 △135

合計 55,430 34,085 21,344
 

(注) 非上場株式等（連結貸借対照表計上額2,167百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極め

て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

当連結会計年度(平成28年２月29日)

 

区分 種類
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

(1) 株式 25,301 14,715 10,586

(2) 債券 5,022 5,000 22

(3) その他 709 623 86

小計 31,034 20,339 10,694

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

(1) 株式 22 24 △2

(2) 債券 3,809 4,000 △190

(3) その他 2,023 2,127 △103

小計 5,855 6,152 △296

合計 36,889 26,491 10,397
 

(注) 非上場株式等（連結貸借対照表計上額2,344百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極め

て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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２. 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日）

（単位：百万円）

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式 3,973 2,452 ―

債券 ― ― ―

その他 5 0 ―

合計 3,978 2,453 ―
 

 

当連結会計年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日）

（単位：百万円）

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式 8,297 5,753 ―

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 8,297 5,753 ―
 

 

３. 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度（自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日）

該当事項はありません。
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(デリバティブ取引関係)

１. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度(平成27年２月28日)

（単位：百万円）

 種類 契約額等
契約額等のう
ち１年超

時価 評価損益

 為替予約取引      

 　買建 米ドル 325 60 46 46

  ユーロ 649 386 △33 △33

 通貨オプション取引      

市場取引以外の
取引

　買建　コール 米ドル 892 512 271 152

  ユーロ 640 460 38 24

 　売建　プット 米ドル 892 512 △1 141

  ユーロ 1,083 763 △71 △57

 通貨スワップ取引      

 　受取米ドル・支払円  1,336 1,336 12 12

合計  5,820 4,033 263 286
 

(注) 時価の算定方法　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

 

当連結会計年度(平成28年２月29日)

（単位：百万円）

 種類 契約額等
契約額等のう
ち１年超

時価 評価損益

 為替予約取引      

 　買建 米ドル 90 ― 15 15

  ユーロ 400 232 △50 △50

 通貨オプション取引      

市場取引以外の
取引

　買建　コール 米ドル 512 249 130 67

  ユーロ 460 213 13 △0

 　売建　プット 米ドル 512 249 △1 73

  ユーロ 763 376 △82 △68

 通貨スワップ取引      

 　受取米ドル・支払円  1,336 ― 0 0

合計  4,075 1,322 25 37
 

(注) 時価の算定方法　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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(2) 金利関連

前連結会計年度(平成27年２月28日)

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(平成28年２月29日)

該当事項はありません。

 

２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連　

前連結会計年度(平成27年２月28日)

　(単位：百万円)
ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象 契約額等
契約額等のうち

１年超
時価

原則的処理方法

為替予約取引

買掛金

   

  買建    

    米ドル 441 ― 20

　　ユーロ 396 ― △12

合計 837 ― 8
 

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

 

当連結会計年度(平成28年２月29日)

　(単位：百万円)
ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象 契約額等
契約額等のうち

１年超
時価

原則的処理方法

為替予約取引

買掛金

   

  買建    

    米ドル 731 ― △44

　　ユーロ 115 ― △6

合計 847 ― △50
 

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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(2) 金利関連

前連結会計年度(平成27年２月28日)

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(平成28年２月29日)

該当事項はありません。
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(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の退職給付制度を採用しており

ます。

上記の制度は、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度、キャッシュバランス型の年金制度を設けておりました

が、退職金制度の見直しに伴い、平成26年９月より一部の連結子会社を除き、キャッシュバランス型の年金制度に移

行しております。当該制度では、加入者ごとに積立額及び年金額の原資に相当する仮想個人口座を設け、主として市

場金利の動向に基づく利息クレジットと、給与水準等に基づく拠出クレジットを累積しております。

なお、一部の連結子会社の退職一時金制度等は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算してお

ります。

また、従業員の退職に際して、退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。

　

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

（百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
　至　平成28年２月29日)

退職給付債務の期首残高 3,928 3,518

会計方針の変更による累積的影響額 ― △321

会計方針の変更を反映した期首残高 3,928 3,196

退職金制度終了に伴う減少額 △196 ―

勤務費用 382 349

利息費用 39 31

数理計算上の差異の発生額 △139 98

退職給付の支払額 △464 △965

過去勤務費用の発生額 20 ―

その他 △50 △1

退職給付債務の期末残高 3,518 2,709
 

 
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

（百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
　至　平成28年２月29日)

年金資産の期首残高 2,726 2,665

期待運用収益 28 50

数理計算上の差異の発生額 △40 △11

事業主からの拠出額 391 438

退職給付の支払額 △440 △949

その他 ― 2

年金資産の期末残高 2,665 2,195
 

　

(3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

（百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
　至　平成28年２月29日)

退職給付に係る負債の期首残高 174 219

退職給付費用 49 50

退職給付の支払額 △40 △53

その他 35 ―

退職給付に係る負債の期末残高 219 216
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(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

（百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

積立型制度の退職給付債務 3,589 2,775

年金資産 △2,711 △2,239

 878 535

非積立型制度の退職給付債務 194 193

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,073 729

   

退職給付に係る負債 1,073 729

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,073 729
 

(注) 簡便法を適用した制度を含みます。

　

(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

（百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
　至　平成28年２月29日)

勤務費用 431 349

利息費用 39 31

期待運用収益 △28 △50

数理計算上の差異の費用処理額 △17 △27

過去勤務費用の費用処理額 2 4

その他 ― △3

確定給付制度に係る退職給付費用 427 304
 

(注) １　簡便法を採用している一部の連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に含めております。

２　上記退職給付費用以外に、希望退職関連費用(当連結会計年度1,285百万円)を特別損失として計上してお

ります。　

３　上記退職給付費用以外に、特別退職金(当連結会計年度136百万円)を特別損失として計上しておりま

す。　

　

(6)退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
（百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

過去勤務費用 ― △4

数理計算上の差異 ― △231

合計 ― △235
 

 
(7) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
（百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

未認識過去勤務費用 △18 △13

未認識数理計算上の差異 189 △50

合計 171 △63
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(8) 年金資産に関する事項

①　年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

生保一般勘定 36.7% 40.8%

債券 51.7% 46.4%

株式 8.5% 3.7%

現金及び預金 1.0% 0.2%

その他 2.1% 8.9%

合計 100% 100%
 

　

②　長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率の決定に際し、現在及び将来における年金資産のポートフォリオや過去におい

ての長期投資の実績利回りをもとに、期待収益とリスクを考慮しております。

　

(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

 
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
　至　平成28年２月29日)

割引率 1.0% 0.1～1.0%

長期期待運用収益率 1.0% 1.0～2.0%
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(ストック・オプション等関係)

１. 権利不行使による失効により利益として計上した金額

 

 前連結会計年度 当連結会計年度

新株予約権戻入益  17百万円 55百万円
 

 

２. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

㈱ＴＳＩホールディングス第３回ストック・オプションは、㈱東京スタイル（現当社）が付与していたストッ

ク・オプションに代えて、当社設立日である平成23年６月１日に付与したものであります。

 

会   社   名 提出会社

名　　　　称 第３回新株予約権

決議年月日
平成22年５月27日

（注）１

付与対象者の区分
及び人数

（注）２　（注）３

㈱東京スタイル（現当社）取締役
㈱東京スタイル（現当社）子会社取締役
㈱東京スタイル（現当社）執行役員
㈱東京スタイル（現当社）従業員
㈱東京スタイル（現当社）子会社執行役員

 ５名
18名
５名
445名
６名

株式の種類及び付与数
（注）４

普通株式
3,344,000株

付　 与　 日 平成22年６月25日

権利確定条件 （注）５

対象勤務期間 ―

権利行使期間
 平成24年６月25日～
 平成27年６月24日

 

 (注) １　㈱東京スタイル（現当社）第２回新株予約権の決議年月日です。

 ２　㈱東京スタイル（現当社）第２回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。

 ３　㈱東京スタイル（現当社）は平成26年３月３日付で㈱東京スタイル資産管理に商号変更し、同年９月１日

付で当社を吸収合併存続会社、同社、㈱サンエー・インターナショナル(現当社)及び㈱ティエスプラザを吸

収合併消滅会社とする吸収合併を実施したことにより、解散いたしました。

　　　４　㈱ＴＳＩホールディングスの株式数に換算して記載しております。

 ５　付与日以降、権利行使期間まで権利行使条件を満たすことを要します。

 (1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関連会社の取締役、監査役もしくは従業員

の地位にあることを要します。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により

退職した場合はこの限りではありません。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限り

ではありません。

 (2) 新株予約権の相続はこれを認めません。

 (3) その他権利行使の条件は、平成22年５月27日開催の㈱東京スタイル（現当社）第62回定時株主総会決

議及び取締役会決議に基づき、㈱東京スタイル（現当社）と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割

当契約書」に定めるところによります。

 ６　上記の第３回新株予約権は、権利行使期間満了により失効しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ＴＳＩホールディングス(E25234)

有価証券報告書

 77/115



 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

 ① ストック・オプションの数

会　　社　　名 提出会社

名　　　　　称 第３回新株予約権

　 決議年月日 平成22年５月27日（注）

　 権利確定前  

　 　連結会計年度開始時（株） ―

　　 付　　与（株） ―

　　 失　　効（株） ―

　　 権利確定（株） ―

　　 未確定残（株） ―

　 権利確定後  

　 　連結会計年度開始時（株） 1,665,000

　　 権利確定（株） ―

　　 権利行使（株） 1,257,000

　　 失　　効（株） 408,000

　　 未行使残（株） ―
 

 (注) 　㈱東京スタイル（現当社）によるものです。

 

 ② 単価情報

会　　社　　名 提出会社

名　　　　　称 第３回新株予約権

 　決議年月日 平成22年５月27日（注）

   権利行使価格（円） 778

   行使時平均株価（円） 858

　 付与日における
　 公正な評価単価（円）

136
 

 (注)　㈱東京スタイル（現当社）によるものです。
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

（繰延税金資産）   

繰越欠損金      16,135百万円 16,947百万円

関係会社株式評価損否認額 6,722 5,923

たな卸資産評価損否認額 2,149 1,694

投資有価証券評価損否認額 283 255

減損損失否認額 733 683

資産除去債務 960 935

未払金否認額 728 157

退職給付に係る負債 423 224

賞与引当金否認額 498 404

店舗等除却損否認額 223 241

貸倒引当金繰入超過額 103 72

減価償却費否認額 327 286

役員退職慰労引当金否認額 91 116

連結納税加入時時価評価 1,429 973

その他有価証券評価差額金 0 ―

その他 733 592

繰延税金資産小計 31,542 29,508

評価性引当額 △29,376 △27,937

繰延税金資産合計 2,165 1,570

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △7,520 △3,402

その他 △319 △282

繰延税金負債合計 △7,839 △3,684

繰延税金資産（負債）の純額 △5,675 △2,114
 

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれてお

ります。
 

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

流動資産─繰延税金資産    1,429百万円 948百万円

固定資産─繰延税金資産 736 621

流動負債─繰延税金負債 △138 △103

固定負債─繰延税金負債 △7,701 △3,580
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２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)

当連結会計年度

(平成28年２月29日)

法定実効税率 38.0％ 35.6％

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目等 1.1  1.1 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △4.2  △2.7 

住民税均等割等 5.1  6.4 

評価性引当額の増減 △6.8  △0.9 

のれん償却額 8.4  14.0 

海外子会社税率差異 △3.7  △1.5 

税率変更による影響 2.0  1.1 

その他 2.5  0.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.4  53.6 
 

 

３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正　

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）」及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率が引

き下げられ、事業税率（所得割）が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延

税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64％から、平成28年３月１日に開始する連結会計年度に解消が見

込まれる一時差異については33.06％に、平成29年３月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異

については32.26％へ変更されています。

この税率変更により、繰延税金負債が323百万円減少し、法人税等調整額が36百万円、その他有価証券評価差額金が

356百万円、退職給付に係る調整累計額が3百万円それぞれ増加しております。

　

４　連結決算日後の法人税等の税率の変更　

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」

（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税

率及び事業税率（所得割）が引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算

に使用する法定実効税率は従来の32.26％から、平成29年３月１日に開始する連結会計年度及び平成30年３月１日に開

始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.86％に、平成31年３月１日に開始する連結会計年度以

降に解消が見込まれる一時差異については30.62％となります。

なお、この法定実効税率の変更による当連結会計年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債

を再計算した場合の影響は、繰延税金負債が184百万円減少、法人税等調整額が10百万円減少し、その他有価証券評価

差額金が172百万円、退職給付に係る調整累計額が1百万円それぞれ増加しております。
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(企業結合等関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。　
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(資産除去債務関係)

   資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

アパレル事業における店舗等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。

 

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から５年～31年と見積り、割引率は0.0～0.8%を使用して資産除去債務の金額を計算しており

ます。

 

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

 

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

期首残高 2,580百万円 2,587百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額 713 664

見積りの変更による増加額（注） 36 ―

連結子会社の増加に伴う増加額 8 33

資産除去債務の履行による減少額 △756 △634

時の経過による調整額 4 4

期末残高 2,587 2,655
 

（注）前連結会計年度は退店の決定に伴い、より合理的な見積りが可能となったことから、見積りの変更を行なっ

ております。
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(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

１．賃貸等不動産の概要

当社は、東京都及びその他の地域において、賃貸用の土地及び建物を所有しております。

 

２. 賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価　

 （単位：百万円）

連結貸借対照表計上額

当連結会計年度期首残高 14,386

当連結会計年度増減額 3,099

当連結会計年度末残高 17,486

当連結会計年度末の時価 23,488
 

(注) １　連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額です。

２　当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は、不動産取得（3,185百万円）によるものです。

３　時価の算定方法

　　期末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づきます。

　　ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考え

られる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっておりま

す。

　　また、重要性の乏しいものについては、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に

基づく金額です。

 

また、賃貸等不動産に関する損益は、次のとおりです。

 （単位：百万円）

賃貸等不動産

賃貸収益 862

賃貸費用 346

差額 515
 

　

EDINET提出書類

株式会社ＴＳＩホールディングス(E25234)

有価証券報告書

 83/115



(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１. 報告セグメントの概要

(1) 報告セグメントの決定方法

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行なう対象となっているものです。

当社は、持株会社として、アパレル事業を核とする各事業会社の経営管理及びグループ全体の戦略機能を担い、

また、各事業会社は取り扱うアパレルブランド等について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、各事業会社の関連する事業を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成さ

れており、「アパレル関連事業」「その他の事業」の２つを報告セグメントとしております。

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「アパレル関連事業」は、主に衣料品の企画、製造、販売、ライセンスブランド事業及び生産・物流事業を行

なっております。また、持株会社である当社等を含めて記載している「その他の事業」は、不動産関連事業、合成

樹脂関連事業及び店舗設計管理事業等を行なっております。

 

２. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と概ね同一です。　

報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は営業損失ベースの数値です。　

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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３. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)

    (単位：百万円)

 
報告セグメント 調整額

(注)１

(注)２

連結財務

諸表計上

額(注)３
アパレル

関連事業
その他の事業 計

売上高     
 

  外部顧客への売上高 177,753 3,066 180,819 ― 180,819

セグメント間の
内部売上高又は振替高

96 4,979 5,075 △5,075 ―

計 177,849 8,045 185,895 △5,075 180,819

セグメント利益 182 493 675 249 924

セグメント資産 82,712 149,646 232,359 △44,527 187,832

その他の項目      

減価償却費 3,872 1,190 5,063 ― 5,063

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額

6,195 2,986 9,181 ― 9,181
 

（注）１　セグメント利益の調整額249百万円は、連結会社間の内部取引消去額です。

 ２　セグメント資産の調整額△44,527百万円には、当社が所有する関係会社株式の連結消去額31,125百万円が

含まれております。

　　　３　セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。

 

当連結会計年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)

    (単位：百万円)

 
報告セグメント 調整額

(注)１

(注)２

連結財務

諸表計上

額(注)３
アパレル

関連事業
その他の事業 計

売上高     
 

  外部顧客への売上高 163,989 3,222 167,211 ― 167,211

セグメント間の
内部売上高又は振替高

142 7,183 7,325 △7,325 ―

計 164,131 10,405 174,537 △7,325 167,211

セグメント利益 1,359 2,583 3,943 △2,882 1,061

セグメント資産 78,926 133,626 212,552 △46,158 166,394

その他の項目      

減価償却費 4,044 1,357 5,402 △13 5,388

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額

6,065 1,809 7,875 △49 7,825
 

（注）１　セグメント利益の調整額△2,882百万円は、連結会社間の内部取引消去額です。

 ２　セグメント資産の調整額△46,158百万円には、当社が所有する関係会社株式の連結消去額29,966百万円が

含まれております。

　　　３　セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。
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【関連情報】

前連結会計年度(自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)

１. 製品及びサービスごとの情報　

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 

２. 地域ごとの情報　

（1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し

ております。

 

３. 主要な顧客ごとの情報　

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

 

当連結会計年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)

１. 製品及びサービスごとの情報　

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 

２. 地域ごとの情報　

（1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し

ております。

 

３. 主要な顧客ごとの情報　

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)

    (単位：百万円)

 
報告セグメント

消去 合計
アパレル

関連事業
その他の事業 計

 減損損失 911 98 1,010 ― 1,010
 

 

 

当連結会計年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)

    (単位：百万円)

 
報告セグメント

消去 合計
アパレル

関連事業
その他の事業 計

 減損損失 1,231 727 1,959 ― 1,959
 

 

(表示方法の変更)

前連結会計年度において、「店舗等除却損」に含めておりました「減損損失」及び「固定資産除却損」に含めて

おりました「減損損失」は、連結損益計算書の一覧性及び明瞭性を高める観点から表示科目の見直しを行ない、当

連結会計年度より「減損損失」として表示することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連

結会計年度の内訳金額の組替えを行なっております。

この結果、アパレル関連事業において「店舗等除却損」に含めて表示していた「減損損失」86百万円及び「固定

資産除却損」に含めて表示していた「減損損失」８百万円は、「減損損失」に組み替えております。また、その他

の事業において「固定資産除却損」に含めて表示していた「減損損失」16百万円は、「減損損失」に組み替えてお

ります。

なお、前連結会計年度のアパレル関連事業の「減損損失」は816百万円、その他の事業の「減損損失」は82百万円

であります。

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)

    (単位：百万円)

 
報告セグメント

消去 合計
アパレル

関連事業
その他の事業 計

 当期償却額 1,087 ― 1,087 ― 1,087

 未償却残高 3,800 ― 3,800 ― 3,800
 

（注）当期償却額1,087百万円は、販売費及び一般管理費の「一般管理費」に計上しております。

　

当連結会計年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)

    (単位：百万円)

 
報告セグメント

消去 合計
アパレル

関連事業
その他の事業 計

 当期償却額 1,373 ― 1,373 ― 1,373

 未償却残高 2,323 ― 2,323 ― 2,323
 

（注）当期償却額1,373百万円は、販売費及び一般管理費の「一般管理費」に計上しております。
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【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)

その他の事業において、㈱トスカバノックが非連結子会社であった㈱メックモールドの株式を追加取得する過程

において、負ののれん92百万円が発生しました。当該負ののれんは、当連結会計年度において、負ののれん発生益

として特別利益に計上しております。

 

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)

　１．関連当事者との取引

重要性のある取引がないため、記載を省略しております。

 

　２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)

　１．関連当事者との取引

重要性のある取引がないため、記載を省略しております。

 

　２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 

 
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

１株当たり純資産額    1,126円28銭 1,042円75銭

１株当たり当期純利益  21円33銭 12円50銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

― 12円49銭

 

(注) １ 前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

２ １株当たり純資産額の算定において、従業員持株会信託型ＥＳＯＰが所有する当社株式を自己株式として処

理していることから、期末発行済株式数から当該株式数を控除しております。なお、前連結会計年度におい

て信託が所有する期末自己株式数は603千株であり、当連結会計年度において信託が所有する期末自己株式

数は543千株であります。

３ １株当たり当期純利益及び当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定において、従業員

持株会信託型ＥＳＯＰが所有する当社株式を自己株式として処理していることから、期中平均株式数から当

該株式数を控除しております。なお、前連結会計年度において信託が所有する期中平均株式数は205千株で

あり、当連結会計年度において信託が所有する期中平均株式数は573千株であります。

４　「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過

的な取扱いに従っております。

この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額が２円75銭増加しております。また、１株当たり当期純利

益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。

５ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

項目
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

１株当たり当期純利益   

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 2,294 1,391

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 2,294 1,391

普通株式の期中平均株式数(千株) 107,571 111,346

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(千株) ― 30　

（うち新株予約権(千株)） （―） （30）

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

新株予約権

第３回新株予約権

(新株予約権 1,665個)

―
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

 
　該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 4,049 3,301 0.40 ─

１年以内に返済予定の長期借入金 2,790 2,695 0.75 ─

１年以内に返済予定のリース債務 320 268 1.41 ─

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) 9,354 6,566 0.67
平成29年 3月から
平成33年 3月

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) 699 477 1.36
平成29年 3月から
平成32年12月

その他有利子負債 ― ― ─ ─

合計 17,213 13,309 ─ ─
 

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における１年ごとの

返済予定額の総額は次のとおりであります。

区分
１年超２年以内

(百万円)
２年超３年以内

(百万円)
３年超４年以内

(百万円)
４年超５年以内

(百万円)

長期借入金 2,656 1,884 1,612 343

リース債務 245 146 74 10
 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務

2,587 702 634 2,655
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(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 (百万円) 43,977 83,573 125,404 167,211

税金等調整前四半期
(当期)純利益金額又
は税金等調整前四半
期純損失金額（△）

(百万円) 1,260 △815 3,272 3,491

四半期(当期)純利益
金額又は四半期純損
失金額(△)

(百万円) 851 △1,462 1,783 1,391

１株当たり四半期
（当期）純利益金額
又は１株当たり四半
期純損失金額（△)

(円) 7.93 △13.41 16.06 12.50

 

 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純
利益金額又は１株当
たり四半期純損失金
額(△)

(円) 7.93 △21.34 29.47 △3.56
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成27年２月28日)
当事業年度

(平成28年２月29日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 14,083 15,161

  有価証券 8,176 3,136

  貯蔵品 1 0

  未収入金 ※1  1,916 ※1  1,150

  未収還付法人税等 1,263 780

  短期貸付金 ※1  2,815 ※1  4,869

  その他 ※1  327 ※1  274

  流動資産合計 28,583 25,373

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 ※2  375 346

   機械及び装置 1 35

   車両運搬具 - 6

   工具、器具及び備品 104 59

   土地 ※2  58 58

   リース資産 233 249

   有形固定資産合計 774 755

  無形固定資産   

   商標権 792 55

   ソフトウエア 783 3,425

   ソフトウエア仮勘定 2,456 35

   リース資産 260 170

   その他 56 56

   無形固定資産合計 4,349 3,743

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※2  49,237 35,944

   関係会社株式・出資金 38,734 38,079

   長期貸付金 ※1  8,614 ※1  13,994

   投資不動産 16,711 17,604

   その他 4,392 7,911

   貸倒引当金 △2,900 △6,713

   投資その他の資産合計 114,790 106,820

  固定資産合計 119,913 111,319

 資産合計 148,496 136,692
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成27年２月28日)
当事業年度

(平成28年２月29日)

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 ※1  6,143 ※1  3,991

  1年内返済予定の長期借入金 2,604 2,604

  リース債務 179 169

  未払金 ※1  651 ※1  469

  未払費用 ※1  64 88

  未払法人税等 - 291

  賞与引当金 76 68

  株主優待引当金 4 3

  その他 ※1  386 ※1  457

  流動負債合計 10,110 8,144

 固定負債   

  長期借入金 ※1  10,540 ※1  8,875

  リース債務 418 312

  繰延税金負債 7,533 3,490

  退職給付引当金 162 108

  資産除去債務 75 76

  その他 ※1  486 ※1  636

  固定負債合計 19,215 13,499

 負債合計 29,326 21,643

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 15,000 15,000

  資本剰余金   

   資本準備金 3,750 3,750

   その他資本剰余金 112,683 91,589

   資本剰余金合計 116,433 95,339

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △20,117 1,364

   利益剰余金合計 △20,117 1,364

  自己株式 △6,173 △3,644

  株主資本合計 105,142 108,059

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 13,801 6,989

  評価・換算差額等合計 13,801 6,989

 新株予約権 226 -

 純資産合計 119,169 115,049

負債純資産合計 148,496 136,692
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②【損益計算書】

           (単位：百万円)

          前事業年度
(自 平成26年３月１日
　至 平成27年２月28日)

当事業年度
(自 平成27年３月１日
　至 平成28年２月29日)

営業収益   

 関係会社受取配当金 ※1  2,026 ※1  3,278

 経営指導料 ※1  4,913 ※1  4,263

 営業収益合計 6,939 7,542

営業費用   

 販売費及び一般管理費 ※1，※2  4,611 ※1，※2  5,012

 営業費用合計 4,611 5,012

営業利益 2,328 2,530

営業外収益   

 受取利息及び受取配当金 ※1  547 ※1  1,086

 不動産収入 ※1  501 ※1  1,063

 その他 ※1  306 ※1  101

 営業外収益合計 1,355 2,250

営業外費用   

 支払利息 ※1  124 ※1  112

 減価償却費 85 -

 その他 225 ※1  470

 営業外費用合計 435 582

経常利益 3,248 4,198

特別利益   

 固定資産売却益 423 -

 投資有価証券売却益 2,450 5,188

 新株予約権戻入益 17 55

 連結納税未払金債務免除益 1,440 1,913

 抱合せ株式消滅差益 190 -

 その他 590 -

 特別利益合計 5,112 7,157

特別損失   

 固定資産除却損 6 6

 減損損失 98 727

 関係会社整理損 ※1  4,173 ※1，※3  6,769

 現物配当に伴う交換損失 866 -

 連結納税未収入金債務免除損 1,182 759

 抱合せ株式消滅差損 25,202 -

 その他 ※1  327 250

 特別損失合計 31,858 8,513

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △23,496 2,842

法人税、住民税及び事業税 336 1,442

法人税等調整額 317 69

法人税等合計 653 1,512

当期純利益又は当期純損失（△） △24,150 1,329
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③【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 平成26年３月１日　至 平成27年２月28日)　

 

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金合計

その他

利益剰余金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 15,000 3,750 112,683 116,433 5,918 5,918

会計方針の変更によ

る累積的影響額
      

会計方針の変更を反映

した当期首残高
15,000 3,750 112,683 116,433 5,918 5,918

当期変動額       

剰余金の配当     △1,886 △1,886

当期純利益又は当期

純損失（△）
    △24,150 △24,150

自己株式の取得       

自己株式の処分   0 0   

欠損填補       

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

      

当期変動額合計 - - 0 0 △26,036 △26,036

当期末残高 15,000 3,750 112,683 116,433 △20,117 △20,117
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 △5,783 131,568 147 147 243 131,960

会計方針の変更によ

る累積的影響額
 -    -

会計方針の変更を反映

した当期首残高
△5,783 131,568 147 147 243 131,960

当期変動額       

剰余金の配当  △1,886    △1,886

当期純利益又は当期

純損失（△）
 △24,150    △24,150

自己株式の取得 △401 △401    △401

自己株式の処分 11 11    11

欠損填補  -    -

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  13,653 13,653 △17 13,636

当期変動額合計 △390 △26,426 13,653 13,653 △17 △12,790

当期末残高 △6,173 105,142 13,801 13,801 226 119,169
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 当事業年度(自 平成27年３月１日　至 平成28年２月29日)　

 

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金合計

その他

利益剰余金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 15,000 3,750 112,683 116,433 △20,117 △20,117

会計方針の変更によ

る累積的影響額
    34 34

会計方針の変更を反映

した当期首残高
15,000 3,750 112,683 116,433 △20,083 △20,083

当期変動額       

剰余金の配当   △1,886 △1,886   

当期純利益又は当期

純損失（△）
    1,329 1,329

自己株式の取得       

自己株式の処分   910 910   

欠損填補   △20,117 △20,117 20,117 20,117

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

      

当期変動額合計 - - △21,093 △21,093 21,447 21,447

当期末残高 15,000 3,750 91,589 95,339 1,364 1,364
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 △6,173 105,142 13,801 13,801 226 119,169

会計方針の変更によ

る累積的影響額
 34    34

会計方針の変更を反映

した当期首残高
△6,173 105,176 13,801 13,801 226 119,204

当期変動額       

剰余金の配当  △1,886    △1,886

当期純利益又は当期

純損失（△）
 1,329    1,329

自己株式の取得 △3,383 △3,383    △3,383

自己株式の処分 5,912 6,823    6,823

欠損填補  -    -

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  △6,811 △6,811 △226 △7,037

当期変動額合計 2,529 2,883 △6,811 △6,811 △226 △4,154

当期末残高 △3,644 108,059 6,989 6,989 - 115,049
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

 

（重要な会計方針）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

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（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定しています。）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しています。

２　固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く）及び投資不動産

定率法を採用しています。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法

を採用しています。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物　　　　　　　　　　　３～50年

機械及び装置　　　　　　　４～12年

工具、器具及び備品　　　　２～20年

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しています。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５～10年）による定額法を採用してい

ます。

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

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るため、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います。

(2)賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

(3)株主優待引当金

株主優待制度に基づき、将来の株主優待券の利用による費用の発生に備えるため、一部の連結子会社の過去の実

績を基礎にして当事業年度末において将来使用されると見込まれる額を計上しています。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年

度末において発生していると認められる額を計上しています。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっています。
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②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、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（５年）による定額法により、費

用処理しています。

数理計算上の差異については、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（５年）による定額

法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。

４　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表に

おける会計処理の方法と異なっています。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

(3)連結納税制度の適用

当社は、連結納税制度を適用しています。

 

(会計方針の変更)

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。）を、当事業年

度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準か

ら給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務

期間に近似した年数とする方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重

平均割引率を使用する方法へ変更しました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度

の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しています。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が34百万円減少し、繰越利益剰余金が同額増加しています。ま

た、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響は軽微であります。

なお、当事業年度の１株当たり純資産額が0.31円増加しています。また、１株当たり当期純利益及び潜在株式調

整後１株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。

 
（表示方法の変更）

（損益計算書関係）

前事業年度において、「特別損失」の「固定資産除却損」に含めていました「減損損失」は、損益計算書の一覧

性及び明瞭性を高める観点から表示科目の見直しを行ない、当事業年度より「特別損失」の「減損損失」として表

示することとしています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっていま

す。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「固定資産除却損」に含めて表示していた「減損

損失」16百万円は、「特別損失」の「減損損失」に組み替えています。

 
（追加情報）

　　(「従業員持株会信託型ＥＳＯＰ」)

従業員持株会信託型ＥＳＯＰについて、連結財務諸表の「注記事項（追加情報）」に同一の内容を記載している

ため、注記を省略しています。
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(貸借対照表関係)

※１　関係会社に対する資産及び負債

 

 
前事業年度

(平成27年２月28日)
当事業年度

(平成28年２月29日)

短期金銭債権 3,169百万円 5,718百万円

短期金銭債務 3,170 994

長期金銭債権 8,559 13,939

長期金銭債務 1,516 2,525
 

　

※２　担保提供資産

(担保に供している資産)

 

 
前事業年度

(平成27年２月28日)
当事業年度

(平成28年２月29日)

建物      107百万円 ―百万円

土地 17 ―

投資有価証券 976 ―

計 1,101 ―
 

上記に対応する債務はありません。

　

３　当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しています。この契約に基づく

当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

 

 
前事業年度

(平成27年２月28日)
当事業年度

(平成28年２月29日)

当座貸越極度額    12,500百万円 15,000百万円

借入実行残高 3,000 3,000

差引額 9,500 12,000
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(損益計算書関係)

※１ 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

 

 
前事業年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当事業年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

営業収益 6,939百万円 7,341百万円

営業費用 96 144

営業取引以外の取引高 4,560 7,068
 

 

※２　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額

 

 
前事業年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当事業年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

広告宣伝費 21百万円 31百万円

賃借料 272 233 

役員報酬 246 279 

給与手当 748 686 

賞与引当金繰入額 76 68 

支払手数料 342 290 

業務委託料 1,409 1,087 

減価償却費 530 1,024 
 

 

（前事業年度）

販売費及び一般管理費のうち販売費の割合は約１％であります。

（当事業年度）

販売費及び一般管理費のうち販売費の割合は約１％であります。

 

※３ 当事業年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)

 関係会社整理損は、連結子会社２社に対する株式評価損及び連結子会社10社に対する債務超過相当額を損失とし

て計上したことによるものであります。
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(有価証券関係)

前事業年度（平成27年２月28日）

関係会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式38,733百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが困

難と認められることから、記載しておりません。

 

当事業年度（平成28年２月29日）

関係会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式38,078百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが困

難と認められることから、記載しておりません。
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前事業年度

(平成27年２月28日)
当事業年度

(平成28年２月29日)

繰延税金資産(流動)   

賞与引当金否認額  27百万円 22百万円

未払事業税否認額 24 75

未払事業所税否認額 3 3

その他 50 42

小計 106 143

評価性引当額 △106 △143

合計 ― ―

   

繰延税金負債(流動)   

その他 0 ―

小計 0 ―

繰延税金負債（流動）の純額 0 ―

   

繰延税金資産(固定)   

繰越欠損金 13,524 12,053

貸倒引当金繰入超過額 2,970 4,658

関係会社株式評価損否認額 6,647 5,922

減損損失否認額 609 619

その他 538 446

小計 24,290 23,699

評価性引当額 △24,290 △23,699

合計 ― ―

   

繰延税金負債(固定)   

関係会社株式売却益の税務上の
繰延

― 72

その他有価証券評価差額金 7,511 3,398

その他 22 19

合計 7,533 3,490

繰延税金負債（固定）の純額 7,533 3,490
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２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

 
前事業年度

(平成27年２月28日)
当事業年度

(平成28年２月29日)

法定実効税率 ― 35.6％

（調整）   

交際費等の損金不算入額 ― 0.2

受取配当等の益金不算入額 ― △35.8

評価性引当額の増減 ― 75.2

外国子会社配当金の益金不算
入額

― △8.2

連結納税に伴う影響額 ― △14.5

その他 ― 0.5

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

― 53.2
 

（注）前事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。

 
３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正　

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）」及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率が引き下

げられ、事業税率（所得割）が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金

負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64％から、平成28年３月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる

一時差異については33.06％に、平成29年３月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については

32.26％へ変更されています。

この税率変更により、繰延税金負債が363百万円減少、法人税等調整額が７百万円減少し、その他有価証券評価差額

金が356百万円増加しております。

 
４　決算日後の法人税等の税率の変更　

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」

（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率及

び事業税率（所得割）が引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使

用する法定実効税率は従来の32.26％から、平成29年３月１日に開始する事業年度及び平成30年３月１日に開始する事

業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86％に、平成31年３月１日に開始する事業年度以降に解消が見込ま

れる一時差異については30.62％となります。

なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再

計算した場合の影響は、繰延税金負債が172百万円減少し、その他有価証券評価差額金が同額増加しております。
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(企業結合等関係)

連結財務諸表の「注記事項（企業結合等関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
期首帳簿残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

期末帳簿価額
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

期末取得原価
(百万円)

有形固定資産        

　建物 375 46
30

(30)
45 346 855 1,201

　機械装置 1 45 0 10 35 51 87

　車両運搬具 ― 9 ― 2 6 17 23

　工具、器具及び備品 104 4
8

(6)
41 59 436 496

　土地 58 ― ― ― 58 ― 58

　リース資産 233 80 ― 64 249 112 362

　建設仮勘定 ― 9 9 ― ― ― ―

有形固定資産計 774 194
49

(36)
164 755 1,473 2,229

無形固定資産        

　商標権 792 1
523

(523)
214 55 4,328 4,383

　ソフトウエア 783 3,237
40

(40)
555 3,425 846 4,271

　ソフトウエア仮勘定 2,456 536
2,957
(127)

― 35 ― 35

　リース資産 260 ― ― 89 170 522 693

　その他 56 ― ― ― 56 ― 56

無形固定資産計 4,349 3,775
3,522
(691)

859 3,743 5,696 9,440

　投資不動産 16,711 999 3 103 17,604 688 18,292
 

(注)　１　ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の当期増加額は、業務システム等の新規取得及び開発によるもので

あります。

　　　２　当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
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【引当金明細表】

区分
期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

期末残高
(百万円)

貸倒引当金 2,900 4,703 890 6,713

賞与引当金 76 68 76 68

株主優待引当金 4 3 4 3

退職給付引当金 127 25 44 108
 

（注）退職給付引当金の期首残高には退職給付に関する会計基準の適用による影響額を含めて記載しています。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

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。
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(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】
 

事業年度 毎年３月１日から翌年２月末日まで

定時株主総会 毎事業年度の終了後３ヶ月以内

基準日 ２月末日

剰余金の配当の基準日
２月末日

８月31日

１単元の株式数 普通株式　100株

単元未満株式の買取り  

　取扱場所
（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　株主名簿管理人
（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社

　取次所 ―

　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告は、電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由に

よって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方

法により行います。

（電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで

す。http://www.tsi-holdings.com/）

株主に対する特典

株主優待制度

（1） 対象株主 毎年上半期末(８月末日)・決算期末(２月末日)現在の株主名簿及び

実質株主名簿に記載又は記録された株主

（2） 内容 当社グループ各社が運営する各ＥＣサイトで購入頂く商品について、

20%割引となる優待券（※1）又は1,000円の金券をまとめたクーポンブックを

進呈します（一部ブランドを除く）。尚、一部のブランドについてはＥＣサ

イトではなく実店舗にて割引を実施します。

〈クーポンブック配布数〉

所有株数 3年未満の保有者 3年以上の保有者（※2）

100株以上 １冊 ２冊

500株以上 ２冊 ３冊

1,000株以上 ３冊 ４冊
 

※１ ＥＣサイトごとにご利用上限額（30万円～40万円）を設定しております。

※２ ３年以上とは、平成28年２月29日から起算して、以降、毎年２月末日及び８月末日の株主名

簿に同一株主番号で３年以上（７回以上）継続して記載又は記録され、かつ同期間の保有株

式数が継続して所定の株式数以上であることを条件とします。

（3） 進呈時期 毎年５月末・11月末に対象株主へ発送します。
 

(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

①　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

②　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

③　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券届出書及びその添付書類

自己株式の第三者割当　平成27年７月14日関東財務局長に提出。

 

(2) 有価証券届出書の訂正届出書

訂正届出書（上記(1) 有価証券届出書の訂正届出書）　平成27年７月16日関東財務局長に提出。

 

(3) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第４期(自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)平成27年５月29日関東財務局長に提出。

 

(4) 内部統制報告書及びその添付書類

平成27年５月29日関東財務局長に提出。

 

(5) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

第５期第１四半期(自　平成27年３月１日　至　平成27年５月31日)平成27年７月14日関東財務局長に提出。

第５期第２四半期(自　平成27年６月１日　至　平成27年８月31日)平成27年10月14日関東財務局長に提出。

第５期第３四半期(自　平成27年９月１日　至　平成27年11月30日)平成28年１月13日関東財務局長に提出。

 

(6) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基

づく臨時報告書

　平成27年５月29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６号の２（株式交換の決定）の規定に基づく臨時報告書

　平成27年11月10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（財政状態、経営成績およびキャッシュフローの状況に

著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書

　平成28年１月13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（財政状態、経営成績およびキャッシュフローの状況に

著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書

　平成28年４月13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９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基

づく臨時報告書

　平成28年５月26日関東財務局長に提出。

 

(7) 自己株券買付状況報告書

平成27年12月４日、平成28年１月８日、平成28年２月５日、平成28年５月９日関東財務局長に提出。

 

EDINET提出書類

株式会社ＴＳＩホールディングス(E25234)

有価証券報告書

111/115



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。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成28年５月27日

株式会社ＴＳＩホールディングス

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   磯　貝　　和　敏 印
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   杉　崎　　友　泰　印
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   川 村       敦　印
 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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ＴＳＩホールディングスの平成27年３月１日から平成28年２月29日までの連結会計年度の連結財務諸表、

すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ

た。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から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監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社ＴＳＩホールディングス及び連結子会社の平成28年２月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会

計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ＴＳＩホールディン

グスの平成28年２月29日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、株式会社ＴＳＩホールディングスが平成28年２月29日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準

に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

 

利害関係

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

 
 

※１　上記は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、その原本は有価証券報告書提出会社が別
途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成28年５月27日

株式会社ＴＳＩホールディングス

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   磯　貝　　和　敏 印
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   杉　崎　　友 泰　印
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   川 村       敦　印
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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ＴＳＩホールディングスの平成27年３月１日から平成28年２月29日までの第５期事業年度の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監

査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から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監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ＴＳＩホールディングスの平成28年２月29日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

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

 
 

※１　上記は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、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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