
 

 

平成１８年１月期  個別財務諸表の概要 
平成１８年３月２５日 

会 社 名        株式会社ながの東急百貨店           上場取引所 ＪＱ 
コ ード番 号        ９８２９                           本社所在都道府県 長野県 
（URL http://www.nagano-tokyu.co.jp） 
代 表 者        役  職  名 取 締 役 社 長 

        氏    名 加 藤 和 年 

問い合わせ先  責任者役職名 経理統括ﾏﾈｼﾞｬｰ 

        氏    名 島 田 芳 雄     ＴＥＬ（０２６）２２６－８１８１ 
決算取締役会開催日  平成１８年３月２５日           中間配当制度の有無  有 

配当支払開始予定日  平成１８年４月２０日           定時株主総会開催日  平成１８年４月１９日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000 株） 

１．１８年１月期の業績（平成１７年２月１日～平成１８年１月３１日） 
(1) 経営成績 （記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

18 年 1 月期 21,643 ( △1.6) 244 ( △15.1) 199 ( △18.5) 

17 年 1 月期 21,993 ( △4.5) 288 ( △45.1) 244 ( △47.8) 

 当 期 純 利 益 
1 株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
1株当たり当期純利益 

株 主 資 本 
当期純利益率 

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

18 年 1 月期 101 (   ―) 10 52   1.5 1.1 0.9 

17 年 1 月期 △854 (   ―) △88 74   △11.6 1.3 1.1 

(注) 1．期中平均株式数 18 年 1 月期  9,623,062 株  17 年 1 月期 9,630,576 株 

 2．会計処理の方法の変更  無 

 3．売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

(2) 配当状況 

 １ 株 当 た り 年 間 配 当 金 配当金総額 株主資本 

  中  間 期  末 （年  間） 
配当性向 

配 当 率 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

18 年 1 月期 6 00 0 0 6 00 57 57.0 0.8 

17 年 1 月期 6 00 0 0 6 00 57 ― 0.8 

(3) 財政状況 
 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 1株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

18 年 1 月期 18,415 6,934 37.7 720 81 

17 年 1 月期 17,920 6,865 38.3 713 13 

(注)1．期末発行済株式数 18 年 1 月期 9,620,902 株  17 年 1 月期 9,627,334 株 

   2．期末自己株式数  18 年 1 月期    24,314 株  17 年 1 月期    17,882 株 

２．１９年１月期の業績予想（平成１８年２月１日～平成１９年１月３１日） 
 １ 株 当 た り 年 間 配 当 金 

 
売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

中  間 期  末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭 

中 間 期 10,400 86 4 0 00     

通 期 22,000 339 209   6 00 6 00 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）21 円 74 銭 

 

（注） 上記の業績予想の前提条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の「経営成

績」の項を参照して下さい。 

http://www.nagano-tokyu.co.jp/
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  個別財務諸表等 

  財務諸表 

① 貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成17年１月31日) 
当事業年度 

(平成18年１月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

  １ 現金及び預金   937,301   1,154,213  216,912 

  ２ 受取手形   123,814   90,119  △33,695 

  ３ 売掛金   1,044,273   1,082,665  38,392 

  ４ 有価証券 ※１  9,995   ―  △9,995 

  ５ 商品   1,284,298   1,199,500  △84,798 

  ６ 貯蔵品   16,839   16,713  △126 

  ７ 前渡金   1,113   608  △505 

  ８ 前払費用   53,044   46,127  △6,917 

  ９ 繰延税金資産   84,702   148,054  63,352 

  10 その他   48,573   41,089  △7,484 

  11 貸倒引当金   △22,602   △16,506  6,096 

    流動資産合計   3,581,356 20.0  3,762,584 20.4 181,228 

Ⅱ 固定資産         

 (1) 有形固定資産         

  １ 建物 ※１ 9,620,752   10,576,922    

    減価償却累計額  5,914,826 3,705,925  6,014,310 4,562,612  856,687 

  ２ 構築物  205,548   135,497    

    減価償却累計額  86,635 118,912  88,019 47,477  △71,435 

  ３ 車両及び運搬具  40,261   33,399    

    減価償却累計額  37,973 2,287  31,668 1,731  △556 

  ４ 器具及び備品  1,192,626   103,610    

    減価償却累計額  885,000 307,626  9,570 94,040  △213,586 

  ５ 土地 
※１ 
※２ 

 8,534,730   8,464,638  △70,092 

  ６ 建設仮勘定   22,744   30,907  8,163 

    有形固定資産合計   12,692,227 70.8  13,201,407 71.7 509,180 

 (2) 無形固定資産         

  １ ソフトウェア   27,731   17,115  △10,616 

  ２ その他   6,364   6,467  103 

    無形固定資産合計   34,095 0.2  23,583 0.1 △10,512 
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前事業年度 

(平成17年１月31日) 
当事業年度 

(平成18年１月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

 (3) 投資その他の資産         

  １ 投資有価証券 ※１  139,828   186,226  46,398 

  ２ 関係会社株式   359,000   359,000  ― 

  ３ 出資金   115   125  10 

  ４ 長期前払費用   17,691   9,611  △8,080 

  ５ 繰延税金資産   491,666   366,089  △125,577 

  ６ 敷金及び保証金 
※１ 
※５ 

 553,298   513,737  △39,561 

  ７ その他   328,935   270,288  △58,647 

  ８ 投資損失引当金   △251,300   △251,300  ― 

  ９ 貸倒引当金   △26,260   △26,260  ― 

    投資その他の資産合計   1,612,975 9.0  1,427,517 7.8 △185,458 

    固定資産合計   14,339,298 80.0  14,652,508 79.6 313,210 

    資産合計   17,920,654 100.0  18,415,093 100.0 494,439 
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前事業年度 

(平成17年１月31日) 
当事業年度 

(平成18年１月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

  １ 支払手形   246,699   205,743  △40,956 

  ２ 買掛金   1,150,236   1,211,891  61,655 

  ３ 短期借入金 ※１  3,398,160   3,860,160  462,000 

  ４ 未払金   52,117   182,093  129,976 

  ５ 未払費用   257,743   255,294  △2,449 

  ６ 未払法人税等   6,245   27,160  20,915 

  ７ 未払消費税等   1,865   10,365  8,500 

  ８ 商品券勘定   1,072,128   1,006,299  △65,829 

  ９ 前受金   43,016   44,956  1,940 

  10 預り金   880,389   900,382  19,993 

  11 前受収益   906   643  △263 

  12 賞与引当金   78,652   71,588  △7,064 

  13 事業損失引当金   27,800   14,300  △13,500 

    流動負債合計   7,215,962 40.3  7,790,878 42.3 574,916 

Ⅱ 固定負債         

  １ 長期借入金 ※１  2,767,200   2,742,040  △25,160 

  ２ 再評価に係る 
    繰延税金負債 

※２  245,659   245,659  ― 

  ３ 退職給付引当金   726,329   701,645  △24,684 

  ４ 役員退職慰労引当金   99,960   ―  △99,960 

    固定負債合計   3,839,148 21.4  3,689,344 20.0 △149,804 

    負債合計   11,055,110 61.7  11,480,223 62.3 425,113 
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前事業年度 

(平成17年１月31日) 
当事業年度 

(平成18年１月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※３  2,368,299 13.2  2,368,299 12.9 ― 

Ⅱ 資本剰余金         

  １ 資本準備金  2,916,697 2,916,697  2,916,697 2,916,697  ― 

    資本剰余金合計   2,916,697 16.3  2,916,697 15.8 ― 

Ⅲ 利益剰余金         

  １ 利益準備金   148,786   148,786  ― 

  ２ 任意積立金         

     別途積立金  1,980,000 1,980,000  980,000 980,000  △1,000,000 

  ３ 当期未処分利益又は 
    当期未処理損失(△) 

  △876,449   167,096  1,043,545 

    利益剰余金合計   1,252,337 7.0  1,295,883 7.0 43,546 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※２  362,408 2.0  362,408 2.0 ― 

Ⅴ その他有価証券評価差額金   △28,571 △0.2  △769 △0.0 27,802 

Ⅵ 自己株式 ※４  △5,628 △0.0  △7,650 △0.0 △2,022 

    資本合計   6,865,543 38.3  6,934,869 37.7 69,326 

    負債資本合計   17,920,654 100.0  18,415,093 100.0 494,439 
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② 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高   21,993,599 100.0  21,643,934 100.0 △349,665 

Ⅱ 売上原価         

 １ 商品期首たな卸高  1,367,883   1,284,298    

 ２ 当期商品仕入高  16,590,087   16,315,157    

   合計  17,957,970   17,599,455    

 ３ 商品期末たな卸高  1,284,298 16,673,672 75.8 1,199,500 16,399,955 75.8 △273,717 

   売上総利益   5,319,927 24.2  5,243,979 24.2 △75,948 

Ⅲ その他の営業収入   219,225 1.0  157,217 0.7 △62,008 

   営業総利益   5,539,152 25.2  5,401,196 24.9 △137,956 

Ⅳ 販売費及び一般管理費         

 １ 広告宣伝費  497,800   498,512    

 ２ 販売手数料  404,479   421,353    

 ３ 包装費  48,706   47,323    

 ４ 配送費  125,302   119,226    

 ５ 役員報酬  52,080   67,140    

 ６ 給与・賞与  2,071,098   2,019,763    

 ７ 賞与引当金繰入額  78,652   71,588    

 ８ 退職給付費用  191,560   163,656    

 ９ 役員退職慰労引当金繰入額  10,870   7,580    

 10 福利厚生費  327,927   310,286    

 11 作業委託費  137,525   137,057    

 12 地代家賃  240,725   226,590    

 13 水道光熱費  138,734   152,152    

 14 修繕費  190,161   169,307    

 15 消耗品費  143,183   177,480    

 16 減価償却費  314,621   276,266    

 17 その他  277,532 5,250,962 23.9 291,335 5,156,621 23.8 △94,341 

   営業利益   288,190 1.3  244,575 1.1 △43,615 

Ⅴ 営業外収益         

 １ 受取利息  3,683   3,233    

 ２ 債務勘定整理益  113,271   112,590    

 ３ 保険料返戻金  17,110   ―    

 ４ その他  9,014 143,080 0.6 12,363 128,186 0.6 △14,894 

Ⅵ 営業外費用         

 １ 支払利息  95,340   97,489    

 ２ 債務勘定整理益繰戻損  59,747   62,902    

 ３ 固定資産除却損  958   ―    

 ４ 長期前払費用償却  11,961   ―    

 ５ その他  18,603 186,612 0.8 12,872 173,264 0.8 △13,348 

   経常利益   244,657 1.1  199,497 0.9 △45,160 
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前事業年度 

(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅶ 特別利益         

 １ 土地売却益  373   5,989    

 ２ 固定資産受贈益 ※１ 221,098   86,906    

 ３ 投資有価証券売却益  66,834   ―    

 ４ 貸倒引当金戻入益  2,928   1,883    

 ５ 事業損失引当金戻入益  ― 291,235 1.3 13,500 108,280 0.5 △182,955 

Ⅷ 特別損失         

 １ 土地建物売却損 ※２ 45,031   ―    

 ２ 固定資産除却損 ※３ 188,178   131,984    

 ３ 投資損失引当金繰入額  251,300   ―    

 ４ 役員退職慰労金  ―   15,820    

 ５ その他 ※４ 32,550 517,059 2.3 9,037 156,842 0.7 △360,217 

   税引前当期純利益   18,833 0.1  150,935 0.7 132,102 

   法人税、住民税 
   及び事業税額 

 6,204   6,244    

   法人税等調整額  867,253 873,457 4.0 43,380 49,625 0.2 △823,832 

   当期純利益又は 
   当期純損失(△) 

  △854,624 △3.9  101,310 0.5 955,934 

   前期繰越利益   65,645   65,786  141 

   土地再評価差額金取崩額   △87,470   ―  87,470 

   当期未処分利益又は 
   当期未処理損失(△) 

  △876,449   167,096  1,043,545 
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③ 利益処分計算書 

 

  
前事業年度 

(平成17年１月期) 
当事業年度 

(平成18年１月期) 比較増減 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益又は 
  当期未処理損失(△)   △876,449  167,096 1,043,545 

       

Ⅱ 任意積立金取崩額       

１ 別途積立金取崩額  1,000,000 1,000,000 ― ― △1,000,000 

    合計   123,550  167,096 43,546 

Ⅲ 利益処分額       

１ 配当金  57,764  57,725   

２ 任意積立金       

 (1)別途積立金  ― 57,764 40,000 97,725 39,961 

Ⅳ 次期繰越利益   65,786  69,371 3,585 
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重要な会計方針 

 

前事業年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

 償却原価法 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

   ――――――――――――――― 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

 同左 

(3) その他有価証券 

 時価のあるもの 

  期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差

額は、全部資本直入法により処理し、売却原

価は、移動平均法により算定) 

(2) その他有価証券 

 時価のあるもの 

 同左 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

 同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 商品 

 売価還元法による原価法 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 商品 

同左 

(2) 貯蔵品 

 先入先出法による原価法 

(2) 貯蔵品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

① 建物及び構築物 

 定額法 

 なお、耐用年数及び残存価額については、

法人税法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

① 建物及び構築物 

 同左 

② その他の有形固定資産 

 定率法 

 なお、耐用年数及び残存価額については、

法人税法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。 

② その他の有形固定資産 

 同左 

(2) 無形固定資産 

 定額法 

 なお、耐用年数については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっております。 

 ただし、ソフトウェア(自社利用分)について

は、社内における利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(3) 長期前払費用 

 均等償却 

 なお、償却期間については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

４ 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、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検討

し、回収不能見込額を計上しております。 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 
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前事業年度 

(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

(2) 投資損失引当金 

 子会社への投資に対する損失に備えるため、子

会社株式について当該子会社の財政状態を勘案し

て、必要額を計上しております。 

(2) 投資損失引当金 

 同左 

(3) 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、支給見込額に基づき計上しております。 

(3) 賞与引当金 

 同左 

(4) 事業損失引当金 

 当社の事業改革計画の進展に伴い発生が見込ま

れる損失に備えるため、その発生の見込額を計上

しております。 

(4) 事業損失引当金 

 同左 

(5) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当期末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

当期末において発生していると認められる額を計

上しております。 

 数理計算上の差異については、各期の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法により、それぞれ発生の翌

期より費用処理しております。 

(5) 退職給付引当金 

 同左 

(6) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に

基づく期末要支給額を計上しております。 

    ――――――――――――――― 

５ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

６ その他財務諸表作成のための重要な事項 ６ その他財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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表示方法の変更 

 

前事業年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

（貸借対照表） 

 前事業年度において独立科目で掲記しておりました

「事業保険料」は、総資産額の100分の１以下となった

ため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示して

おります。なお、「その他」に含まれる「事業保険料」

は178,585千円であります。 

 

（損益計算書） 

 前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示

しておりました「保険料返戻金」は、営業外収益の総額

の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記し

ております。 

 なお、前事業年度の「保険料返戻金」は7,560千円で

あります。 

 

 前事業年度まで特別損失の「その他」に含めて表示し

ておりました「固定資産除却損」は、特別損失の総額の

100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記して

おります。 

 なお、前事業年度の「固定資産除却損」は16,071千円

であります。 

（損益計算書） 

 前事業年度において独立科目で掲記しておりました営

業外収益の「保険料返戻金」は、営業外収益の総額の

100分の10以下のため、「その他」に含めて表示してお

ります。なお、「その他」に含まれる「保険料返戻金」

は6,578千円であります。 

 

 前事業年度において独立科目で掲記しておりました営

業外費用の「固定資産除却損」は、営業外費用の総額の

100分の10以下のため、「その他」に含めて表示してお

ります。なお、「その他」に含まれる「固定資産除却

損」は313千円であります。 

 

 前事業年度において独立科目で掲記しておりました営

業外費用の「長期前払費用償却」は、営業外費用の総額

の100分の10以下のため、「その他」に含めて表示して

おります。なお、「その他」に含まれる「長期前払費用

償却」は560千円であります。 
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追加情報 

 

前事業年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（役員退職慰労引当金） 

 従来、役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に

基づく期末要支給額を、役員退職慰労引当金として計上

しておりましたが、平成17年４月20日開催の定時株主総

会において、役員退職慰労金制度を廃止し、打切り支給

することを決議いたしました。これに伴い、当該総会ま

での期間に対応する役員退職慰労引当金相当額107,540

千円のうち、65,760千円を流動負債「未払金」に含めて

計上しております。 

 

（外形標準課税の表示） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準委

員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計

上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が20,915千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞ

れ同額減少しております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成17年１月31日) 

当事業年度 
(平成18年１月31日) 

※１ 担保提供資産 

(1) 借入金に対する担保 

担保に供している資産 

建物 3,501,653千円

土地 8,035,352千円

投資有価証券 47,550千円

計 11,584,555千円

上記に対応する債務 

短期借入金 2,798,160千円

長期借入金 2,767,200千円

計 5,565,360千円
 

※１ 担保提供資産 

(1) 借入金に対する担保 

担保に供している資産 

建物 3,654,704千円

土地 8,035,352千円

投資有価証券 67,950千円

計 11,758,006千円

上記に対応する債務 

短期借入金 3,240,160千円

長期借入金 2,667,040千円

計 5,907,200千円
 

(2) 宅地建物取引業法に伴う供託 

有価証券 9,995千円
 

(2) 宅地建物取引業法に伴う供託 

敷金及び保証金 10,000千円
 

※２ 事業用土地の再評価 

土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行

っております。 

再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行

令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第４

号に定める地価税計算のために公表された価額に合

理的な調整を行う方法としております。 

再評価差額のうち税効果相当額を負債の部の固定

負債に「再評価に係る繰延税金負債」として、その

他の金額を資本の部に「土地再評価差額金」として

計上しております。 

再評価を行った年月日 平成13年１月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再
評価後の帳簿価額との差額 

△4,523,265千円 

※２ 事業用土地の再評価 

土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行

っております。 

再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行

令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第４

号に定める地価税計算のために公表された価額に合

理的な調整を行う方法としております。 

再評価差額のうち税効果相当額を負債の部の固定

負債に「再評価に係る繰延税金負債」として、その

他の金額を資本の部に「土地再評価差額金」として

計上しております。 

再評価を行った年月日 平成13年１月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再
評価後の帳簿価額との差額 

△4,888,832千円 

※３ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 

授権株式総数 普通株式 29,000,000株

発行済株式総数 普通株式 9,645,216株
 

※３ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 

授権株式総数 普通株式 29,000,000株

発行済株式総数 普通株式 9,645,216株
 

※４ 自己株式の保有数 

普通株式 17,882株
 

※４ 自己株式の保有数 

普通株式 24,314株
 

※５ 関係会社に係る注記 

関係会社に対するものが、次のとおり含まれてお

ります。 

敷金及び保証金 441,474千円
 

※５ 関係会社に係る注記 

関係会社に対するものが、次のとおり含まれてお

ります。 

敷金及び保証金 409,367千円
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前事業年度 

(平成17年１月31日) 
当事業年度 

(平成18年１月31日) 

６ 偶発債務 

(1) 「社員ローン規程」に基づく従業員の銀行借入

金68,288千円に対して債務保証を行っておりま

す。 

６ 偶発債務 

(1) 「社員ローン規程」に基づく従業員の銀行借入

金67,002千円に対して債務保証を行っておりま

す。 

(2) 子会社㈱北長野ショッピングセンターの銀行借

入金1,336,000千円、及び支払保証債務180,000千

円に対して債務保証を行っております。 

(2) 子会社㈱北長野ショッピングセンターの銀行借

入金1,299,000千円に対して債務保証を行ってお

ります。 

７ (配当制限) 

土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律

第７条の２第１項の規定により、配当に充当するこ

とが制限されております。 

７ (配当制限) 

土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律

第７条の２第１項の規定により、配当に充当するこ

とが制限されております。 

 

(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

※１ 第２期売場改装による大幅なリモデルに伴う設備

投資額のうち、取引先負担相当額を固定資産受贈益

として計上しております。 
 

※１ 第３期及び第４期売場改装による大幅なリモデル

に伴う設備投資額のうち、取引先負担相当額を固定

資産受贈益として計上しております。 
 

※２ 土地建物売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

土地 45,031千円

 

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物 178,723千円

器具及び備品 9,454千円

計 188,178千円

 

※４ その他の内訳は、次のとおりであります。 

投資有価証券評価損 4,750千円

事業損失引当金繰入額 27,800千円

計 32,550千円
 

※２ ――――――――――――――― 

 

 

 

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物 122,226千円

器具及び備品 9,757千円

計 131,984千円

 

※４ その他の内訳は、次のとおりであります。 

リース解約損 4,037千円

リゾート会員権評価損 5,000千円

計 9,037千円
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(リース取引関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
機械及び 
装置 
(千円) 

 
器具及び 
備品 
(千円) 

 
合計 

(千円) 

取得価額 
相当額 

227,172 16,732  243,905

減価償却 
累計額相当額 

118,528 6,221  124,749

期末残高 
相当額 

108,644 10,511  119,155

 

 
機械及び 

装置 

（千円） 
 
車両及び

運搬具 

（千円） 

 
器具及び 

備品 

（千円） 
 

合計 

（千円） 

取得価額 

相当額 
227,172 2,322 327,279 556,774 

減価償却 

累計額相当額 
144,646 354 42,692 187,692 

期末残高 

相当額 
82,526 1,967 284,587 369,081 

 
②未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 29,599千円

１年超 99,501千円

計 129,100千円
 

②未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 73,709千円

１年超 304,487千円

計 378,196千円
 

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 34,303千円

減価償却費相当額 29,267千円

支払利息相当額 5,589千円
 

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 79,614千円

減価償却費相当額 66,771千円

支払利息相当額 13,573千円
 

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

 同左 

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。 

利息相当額の算定方法 

 同左 

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

未経過リース料 

１年以内 176,437千円

１年超 196,000千円

計 372,437千円
 

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

未経過リース料 

１年以内 149,005千円

１年超 219,342千円

計 368,348千円
 

 

 

 

(有価証券関係) 

前事業年度及び当事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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(税効果会計関係) 

 
前事業年度 

(平成17年１月31日) 
当事業年度 

(平成18年１月31日) 

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 

繰延税金資産 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 18,997千円

 賞与引当金損金算入限度超過額 31,775千円

 事業損失引当金 11,231千円

 退職給付引当金 287,901千円

 役員退職慰労引当金 40,383千円 

 投資損失引当金 101,525千円 

 繰越欠損金 1,206,099千円 

 その他有価証券評価差額金 19,367千円 

 その他 78,027千円 

 繰延税金資産小計 1,795,308千円 

 評価性引当額 △1,218,938千円 

 繰延税金資産合計 576,369千円 

繰延税金負債 ―千円 

繰延税金資産の純額 576,369千円 

再評価に係る繰延税金負債 245,659千円 
 

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 

繰延税金資産 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 16,585千円

 賞与引当金損金算入限度超過額 28,921千円

 未払役員退職慰労金 26,567千円

 退職給付引当金 280,696千円

 投資損失引当金 101,525千円 

 繰越欠損金 1,152,605千円 

 その他 92,562千円 

 繰延税金資産小計 1,699,463千円 

 評価性引当額 △1,185,320千円 

 繰延税金資産合計 514,143千円 

繰延税金負債 ―千円 

繰延税金資産の純額 514,143千円 

再評価に係る繰延税金負債 245,659千円 
 

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要な項目別の内訳 

法定実効税率 41.7％ 

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 84.9％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目 

△1.2％ 

住民税均等割額 33.2％ 

繰越欠損金に係る繰延税金資産取崩によ
る影響 

4,023.6％ 

税効果を認識しない将来減算一時差異 560.3％ 

税率変更による期末繰延税金資産の減額
修正 

△104.4％ 

その他 △0.2％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 4,637.9％ 

  

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要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％ 

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 10.7％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目 

△0.1％ 

住民税均等割額 4.2％ 

税効果を認識しない繰越欠損金等 △22.3％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.9％ 
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(１株当たり情報) 

 

前事業年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１株当たり純資産額 713円13銭 １株当たり純資産額 720円81銭 

１株当たり当期純損失 88円74銭 １株当たり当期純利益 10円52銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜

在株式が存在しないため、記載しておりません。 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜

在株式が存在しないため、記載しておりません。 

 

１株当たり当期純損失の算定上の基礎 

 損益計算書上の当期純損失       854,624千円 

 普通株式に係る当期純損失       854,624千円 

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

  該当事項はありません。 

 普通株式の期中平均株式数      9,630,576株 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 損益計算書上の当期純利益       101,310千円 

 普通株式に係る当期純利益       101,310千円 

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

  該当事項はありません。 

 普通株式の期中平均株式数      9,623,062株 

 

(重要な後発事象) 

 

前事業年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

該当事項はありません。 （保証債務） 

 当社は、平成18年２月11日付の取締役会において、当

社の連結子会社㈱北長野ショッピングセンターが、競売

に付された同社が賃借していた店舗用建物及び土地を買

受けるために実行した銀行借入金1,800,000千円に対

し、債務保証を行うことを決議いたしました。 

 

７．役員の異動 

(1)新任取締役候補 

新役職名 氏名 現役職名 就任年月日 

 取 締 役   楠 森 信 俊 
㈱東急百貨店 
 営業推進室長 

平成18年４月19日(予定) 

 

 

(2)新任監査役候補 

新役職名 氏名 現役職名 就任年月日 

 社外監査役 

  (非常勤) 
 曽 禰   昭 

㈱東急百貨店 

 常務取締役 
平成18年４月19日(予定) 

(注) 新任監査役候補者 曽禰 昭氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第１項

に定める社外監査役の要件を満たしております。 

 




