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１．18年２月期の連結業績（平成17年３月１日～平成18年２月28日）

(1）連結経営成績  

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年２月期 18,405 9.4 1,998 5.6 2,043 7.9

17年２月期 16,823 3.4 1,893 19.0 1,894 20.8

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２月期 899 5.0 67.64 －  11.9 16.2 11.1

17年２月期 856 24.0 70.95 －  12.0 15.7 11.3

（注）１．持分法投資損益 18年２月期 △26百万円 17年２月期 △14百万円

２．期中平均株式数（連結） 18年２月期     12,864,312株 17年２月期 11,698,689株

３．会計処理方法の変更 有

４．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）連結財政状態  

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２月期 12,840 7,666 59.7 593.78

17年２月期 12,391 7,451 60.1 634.77

（注）期末発行済株式数（連結） 18年２月期           12,860,953株 17年２月期 11,696,517株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年２月期 1,187 △1,332 △679 528

17年２月期 1,849 △559 △571 1,353

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ２社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） １社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年２月期の連結業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月２８日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 11,300 970 450

通　期 25,410 2,250 1,140

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　86円31銭

（注）１．上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．従来、百貨店等の売上仕入契約を締結している売上高につきましては、店頭小売価格から歩率家賃を控除した

金額を計上しておりましたが、平成19年２月期より小売価格を売上高として計上し、歩率家賃を販売費及び一

般管理費に計上する方法に変更しております。

３．当社は、平成18年９月１日をもってグループ持株会社の完全子会社となり、非上場会社となる予定であります。

※　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な

要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、当社と親会社及びその子会社３社（うち１社は当社の関連会社）並びに当社の連結子会社２社で構

成され、その主な事業の内容は、繊維製品の卸売業、ジュエリー・ウエア・バッグ等の企画・製造・小売業、飲食業、

物流・運送業及び玩具・雑貨等の輸入卸売業であります。

　事業内容及び当社グループの事業に係る位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は、次の通りであります。

　なお、事業の種類別セグメントの区分とは同一であります。

事業内容  会社名 位置付け

ジュエリー小売事業・ウエア小売事業・その他事業 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 当社

飲食事業 フラッグス㈱ 当社の連結子会社

ジュエリー小売事業 ㈱ホアキン・ベラオ・ジャパン 当社の連結子会社

アパレル製造卸売事業 ㈱アスティ 親会社

婦人服・ジュエリー等の小売業 ㈱アージュ 親会社の子会社

繊維製品・日用雑貨等の物流・運送業 ㈱アロックス 親会社の子会社

玩具・雑貨等の輸入卸売業 ラ シェール㈱
親会社の子会社及び当社の

持分法適用関連会社

　事業系統図は次の通りであります。

 
一   般   消   費   者 

当          社 

フランチャイズ契約 

及び販売代行 

製品等販売 

製品等仕入・商標権借用 

物流業務委託 

ラ シェール㈱ 

業務受託・商品仕入 

商品等販売 

フラッグス㈱ 

百貨店・小売店等 

㈱アージュ ㈱アロックス 

㈱ホアキン・ベラオ・ジャパン 

商品等販売 
・店舗賃貸 

物流 
業務委託 

業
務
受
託 

資
産
賃
貸 

業
務
受
託 

㈱ 
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テ 
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物
流
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務
委
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２．経営方針並びに経営成績及び財政状態

(1）経営方針

ａ．会社の経営の基本方針

　当社は独自性を持った強い企業を目指します。そして、流行を過度に意識することなく、世界に通用する商品や

サービスの提供を通じて、お客様をはじめ私たちを取り巻く人々に貢献してまいります。

ｂ．会社の利益配分に関する基本方針

　当社は株式配当につきましては、安定配当を基本としつつ、あわせて配当性向の向上及び内部留保の充実等を勘

案して決定する方針を採ることにより、株主に対する利益還元を常に念頭に置いた経営を行う所存であります。

　なお、１株当たり年間配当金につきましては、前連結会計年度は、普通配当15円に㈱東京証券取引所市場第一部

銘柄指定に伴う記念配当で３円増配及び過去最高益による特別配当で２円増配の20円を実施いたしました。当連結

会計年度は普通配当17円に過去最高益による特別配当で３円増配の20円を予定しております。

ｃ．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　株主への利益還元の一つとして、平成17年10月20日付で１株につき1.1株の割合をもって株式分割（無償交付）を

５年連続して実施いたしました。

ｄ．中期的な会社の経営戦略と課題

　厳しい生き残り競争が続く事業環境の中で、さらなる成長を維持し続けていくために、当社は、長期ビジョンを

策定し、ブランドを通して全ての女性に「美しさ」と「ときめき」をお届けし、ジュエリーを核としたオンリーワ

ンブランド創造企業として、国内№１を目指します。そして、このビジョン達成に向けて、平成18年度を初年度と

する中期経営計画（2006－2008）に基づき、「Shaping the Future」というテーマのもと、さまざまな施策を推し

進めてまいります。具体的には、①「「４℃（ヨンドシィ）」ジュエリーの更なるブランド力アップと利益確保」、

②「「RUGIADA（ルジアダ）」の拡大」、③「新ジュエリーブランドの開発・育成」、④「「４℃」バッグのポジ

ショニング確立」、⑤「「４℃」ウエアの再構築」、⑥「ＣＳＲ経営の推進」、⑦「組織風土改革の実践」の７項

目を基本戦略として掲げ、企業力の向上に取り組んでまいります。又、企業の社会的責任として法令遵守、品質管

理等の諸問題にも取り組んでまいります。

ｅ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

　当社は、業績向上を目指し、企業価値を拡大することにより、あらゆるステークホルダーの方々の期待に応える

と同時に社会的責任を果たすことを基本とし、経営情報の公正かつ適時適切な開示を含め、透明性が高く、より効

率的な経営の実現を重要な課題として取り組んでおります。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

　当社は、取締役６名により毎月定例に取締役会を開催し、業務の執行状況、中長期的な経営戦略に基づいた経営

の重要事項について審議及び決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。又、取締役会に対す

る付議事項を審議及び決定するため、取締役により毎月定例に常務会を開催しております。さらに部長及び次長以

上による経営会議を毎月開催し、現場主義による課題解決と社内意思統一の迅速化を図っております。

　又、当社は監査役制度を採用しており、監査役３名（うち社外監査役３名）により取締役会において取締役の業

務執行状況を監視する等、監査役会による監査を核とした経営監視体制を築いております。

　さらに、内部統制の仕組みとしまして平成17年４月に社長を委員長として、コンプライアンス、リスクマネジメ

ント、個人情報保護対応等の具体的な施策の検討・実施を効率的に運用する仕組みとして「内部統制委員会」を設

置し、内部統制委員会運営規程、リスク管理基本方針、コンプライアンス基本方針を制定いたしました。又、７月

にはコンプライアンスの観点から全従業員が特に注意しなければならない事項についての行動規範としてコンプラ

イアンスガイドラインを制定し、全従業員の理解・浸透に努めるとともに、８月にはコンプライアンスに関する社

外相談窓口を設置いたしました。
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㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツのコーポレート・ガバナンスと内部統制
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注）      マネジメント（内部統制）の流れ 

        コーポレートガバナンスの流れ 

ｆ．親会社等に関する事項

①親会社等の商号等

（平成18年２月28日現在）

親会社等 属性 親会社等の議決権所有割合
親会社等が発行する株券が

上場されている証券取引所等

㈱アスティ 親会社 58.80 株式会社東京証券取引所　市場第二部

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　当社は親会社である㈱アスティを中核としたアスティグループに属しております。当該グループは、㈱アスティ

及び子会社14社並びに関連会社３社で構成され、その主な事業内容は、婦人、紳士、子供、バッグ、肌着・靴下

等の繊維製品等の企画・製造・卸売業、繊維製品・ジュエリー等の企画・製造・小売業及び不動産賃貸業であり

ます。当社はその中で、ジュエリー・ウエア・バッグ等の企画・製造・小売業を営んでおります。

③親会社との取引に関する事項

　親会社との取引に関する事項は、「３．連結財務諸表等　⑦　関連当事者との取引」に記載しております。
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(2）経営成績

ａ．当期の概況

　当期におけるわが国経済は、上半期におきましては、原油価格の高騰等不安定な要素もありましたが、アメリカ・

アジアの景気拡大に支えられ、景気及び個人消費においては、緩やかな回復傾向が見られました。下半期におきま

しては、原油価格や素材価格の高止まり、自然災害の影響等ありましたが、企業収益の改善による設備投資の増加

や株式市場の回復等により、景気は着実な持ち直しを見せ、個人消費も緩やかな回復傾向を続けてきました。

　流通業界におきましては、前半はクールビズ効果や猛暑、後半は寒波到来の気候要因に恵まれたこと等もあり、

百貨店の売上高は前年を上回ることが予測され、回復の兆しも見られましたが、チェーンストアの売上高は冬場の

２ヵ月が前年を上回ったものの、年間では前年を下回り、業界全体は依然として厳しい経営環境が続いております。

　又、引き続き新たな大型商業施設が全国規模で開発され、百貨店・ショッピングセンター・チェーンストア・専

門店等、業態を越えた競争が一層激化してきております。

　このような状況のもと、当社グループ（当社及び連結子会社）といたしましては、平成17年度を中期経営計画（平

成15年度から平成17年度）の最終年度とし、「世界に通用するブランド」を目指し、①「ジュエリー事業の拡充と

戦略的投資の実行」、②「アパレル事業の損益改善」、③「ストアロイヤリティの確立」、④「企業体質の強化」

の４項目に取り組んでまいりました。

　まず、「ジュエリー事業の拡充と戦略的投資の実行」につきましては、ブライダルゾーンの拡大及びキャリア対

応ゾーンの強化による「４℃」ブランドの安定成長、各商品ゾーンの拡充による「RUGIADA」ブランドの売上拡大、

新ブランドの立ち上げ準備等に取り組んでまいりました。

　「アパレル事業の損益改善」につきましては、売上拡大のためのウエアの商品力・ＭＤ力の強化、バッグのイン

ショップ化に向けた店舗開発と商品力の向上、既存店舗の売上拡大等に努めました。又、雑誌掲載等の広告宣伝に

よる認知度の向上に取り組んでまいりました。

　「ストアロイヤリティの確立」につきましては、顧客情報の活用等による路面店を中心とした店舗集客力向上、

販売スタイルの確立による１人当たりの売上高拡大、新ショッププロトによる店舗改装を実施いたしました。

　最後に、「企業体質の強化」につきましては、財務・営業情報の精度向上と早期化、人事労務・安全衛生面の改

善を行い、コスト抑制等の効率化を図りました。さらに、飲食事業のサポートにも努めました。

　厳しい環境の中、商品力の強化と計画達成に向けた施策を実行した結果、全社の既存店の売上高は前期に比べ増

加し、新規店舗も順調に推移いたしました。

　又、フラッグス㈱は自主自立のための運営体制の整備・強化、接客サービス力の向上、商品企画の強化及び新業

態の展開等に取り組んでまいりました。

　この結果、売上高は184億５百万円（前期比9.4％増加）、経常利益は20億43百万円（前期比7.9％増加）、当期純

利益は８億99百万円（前期比5.0％増加）となり、増収・増益となりました。

　事業別に見ますと、ジュエリー小売事業におきましては、「４℃」ブランドにおけるブライダルフェアの強化及

びキャリア対応ゾーン「４℃ citadine（ヨンドシィ シタディーヌ）」の開発強化を行うとともに店舗改装を積極

的に行いブランドイメージの向上に取り組んだ結果、クリスマス商戦も順調に推移し既存店・ブランド全体の売上

高ともに前期に比べ増加いたしました。

　「RUGIADA」ブランドにつきましては、販売促進活動の強化に併せブライダルフェア、ダイヤモンドコレクション

の充実を行いました。又、新しく投入したメンズラインも売上高増加に寄与し既存店・ブランド全体の売上高とも

に前期に比べ増加いたしました。

　又、スペインのプレステージジュエリーブランド「JOAQUIN BERAO（ホアキン・ベラオ）」を扱う㈱ホアキン・ベ

ラオ・ジャパンを子会社化し、路面等への出店を行った結果、売上高は前期に比べ大幅に増加いたしました。

　この結果、売上高は148億８百万円（前期比11.3％増加）、営業利益は30億97百万円（前期比7.0％増加）となり

ました。

　次に、ウエア小売事業におきましては、25歳から30歳のキャリア女性に向けたスタイル提案の強化に向け提案商

品開発や、イベントの実施等に取り組んだものの、マーケット対応力の不足により、売上高は前期を下回りました。

　この結果、売上高は９億90百万円（前期比0.1％減少）、営業損失は２億37百万円となりました。

　次に、飲食事業におきましては、接客サービス力の向上や商品企画を強化するため、年間ＭＤを作成し各種イベ

ント等を展開するとともに、和風カフェ「ku:fuku（クーフク）」、ジュースバー「JUD de COEUR（ジュドクー

ル）」、セルフスタイルカフェといった新業態開発に取り組んだことによって、飲食事業全体の売上高は前期に比

べ増加いたしました。

　この結果、売上高は14億34百万円（前期比7.1％増加）、営業損失は27百万円となりました。
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　その他事業におきましては、バッグのインショップ化に向けた小物商品開発の充実や認知促進のために、広告宣

伝の強化を行ってまいりました。その結果、皮革バッグ及びパースの売上が好調に推移したものの、ライセンスブ

ランドの中止等もあり、売上高は前期に比べ減少いたしました。

　この結果、売上高は11億71百万円（前期比1.8％減少）、営業利益は16百万円（前期比78.4％減少）となりました。

ｂ．次期の見通し

　今後のわが国経済は、原油価格の高騰が内外経済に与える影響等には留意する必要があるものの、企業収益の好

調さが家計部門へ波及しており、国内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれます。

　流通業界におきましては、個人消費の伸長が期待される一方、優勝劣敗の構図がますます顕著となり、依然とし

て厳しい経営環境が予測されます。

　このような状況のもと、当社グループといたしましては、新中期経営計画の初年度として下記の７項目を基本戦

略に掲げ、各施策に取り組んでまいります。

　まず、「４℃ジュエリーのさらなるブランド力アップと利益確保」につきましては、ＭＤの再編による新客層の

拡大、メンズ商品の開発、「４℃」ブライダルの安定成長へ向けたサービス開発やフェア競争力の強化に取り組ん

でまいります。

　「「RUGIADA」の拡大」につきましては、顧客獲得を目指した商品開発と接客・販売力の強化、売上拡大に向けた

出店戦略の推進と広告強化に取り組んでまいります。

　「新ジュエリーブランドの開発・育成」につきましては、「CELINE（セリーヌ）」ブランドの秋デビューに向け

た開発準備と展開実施、新ブランドの構想立案に取り組んでまいります。

　「「４℃」バッグのポジショニングの確立」につきましては、定番商品の強化と商品グレードの向上に取り組ん

でまいります。

　「「４℃」ウエアの再構築」につきましては、商品力強化による既存店売上拡大と大幅な損益改善に取り組んで

まいります。

　「ＣＳＲ経営の推進」につきましては、方針の確定と施策の検討・導入に取り組んでまいります。

　最後に、「組織風土改革の実践」につきましては、ビジョン浸透と各種活動・実行項目の実践及び評価に取り組

んでまいります。

　又、フラッグス㈱は、経営基盤の強化、既存店の安定運営の確立、セルフスタイルカフェの育成と出店に取り組

んでまいります。

　㈱ホアキン・ベラオ・ジャパンは、戦略的投資の実施による売上拡大とブランド認知度の向上、グループと連携

した効率運営の実施に取り組んでまいります。

　さらに、新会社法の施行により、企業としての自己責任がますます重要となってまいります。当社も企業グルー

プの社会的責任を果たすために、コーポレートガバナンス及び内部統制の仕組みとして、コンプライアンス、リス

クマネジメントの諸問題にも取り組んでまいります。

　以上の各項目に取り組み、独自性を持った強い企業グループを実現してまいる所存でございます。

　次期の営業成績は、売上高254億10百万円、経常利益22億50百万円（前期比10.1％増加）、当期純利益11億40百万

円（前期比26.7％増加）と増収・増益を見込んでおります。
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(3）財政状態

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ８

億24百万円減少し、当連結会計年度末には５億28百万円（前期比60.9％減少）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における営業活動の結果、資金の増加は、11億87百万円（前期比35.8％減少）となりました。これ

は主に、税金等調整前当期純利益が17億36百万円となったものの、法人税等の支払額８億72百万円等により相殺され

たためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における投資活動の結果、資金の減少は、13億32百万円（前期比138.0％増加）となりました。これ

は主に、貸付金の回収による収入が３億24百万円となったものの、㈱アスティ等への貸付けによる支出５億２百万円

及び心斎橋大丸ジュエリー店の改装並びに㈱アスティからの本社資産譲受を含む有形固定資産の取得９億20百万円等

により相殺されたためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における財務活動の結果、資金の減少は、６億79百万円（前期比18.9％増加）となりました。これ

は主に、長期借入金の返済４億23百万円及び配当金の支払い２億33百万円等によるものであります。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次の通りであります。

項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

自己資本比率（％） 60.1 59.7

時価ベースの自己資本比率（％） 121.9 208.7

債務償還年数（年） 0.5 0.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 82.9 100.0

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」及び「利息の支払額」によっております。
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(4）事業等のリスク

　当社グループにおける事業展開上のリスクとなる可能性があると考えられる事項は以下の内容となります。

ａ．流行等が経営成績に与える影響について

　当社グループの主力商品であるジュエリー・ウエア・バッグ等のファッション商品は、流行の変化が早く、商品

のライフサイクルが短いファッション業界に属しております。

　ジュエリーでは、商品追加の精度を上げるとともに、効率的な自社物流体制の構築により、機会ロスの削減と在

庫効率の向上を図っております。ウエアでは、シーズンの商品動向を早急に把握し、追加できる体制作りで流行の

変化に迅速に対応できるように努めております。バッグでは年間継続的に展開できる定番的な商品開発を行い、安

定した売上高確保ができるように努めております。

　ただし、流行の変化が当社の想定するものと大きく異なり、当社が消費者の嗜好に合致した商品を提供できない

場合、販売不振等により当社業績に影響が及ぶ可能性があります。　

ｂ．12月のジュエリー売上高が経営成績に与える影響について

　当社グループの主力商品であるジュエリーの12月の売上高構成比は、当社グループの年間売上高の17.0％（平成

17年度実績）と平月と比較し非常に高くなっております。

　当社グループは、年間最大となる12月商戦の強化は当然のことながら、ブライダルや自家需要の商品群の開発強

化等を行い、平月の売上高増加に努めております。

　しかしながら、12月の業績が当初の計画を著しく下回った場合、年間の業績予測に大きな影響を及ぼす可能性が

あります。

ｃ．百貨店チャネルへの依存について

　当社グループは、路面店、ファッションビル及び百貨店等の販売チャネルにおいて店舗展開を行っておりますが、

当社グループの年間売上高の71.3％（平成17年度実績）が百貨店チャネルによるものであります。

　こうした状況を踏まえ当社グループは、百貨店チャネルはもちろんのこと、路面店等の直営店チャネルの売上高

の拡大や、それ以外の新規チャネルの販路拡大等に取り組んでおります。

　しかしながら、個人消費動向の多様化の要因等により、百貨店の業績とともに当社グループの百貨店チャネルの

売上高が低迷した場合、年間の業績予測にも影響を及ぼす可能性があります。

ｄ．「４℃」ジュエリーへの依存について

　当社グループは、「４℃」ブランドにおいてジュエリー・ウエア・バッグ、「４℃ Collection（ヨンドシィコレ

クション）」及び「RUGIADA」ブランドにおいてジュエリー・バッグを扱っており、フラッグス㈱において飲食事業

を行っておりますが、当社グループの年間売上高の74.0％（平成17年度実績）が「４℃」ジュエリーによるもので

あります。

　当社グループは、「４℃」ジュエリー以外の商材につきましても商品構成の見直しや、効果的な販促活動に取り

組むことで売上高の拡大に努めてまいりました。

　しかしながら、今後も「４℃」ジュエリーの売上高が大部分を占める状況は続くことが予測されることから、

「４℃」ジュエリーの業績が年間の業績予測に大きな影響を及ぼす可能性があります。

ｅ．競合等の脅威について

　当社グループの主力商品であるジュエリー・ウエア・バッグ等のファッション商品は、海外ブランドも含め多く

の競合ブランドが存在している業界であります。

　特に海外ブランドにおいては、日本市場を重要なマーケットとして捉え、商品・価格戦略の打ち出しと同時に、

銀座や青山といった一等地への積極的な出店が続いております。

　当社は、日本のファッションジュエリーマーケットのリーディングカンパニーとして、オリジナリティのある、

高品質な商品とサービスをお客様に提供することに引き続き全力を傾注してまいります。

　しかしながら、予測しえない競合状況が発生し、当社グループの差別化戦略が徹底できず、ブランド競争力が低

下した場合には、年間の業績予測に影響を及ぼす可能性があります。
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ｆ．少子化によるブライダルマーケットの縮小について

　当社グループにおいてブライダル商品は、当社グループの年間売上高の29.0％（平成17年度小売価格実績）を占

めている重要な商品ゾーンとなっております。

　少子化によるブライダルマーケットの縮小は、今後ますます顕著になっていくと考えられますが、他ブランドと

差別化された商品の打ち出しやサービスの付加、さらに引き出物や結婚記念日等のメモリアル商品の充実によって

シェアを拡大し、ブライダルゾーンの売上高の維持拡大に努めてまいります。

　しかしながら、ブライダルマーケットの縮小が予想される中で、ブランド間の競合がますます激化し、想定以上

の厳しい競合状況になった場合、年間の業績予測に影響を及ぼす可能性があります。

ｇ．個人情報保護について

　当社グループは、売場の販売促進・アフターサービス活動の一環として、お客様から個人情報をいただき、厳格

な管理のもとで運用させていただいております。

　平成16年11月に個人情報保護方針、個人情報管理規程及び個人情報保護マニュアル等を策定し、コンプライアン

スの重要性を含めて全社員に教育を実施するとともに、システムセキュリティに関しましてもレベルアップを行い

ました。

　今後も当社グループは、個人情報保護・管理状況に関する監視と不具合の継続的改善に一層の徹底を図ってまい

ります。

　しかしながら、以上のような対策を講じたにも関わらず、個人情報の流出等の重大なトラブルが発生した場合に

は、当社グループへの損害賠償請求や信用の低下等により、当社グループの事業及び業績に影響が及ぶ可能性があ

ります。

ｈ．商標権の契約条件の変更について

　当社グループの主力商品である「４℃」ブランドの商標権は、親会社である㈱アスティが所有しており、当社グ

ループは「４℃」ブランドにおいて現在長期間の独占ライセンス契約を締結しております。

　今後も同様の安定した契約の履行・維持に注力いたしますが、契約更新時に契約内容の大幅な変更及び不測の事

態による予期せぬ契約の解消等があった場合は、年間の業績予測に大きな影響を及ぼす可能性があります。
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３．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年２月28日）
当連結会計年度

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   1,353,491   528,793  

２　受取手形及び売掛金   1,211,172   1,287,820  

３　たな卸資産   3,107,596   3,677,701  

４　繰延税金資産   246,052   195,581  

５　短期貸付金   300,000   500,000  

６　その他   75,652   127,832  

貸倒引当金   △5,100   △3,212  

流動資産合計   6,288,866 50.8  6,314,517 49.2

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物及び構築物  1,791,047   2,108,658   

減価償却累計額  288,176 1,502,871  418,955 1,689,703  

(2）土地 ※４  2,049,491   1,869,926  

(3）建設仮勘定   －   777  

(4）その他  496,584   526,613   

減価償却累計額  259,481 237,102  280,535 246,078  

有形固定資産合計   3,789,465 30.6  3,806,486 29.7

２　無形固定資産        

(1）連結調整勘定   －   39,289  

(2）その他   77,236   81,523  

無形固定資産合計   77,236 0.6  120,813 0.9
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前連結会計年度

（平成17年２月28日）
当連結会計年度

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※１  518,657   521,937  

(2）長期貸付金   51,556   27,074  

(3）長期前払費用   74,868   62,107  

(4）敷金・保証金   977,013   1,175,621  

(5）繰延税金資産   127,711   177,324  

(6）再評価に係る繰延税金
資産

※４  427,350   －  

(7）投資不動産  －   641,639   

減価償却累計額  － －  70,183 571,456  

(8）その他   81,901   85,860  

貸倒引当金   △22,915   △22,200  

投資その他の資産合計   2,236,144 18.0  2,599,181 20.2

固定資産合計   6,102,845 49.2  6,526,481 50.8

資産合計   12,391,712 100.0  12,840,998 100.0
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前連結会計年度

（平成17年２月28日）
当連結会計年度

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金   1,855,668   2,476,227  

２　短期借入金   361,900   345,300  

３　未払法人税等   591,801   584,766  

４　未払消費税等   107,016   34,967  

５　賞与引当金   291,050   274,639  

６　その他   689,012   693,087  

流動負債合計   3,896,449 31.5  4,408,987 34.3

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金   575,300   230,000  

２　退職給付引当金   234,731   242,441  

３　役員退職慰労引当金   129,171   194,458  

４　その他   104,990   98,990  

固定負債合計   1,044,193 8.4  765,890 6.0

負債合計   4,940,642 39.9  5,174,878 40.3

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   － －  － －

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※２  951,875 7.7  951,875 7.4

Ⅱ　資本剰余金   733,392 5.9  734,018 5.7

Ⅲ　利益剰余金   6,351,074 51.2  6,990,243 54.4

Ⅳ　土地再評価差額金 ※４  △624,719 △5.0  △1,052,069 △8.2

Ⅴ　その他有価証券評価差額金   51,309 0.4  64,794 0.5

Ⅵ　自己株式 ※３  △11,862 △0.1  △22,741 △0.1

資本合計   7,451,069 60.1  7,666,120 59.7

負債、少数株主持分及び資
本合計

  12,391,712 100.0  12,840,998 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   16,823,789 100.0  18,405,146 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  7,080,772 42.1  7,687,601 41.8

売上総利益   9,743,016 57.9  10,717,544 58.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  7,849,555 46.6  8,718,630 47.3

営業利益   1,893,461 11.3  1,998,913 10.9

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  1,262   961   

２　受取配当金  3,689   3,779   

３　不動産賃貸料  23,172   72,914   

４　事務代行手数料  11,502   8,847   

５　その他  12,375 52,001 0.3 6,993 93,496 0.5

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  23,749   13,199   

２　持分法による投資損失  14,348   26,910   

３　為替差損  5,387   181   

４　不動産賃貸費用  5,120   7,223   

５　その他  2,731 51,337 0.3 1,671 49,185 0.3

経常利益   1,894,126 11.3  2,043,224 11.1

Ⅵ　特別利益        

貸倒引当金戻入額  9,800   －   

役員退職慰労引当金取崩
額

 － 9,800 0.0 1,881 1,881 0.0

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産除却損 ※３ 206,998   97,252   

２　固定資産減損損失 ※４ －   207,761   

３　パリ店退店損  92,151   －   

４　その他  － 299,150 1.8 3,600 308,613 1.7

税金等調整前当期純利益   1,604,776 9.5  1,736,492 9.4

法人税、住民税及び事業
税

 793,502   851,336   

法人税等調整額  △45,263 748,238 4.4 2,147 853,483 4.6

少数株主損失   － －  16,590 0.1

当期純利益   856,538 5.1  899,599 4.9
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   733,150  733,392

Ⅱ　資本剰余金増加高      

自己株式処分差益  242 242 625 625

Ⅲ　資本剰余金期末残高   733,392  734,018

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   5,694,956  6,351,074

Ⅱ　利益剰余金増加高      

当期純利益  856,538 856,538 899,599 899,599

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  180,820  233,930  

２　役員賞与  19,600 200,420 26,500 260,430

Ⅳ　利益剰余金期末残高   6,351,074  6,990,243
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　税金等調整前当期純利益  1,604,776 1,736,492

２　減価償却費  226,741 214,950

３　連結調整勘定償却額  － 9,822

４　貸倒引当金の増減額
（△は減少額）

 △9,112 △933

５　賞与引当金の増減額
（△は減少額）

 △33,450 △17,598

６　退職給付引当金等の増減
額（△は減少額）

 15,037 49,148

７　受取利息及び受取配当金  △4,952 △961

８　支払利息  23,749 13,199

９　持分法による投資損失  14,348 26,910

10　固定資産除売却損  299,150 97,252

11　固定資産減損損失  － 207,761

12　売上債権の増減額（△は
増加額）

 203,638 △37,579

13　たな卸資産の増減額（△
は増加額）

 △57,955 △502,976

14　仕入債務の増減額（△は
減少額）

 95,258 495,983

15　役員賞与の支払額  △19,600 △26,500

16　その他  165,548 △197,132

小計  2,523,180 2,067,838

17　利息及び配当金の受取額  7,312 4,501

18　利息の支払額  △22,311 △11,876

19　法人税等の支払額  △658,300 △872,609

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,849,880 1,187,852
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前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　有形固定資産等の取得に
よる支出

 △508,744 △920,872

２　有形固定資産等の売却に
よる収入

 53,445 －

３　投資有価証券の取得によ
る支出

 △9,613 △4,942

４　投資有価証券の売却によ
る収入

 5,549 －

５　連結範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による支
出

 － △49,496

６　貸付けによる支出  △301,280 △502,300

７　貸付金等の回収による収
入

 21,989 324,752

８　敷金・保証金の預入によ
る支出

 △832 △290,815

９　敷金・保証金の返還によ
る収入

 166,997 113,871

10　その他  12,522 △3,087

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △559,965 △1,332,890

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　短期借入金純増減額  － △11,900

２　長期借入金の返済による
支出

 △386,400 △423,396

３　配当金の支払額  △180,820 △233,930

４　自己株式買付による支出  △4,712 △10,878

５　自己株式売却による収入  242 625

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △571,691 △679,478

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 1,391 △181

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（△は減少額）

 719,614 △824,698

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 633,877 1,353,491

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

 1,353,491 528,793
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１　連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　　　　　　　１社

連結子会社名　　　　　　フラッグス㈱

　子会社は全て連結しております。

連結子会社の数　　　　　　　　　２社

連結子会社名　　　　　　フラッグス㈱

　　　　㈱ホアキン・ベラオ・ジャパン

　㈱ホアキン・ベラオ・ジャパンについて

は、株式の取得により、当連結会計年度よ

り子会社化しております。

　なお、子会社は全て連結しております。

２　持分法の適用に関する事項 持分法を適用した関連会社数　　　１社

会社名　　　　　　　　 ラ シェール㈱

　なお、関連会社は全て持分法を適用して

おります。

同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の事業年度末日と連結決算日

は一致しております。

同左

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

たな卸資産

　原材料のうち地金については、総平

均法に基づく低価法を、又、その他の

たな卸資産については、主として総平

均法に基づく原価法を採用しておりま

す。

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

同左

有価証券

　その他有価証券で時価のあるものに

ついては、決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は、全部資本直入

法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）によっております。

有価証券

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

　建物（建物附属設備を除く）につい

ては定額法、建物以外については定率

法によっております。

　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）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産・投資不動産

同左

無形固定資産

　定額法によっております。

　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、自社利用のソフトウェアに

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。

無形固定資産

同左

長期前払費用

　均等償却によっております。

　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。

長期前払費用

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(3）重要な引当金の計上基準

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勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

当連結会計年度の負担すべき支給見込

額を計上しております。

賞与引当金

同左

退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき、当連結会計年度末

において発生していると認められる額

を計上しております。

　数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（６年）による定額法により、

翌連結会計年度から費用処理しており

ます。

退職給付引当金

同左

役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、「役員退職慰労金規程」に基づく

期末要支給額の100％を計上しており

ます。

役員退職慰労引当金

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

を採用しております。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(5）その他の重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

(5）その他の重要な事項

消費税等の会計処理

同左

────── 固定資産の減損に係る会計基準

　「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議

会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号　

平成15年10月31日）が平成16年３月

31日に終了する連結会計年度に係る連

結財務諸表から適用できることになっ

たことに伴い、当連結会計年度から同

会計基準及び同適用指針を適用してお

ります。

　これにより、税金等調整前当期純利

益が207,761千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき各

資産の金額から直接控除しております。

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６　連結調整勘定の償却に関

する事項

────── 　連結調整勘定は５年間で均等償却してお

ります。

７　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分又は損失処理について、連結会計年度中

に確定した利益処分又は損失処理により作

成しております。

同左

８　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。

同左
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において区分掲記しておりました「受取

保険配当金」（当連結会計年度807千円）は、金額的重要

性が乏しいため、当連結会計年度より営業外収益の「その

他」に含めて表示することに変更いたしました。又、営業

外収益の「その他」に含めて表示しておりました「不動産

賃貸料」（前連結会計年度914千円）については、重要性

が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

──────

追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

────── （投資不動産）

　旧本社ビル賃貸の本格化に伴い、賃貸資産の重要性が増

したため、「有形固定資産」の「建物及び構築物」及び

「土地」から、「投資その他の資産」の「投資不動産」

へ571,456千円（建物及び構築物157,143千円、土地

414,313千円）振り替えております。

────── （再評価に係る繰延税金資産）

　「投資その他の資産」の「再評価に係る繰延税金資産

（再評価に係る繰延税金負債との相殺額を含む）」につい

て、回収可能性を検討した結果、確実な回収を見込むこと

が困難なもの427,350千円について取崩し、同額を「資本

の部」の「土地再評価差額金」に増額しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

※１　関連会社に対するものは、次の通りであります。 ※１　関連会社に対するものは、次の通りであります。

投資有価証券（株式） 106,167千円 投資有価証券（株式） 79,473千円

※２　当社の発行済株式総数は、普通株式11,712,800株で

あります。

※２　当社の発行済株式総数は、普通株式12,884,080株で

あります。

※３　当社が保有する自己株式の数は、普通株式16,283株

であります。

※３　当社が保有する自己株式の数は、普通株式23,127株

であります。

※４　「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）及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）に基

づき事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額のう

ち法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする

税金に相当する金額である「再評価に係る繰延税金資

産」を資産の部に計上し、当該繰延税金資産を控除し

た金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上

しております。

※４　「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）及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）に基

づき事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額のう

ち法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする

税金に相当する金額である「再評価に係る繰延税金資

産」を資産の部に計上し、当該繰延税金資産を控除し

た金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上

しております。

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

「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

価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基

礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定

めて公表した方法により算出した価額」に基づいて、

奥行価格補正及び時点修正等合理的な調整を行って算

定しております。

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

「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

価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基

礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定

めて公表した方法により算出した価額」に基づいて、

奥行価格補正及び時点修正等合理的な調整を行って算

定しております。

再評価を行った年月日 平成12年２月29日

再評価を行った土地の当期末

における時価と再評価後の帳

簿価額との差額

△21,478千円

再評価を行った年月日 平成12年２月29日

再評価を行った土地の当期末

における時価と再評価後の帳

簿価額との差額

23,453千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１　一般管理費に含まれる研究開発費は、119,773千円

であります。

※１　一般管理費に含まれる研究開発費は、103,215千円

であります。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 ※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

給与手当 2,445,679千円

賞与引当金繰入額 273,156千円

退職給付費用 25,991千円

役員退職慰労引当金繰入額 22,377千円

広告宣伝費 972,155千円

賃借料 834,650千円

給与手当 2,526,004千円

賞与引当金繰入額 253,799千円

退職給付費用 46,089千円

役員退職慰労引当金繰入額 44,489千円

広告宣伝費 1,253,803千円

賃借料 941,700千円

※３　固定資産除却損の内容は、次の通りであります。 ※３　固定資産除却損の内容は、次の通りであります。

建物及び構築物 127,765千円

工具器具及び備品 35,075千円

長期前払費用 18,106千円

その他 26,051千円

計 206,998千円

建物及び構築物 59,002千円

工具器具及び備品 22,603千円

長期前払費用 6,415千円

その他 9,230千円

計 97,252千円

※４　　　　　　　 ────── ※４　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしました。

場所 種類
減損損失
（千円）

４℃コレクション
六本木ヒルズ店
（東京都港区）

建物及び構築物

工具器具及び備品
27,890

寅六本木店
（東京都港区）

建物及び構築物

工具器具及び備品
26,799

フラッグスカフェ
丸の内店
（東京都千代田区）

建物及び構築物

工具器具及び備品
25,660

フラッグスカフェ
柏高島屋店
（千葉県柏市）

建物及び構築物

工具器具及び備品
18,772

ルジアダ
六本木ヒルズ店
（東京都港区）

建物及び構築物

工具器具及び備品
16,119

その他

建物及び構築物

工具器具及び備品

長期前払費用

92,518

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、店舗を基本単位としてグルーピングし

ております。

営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、

又、今後もその見込みである資産グループの帳簿価額

を回収可能性額まで減額し、当該減少額を減損損失

（207,761千円）として特別損失に計上いたしました。

その内訳は、建物及び構築物153,777千円、工具器具

及び備品41,768千円、長期前払費用12,215千円であり

ます。

なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値

として備忘価額を付しております。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

　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

　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

（平成17年２月28日） （平成18年２月28日）

現金及び預金勘定 1,353,491千円

現金及び現金同等物 1,353,491千円

現金及び預金勘定 528,793千円

現金及び現金同等物 528,793千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

　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

　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

  

工具器具

及び備品

（千円）

 

ソフト

ウェア

（千円）

 
合計

（千円）

取得価額相当額  200,495 307,870 508,365

減価償却累計額相

当額
 86,672 137,520 224,193

期末残高相当額  113,822 170,349 284,172

  

工具器具及

び備品（千

円）

 

車両・

運搬具

（千円）

ソフト

ウェア

（千円）

 
合計

（千円）

取得価額

相当額
 234,144 2,295 323,720 560,160

減価償却

累計額

相当額

 132,152 191 205,202 337,545

期末残高

相当額
 101,991 2,104 118,518 222,614

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 104,491千円

１年超 187,458千円

合計 291,950千円

１年以内 115,293千円

１年超 115,839千円

合計 231,133千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (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 107,911千円

減価償却費相当額 103,558千円

支払利息相当額 5,710千円

支払リース料 114,523千円

減価償却費相当額 109,962千円

支払利息相当額 4,855千円

(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

法を採用しております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(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

息法を採用しております。

(5）利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度（平成17年２月28日）

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

①株式 324,169 410,685 86,515

②債券 － － －

③その他 － － －

小計 324,169 410,685 86,515

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 1,912 1,805 △107

②債券 － － －

③その他 － － －

小計 1,912 1,805 △107

合計 326,082 412,490 86,408

２　時価評価されていない有価証券

区分
前連結会計年度（平成17年２月28日）

連結貸借対照表計上額（千円）

関連会社株式 106,167
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当連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分

当連結会計年度（平成18年２月28日）

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

①株式 330,914 440,033 109,118

②債券 － － －

③その他 － － －

小計 330,914 440,033 109,118

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 － － －

②債券 － － －

③その他 － － －

小計 － － －

合計 330,914 440,033 109,118

２　時価評価されていない有価証券

区分
当連結会計年度（平成18年２月28日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

①関連会社株式 79,473

②非上場株式 2,429

③　デリバティブ取引

前連結会計年度（平成16年３月１日～平成17年２月28日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

当連結会計年度（平成17年３月１日～平成18年２月28日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
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④　退職給付

前連結会計年度

（平成17年２月28日）

当連結会計年度

（平成18年２月28日）

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、退職一時金制度を採用してお

ります。

１　採用している退職給付制度の概要

同左

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 △263,722千円

②未認識数理計算上の差異 28,990千円

③退職給付引当金（①＋②） △234,731千円

①退職給付債務 △263,455千円

②未認識数理計算上の差異 21,014千円

③退職給付引当金（①＋②） △242,441千円

（注）　連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便

法によっております。

（注）　連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便

法によっております。

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

①勤務費用（注） 38,637千円

②利息費用 5,246千円

③未認識数理計算上の差異の費

用処理額
5,716千円

④退職給付費用（①＋②＋③） 49,599千円

①勤務費用 38,082千円

②利息費用 5,147千円

③未認識数理計算上の差異の費

用処理額
6,238千円

④退職給付費用（①＋②＋③） 49,468千円

（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、「①勤務費用」に計上しております。

（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、「①勤務費用」に計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方

法
勤務期間定額基準

②割引率 2.0％

③数理計算上の差異の処理年数 ６年

①退職給付見込額の期間配分方

法
勤務期間定額基準

②割引率 2.0％

③数理計算上の差異の処理年数 ６年
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28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

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（流動資産）  

未払事業税 48,256千円

製品評価損 44,102千円

賞与引当金 118,545千円

その他 39,628千円

繰延税金資産小計 250,533千円

評価性引当額 △4,481千円

 246,052千円

繰延税金資産（固定資産）  

退職給付引当金 85,749千円

役員退職慰労引当金 52,494千円

会員権評価損 14,135千円

その他 14,314千円

繰延税金資産小計 166,694千円

評価性引当額 △3,883千円

 162,810千円

繰延税金負債（固定負債）  

その他有価証券評価差額金 △35,098千円

繰延税金資産の純額 373,764千円

繰延税金資産（流動資産）  

未払事業税 43,747千円

製品評価損 1,951千円

賞与引当金 110,997千円

その他 41,168千円

繰延税金資産小計 197,864千円

評価性引当額 △2,283千円

 195,581千円

繰延税金資産（固定資産）  

退職給付引当金 92,368千円

役員退職慰労引当金 69,220千円

会員権評価損 14,135千円

その他 78,947千円

繰延税金資産小計 254,672千円

評価性引当額 △33,023千円

 221,648千円

繰延税金負債（固定負債）  

その他有価証券評価差額金 △44,324千円

繰延税金資産の純額 372,905千円

（注）　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。

（注）　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。

流動資産－繰延税金資産 246,052千円

固定資産－繰延税金資産 127,711千円

流動資産－繰延税金資産 195,581千円

固定資産－繰延税金資産 177,324千円

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

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 41.9％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.5％

住民税均等割額 2.0％

その他 2.2％

税効果会計適用後の法人税等の

負担額
46.6％

法定実効税率 40.6％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.4％

住民税均等割額 5.4％

その他 2.8％

税効果会計適用後の法人税等の

負担額
49.2％
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

 
ジュエリー
小売事業
（千円）

ウエア小売
事業
（千円）

飲食事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 13,301,080 991,090 1,339,073 1,192,545 16,823,789 (－) 16,823,789

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
220 － 4,109 － 4,329 (4,329) －

計 13,301,300 991,090 1,343,182 1,192,545 16,828,118 (4,329) 16,823,789

営業費用 10,405,253 1,245,495 1,353,505 1,117,532 14,121,786 808,541 14,930,327

営業利益又は営業損失（△） 2,896,047 △254,405 △10,322 75,013 2,706,332 (812,870) 1,893,461

Ⅱ　資産・減価償却費及び資本的支出        

資産 7,237,673 752,529 601,977 525,447 9,117,627 3,274,084 12,391,712

減価償却費 136,081 16,281 39,676 9,492 201,531 25,209 226,741

資本的支出 403,874 15,420 13,015 29,676 461,987 17,708 479,696

　（注）１　各事業の主な製品等

(1）ジュエリー小売事業……リング、ネックレス、ブレスレット、イヤリング他

(2）ウエア小売事業　　……婦人服（スーツ、コート、ワンピース、ブラウス、ニット、スカート他）

(3）飲食事業　　　　　……飲食

(4）その他事業　　　　……バッグ、靴他

２　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、812,870千円であり、提出会社本社の総

務部門等管理部門に係る費用であります。

３　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,274,084千円であり、その主なものは、提出会

社での余資運用資金（現金、預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産及び管理

部門に係る資産等であります。

４　減価償却費及び資本的支出には、ソフトウェア及び長期前払費用等の償却額、増加額がそれぞれ含まれてお

ります。
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当連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

 
ジュエリー
小売事業
（千円）

ウエア小売
事業
（千円）

飲食事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 14,808,516 990,486 1,434,657 1,171,485 18,405,146 (－) 18,405,146

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
1,497 － 3,679 － 5,177 (5,177) －

計 14,810,014 990,486 1,438,337 1,171,485 18,410,323 (5,177) 18,405,146

営業費用 11,712,569 1,227,570 1,466,290 1,155,262 15,561,692 844,540 16,406,232

営業利益又は営業損失（△） 3,097,445 △237,083 △27,953 16,222 2,848,631 (849,717) 1,998,913

Ⅱ　資産・減価償却費及び資本的支出        

資産 8,094,729 658,368 662,447 457,559 9,873,106 2,967,892 12,840,998

減価償却費 152,628 9,643 26,591 8,065 196,928 18,021 214,950

資本的支出 549,527 39,013 12,404 9,334 610,279 119,843 730,123

　（注）１　各事業の主な製品等

(1）ジュエリー小売事業……リング、ネックレス、ブレスレット、イヤリング他

(2）ウエア小売事業　　……婦人服（スーツ、コート、ワンピース、ブラウス、ニット、スカート他）

(3）飲食事業　　　　　……飲食

(4）その他事業　　　　……バッグ、靴他

２　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、845,510千円であり、提出会社本社の総

務部門等管理部門に係る費用であります。

３　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,967,892千円であり、その主なものは、提出会

社での余資運用資金（現金、預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産及び管理

部門に係る資産等であります。

４　減価償却費及び資本的支出には、ソフトウェア及び長期前払費用等の償却額、増加額がそれぞれ含まれてお

ります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

１　親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
㈱アス

ティ

広島市西

区
2,486,520

繊維製

品・洋品

雑貨の卸

売

被所有

直接

58.75

兼任

２人

製品等

の仕入

等

営業

取引

金銭の貸

付
300,000

短期貸付

金
300,000

製品等の

仕入
479,200 買掛金 34,600

商標権の

借用
615,454

未払金 47,517

諸経費 25,755

　（注）　上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めて表示しております。

取引条件ないし取引条件の決定方針

(1）金銭の貸付については、市場金利等を勘案して、その都度、協議し決定しております。

(2）製品等の仕入については、市場動向等を勘案して、その都度、協議し決定しております。

２　兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社の

子会社

㈱アー

ジュ

広島市西

区 312,000

婦人服・

ジュエ

リー等の

小売

―

兼任

１人

当社製

品等の

販売

営業

取引

当社製品

等の販売
63,021 売掛金 3,427

販売手数

料他
226,292

預り保証

金
5,000

雑収入 256 未払金 14,399

　（注）　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めて表示しております。

取引条件ないし取引条件の決定方針

　当社製品等の販売についての価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
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当連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

１　親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
㈱アス

ティ

広島市西

区
2,486,520

繊維製

品・洋品

雑貨の卸

売

被所有

直接

58.80

兼任

２人

製品等

の仕入

等

営業

取引

金銭の貸

付
500,000

短期貸付

金
500,000

製品等の

仕入
502,767 買掛金 20,988

商標権の

借用
659,997

未払金 50,329

諸経費 34,292

　（注）　上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めて表示しております。

取引条件ないし取引条件の決定方針

(1）金銭の貸付については、市場金利等を勘案して、その都度、協議し決定しております。

(2）製品等の仕入については、市場動向等を勘案して、その都度、協議し決定しております。

２　兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社の

子会社

㈱アー

ジュ

広島市西

区 312,000

婦人服・

ジュエ

リー等の

小売

―

兼任

１人

当社製

品等の

販売

営業

取引

当社製品

等の販売
62,254 売掛金 3,510

販売手数

料他
236,108

預り保証

金
5,000

雑収入 436 未払金 13,887

　（注）　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めて表示しております。

取引条件ないし取引条件の決定方針

　当社製品等の販売についての価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１株当たり純資産額 634円77銭

１株当たり当期純利益 70円95銭

１株当たり純資産額 593円78銭

１株当たり当期純利益 67円64銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、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金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　当社は、平成16年10月20日付で普通株式１株当たり1.1

株の株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の前連結会計年度における１株当

たり情報は次の通りであります。

　当社は、平成17年10月20日付で普通株式１株当たり1.1

株の株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の前連結会計年度における１株当

たり情報は次の通りであります。

１株当たり純資産額 578円69銭

１株当たり当期純利益 57円38銭

１株当たり純資産額 577円06銭

１株当たり当期純利益 64円50銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、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金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 856,538 899,599

普通株主に帰属しない金額（千円） 26,500 29,500

（うち利益処分による役員賞与金） (26,500) (29,500)

普通株式に係る当期純利益（千円） 830,038 870,099

普通株式の期中平均株式数（株） 11,698,689 12,864,312

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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４．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事業別セグメントごとに示すと次の通りであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

ジュエリー小売事業 20,680,688 107.5

ウエア小売事業 1,777,643 97.0

その他事業 1,648,975 94.5

合計 24,107,308 105.6

　（注）１　上記金額は、販売価格によっております。

２　上記金額には、消費税等を含めておりません。

(2）受注状況

　原則として受注生産は行っておりませんので記載を省略しております。

(3）販売実績

　当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次の通りであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

ジュエリー小売事業 14,808,516 111.3

ウエア小売事業 990,486 99.9

飲食事業 1,434,657 107.1

その他事業 1,171,485 98.2

合計 18,405,146 109.4

　（注）１　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の通りであります。

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社高島屋 1,836,214 10.9 1,917,763 10.4

２　セグメント間取引については、相殺消去しております。

３　上記金額には、消費税等を含めておりません。
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