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平成 18 年２ 月期 決算短信（非連結） 平成18年４月14日 

会 社 名 株式会社ビューカンパニー 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号 ３０３３ 本社所在都道府県 大阪府 

（ＵＲＬ http://www.viewcompany.net） 

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長 
氏 名 松 村 洋 祐 

問い合わせ先 責任者役職名 取締役総合企画部長 

氏 名 浅 田 保 行 ＴＥＬ（06）6398－0530 

決算取締役会開催日 平成18年３月27日 中間配当制度の有無 有 

配当支払開始予定日 平成18年５月22日 定時株主総会開催日 平成18年５月19日 

単元株制度採用の有無 有（１単元1,000株） 

１．18年２月期の業績（平成17年２月21日～平成18年２月20日） 

(1) 経営成績 （注）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 

18年２月期 
17年２月期 

百万円 ％ 
10,577（13.5） 
9,323（13.4） 

百万円 ％ 
542（31.2） 
413（44.1） 

百万円 ％ 
691 (27.2) 
543（38.0） 

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 

18年２月期 
17年２月期 

百万円 ％ 
359（41.1） 
254（62.0） 

円 銭 
86 13 
942 54 

円 銭
－
－ 

％ 
31.8 
30.0 

％ 
13.7 
12.0 

％ 
6.5 
5.8 

(注) ①持分法投資損益 18年２月期 －百万円 17年２月期 －百万円 

②期中平均株式数 18年２月期 4,050,000株 17年２月期 270,000株 

③会計処理の方法の変更 無 

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 

⑤平成17年９月20日開催の取締役会に基づき、平成17年11月25日付をもって普通株式１株につき15株に分割しております。 

(2) 配当状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

１株当たり年間配当金 

中 間 期 末 

配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
株主資本 
配 当 率 

18年２月期 
17年２月期 

円 銭 
15 00 
125 00 

円 銭 
－ － 
－ － 

円 銭 
15 00 
125 00 

百万円
60
33 

％ 
17.4 
13.3 

％ 
4.7 
3.5 

(注)平成17年９月20日開催の取締役会に基づき、平成17年11月25日付をもって普通株式１株につき15株に分割しております。 

(3) 財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

18年２月期 
17年２月期 

百万円 
5,230 
4,837 

百万円 
1,294 
964 

％ 
24.8 
19.9 

円 銭 
317 19 

3,572 23 
(注) ①期末発行済株式数 18年２月期 4,050,000株 17年２月期 270,000株 

②期末自己株式数 18年２月期 － 株 17年２月期 － 株 

③平成17年９月20日開催の取締役会に基づき、平成17年11月25日付をもって普通株式１株につき15株に分割しております。 

(4) キャッシュ･フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

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 

18年２月期 
17年２月期 

百万円 
916 
662 

百万円 
△394 
△280 

百万円 
△360 
△109 

百万円 
821 
660 

２．19年２月期の業績予想（平成18年２月21日～平成19年２月20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 

中間期 
通 期 

百万円 
5,860 
11,700 

百万円 
327 
793 

百万円 
168 
375 

円 銭 
－ － 
－ － 

円 銭 
－ － 
15   00 

円 銭 
－ － 
15   00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 92円82銭 

業績の予想につきましては、提出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 

際の業績は経済情勢などの動向により異なる可能性があります。
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添付資料 

１.企業集団の状況 

当社は平成18年２月20日現在北海道４店舗、東北３店舗、関東19店舗、北陸・甲信越５店舗、中 

部・東海８店舗、近畿39店舗、中国４店舗、四国４店舗、九州３店舗、合計89店舗を全国に展開し、 

靴小売専門店のチェーン化戦略を展開しております。 

販売面では、ファッション性、健康面から靴に要求される機能を重視し、顧客ニーズを的確に反 

映させた適品を豊富に揃えるとともに、対面接客販売方式にて個々のお客様のご要望に沿う体制を 

確立しております。 

「事業系統図」 

事業の内容を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

当社物流センター 

靴メーカー・卸問屋・商社等 

一般の顧客 

商品配送 

商品仕入 

当社店舗 

商品仕入 

商品販売
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２.経営方針 
(1)会社の経営の基本方針 

当社は、消費者の４つの権利、｢安全である権利｣（品質保証）、｢苦情を言う権利｣（返品自由）、 

｢知る権利｣（正札販売）、｢選ぶ権利｣（豊富な品揃え）を損なうことなく企業規模の拡充・強化に 

努めてまいりました。今後とも顧客本位という商売の原則を遵守しながら、顧客ニーズに密着した 

販売促進、商品開発等、顧客価値の最大化を図る経営を展開してまいります。 

このような経営方針のもと、収益力を強化し、株主重視の経営、株式価値極大化に邁進してまい 

ります。 

また、｢人は当社最大の資産であり、 能力に応じた権限とチャンスを与え、 社員の活力を引き出し、 

当社発展・成長の原動力とする｣との考えに立脚して、適材適所、働きがい、生きがいのある職場づ 

くりに重点を置いております。 

(2)利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様に対する利益還元と財務の安全性を重要な施策として位置付けております。 

配当につきましては、将来の事業拡大のために利益の一部を内部留保し財務体質の強化を図ったう 

えで、業績に応じて実施してまいりたいと考えております。 

(3)投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式市場での流動性を高め、より広範囲な投資家の参加を促す観点から、株式市場での 

適切な株式投資単位に関して、単元株数等について必要に応じて適宜に見直していくことを基本方 

針とし、今後も当社の株価の動向や市場の要請等を勘案して慎重に対処してまいりたいと考えてお 

ります。 

(4)目標とする経営指標 

当社は，経営方針に基づき安定的かつ持続的な成長と利益の確保を経営目標としております。 

(5)中長期的な会社の経営戦略 

当社は、 成長戦略を展開しており、 早期に200店舗、年商200億円構想実現を推進してまいります。 

(6)対処すべき課題 

今後の見通しにつきましては、消費動向に回復の兆しは見えるものの、小売業にとっては企業淘 

汰の潮流が強まるなど依然厳しい状況が続くものと考えております。 

このような環境の中、当社は、①顧客価値最大化のためのサービスコンセプト確立、②商品力の 

強化（オリジナルブランド商品の開発・投入）、③販売力の強化（積極的な店舗網の拡充・強化）、 

④ＩＴ活用による商品調達面での効率化、⑤管理力の強化（コストの削減）、⑥人材の強化育成に 

取り組んでまいります。 

①顧客価値最大化のためのサービスコンセプト確立 

「きっとみつかる楽しい空間 また来たくなる笑顔・満足・感動をあなたに…」を実現するため 

に社員一人一人が考え、自身の行動目標を設定し、日々実行に移していきます。 

②商品力の強化（オリジナルブランド商品の開発・投入） 

従来の商品群（婦人靴、スニーカー）の開発に加え、20代後半から30代の女性の消費を取込むた 

め、現在の商品開発チームを更に増員した上で、お値打ちの価格帯でハイセンスなオリジナルブラ 

ンドの開発に力を注いでまいります。 

③販売力の強化（積極的な店舗網の拡充・強化） 

これまでの方針通り郊外型ショッピングセンターはもちろんのこと、都心部（駅ビル、駅前及び 

隣接する複合大型ビル）等も視野に入れ、積極的にテナント出店していきます。 

当社は全国に89店舗を展開、運営していますが、効率的なドミナント形成の原点に立ち、ナショ 

ナルチェーンとしてあるべき戦略の観点から当面の目標200店舗実現に向け邁進します。 

④ＩＴ活用による商品調達面での効率化 

商品調達面では、画像発注システムを活用して顧客ニーズに合致した商品を適時・適量に効率よ 

く調達することで、収益力を強化してまいります。 

⑤管理力の強化（コストの削減） 

計画仕入、計画販売が収益確保の要諦ですが、これらの実現には人材面での充実と顧客ニーズに
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あった商品提供が必要不可欠であります。人材の育成システム、商品開発面での工夫は既に実行な 

いし実行準備に入っており、今後、収益力強化に反映されると期待しております。 

一方、ローコストオペレーションは経営の基本方針であり、月次ベース、四半期ベースでの経費 

目標管理を徹底し厳しい査定を実施しております。 

⑥人材の強化育成 

既存店はもちろん、新規出店にも対応できるように正社員及びパートナー社員に対する教育・訓 

練を充実させ、個人の能力向上に努めます。また、成果主義賃金システムを導入しているため、社 

員のモチベーションは高く、業績の向上につながっております。今後も更に、このシステムの充実 

を図り社員のモチベーションの維持・向上に努めます。 

なお、当社では、パート・アルバイトの呼称をパートナー社員としております。 

(7)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 

①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、コーポレート・ガバナンスや内部統制の構築とともに、株主の権利と平等性を保護しなが 

ら、あらゆるステークホルダーとの円滑な関係の構築を通じて健全な経営の維持を促しております。 

コンプライアンスの強化につきましては、顧問弁護士、監査法人及び税理士等の外部の専門家と役 

員及び従業員とのディスカッションの機会を充実させることで、社内のコンプライアンスに対する 

意識の向上を目指します。情報開示につきましては、適正性及び迅速性を確保するための社内体制 

の整備を行いながら、説明責任の向上を図っております。 

②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

ａ.会社の機関の内容 

・取締役会について 

当社の取締役会は、当社の規模と組織の状況、機動性を勘案し提出日現在６名の体制を採って 

おり、定時取締役会を原則として毎月１回、25日から月末までの間に開催する他、必要に応じて 

随時開催しております。また、平成17年５月17日開催の定時株主総会において、取締役の任期を 

１年に短縮し、各取締役に緊張感をもたせ経営に関する責任を明確にするとともに、取締役会の 

活性化を図っております。 

・執行役員について 

当社は、取締役会の「経営の意思決定や業務執行の監督」機能の強化と「取締役に次ぐ幹部の 

育成」を目的に、現在２名の執行役員を選任し、代表取締役社長の指揮監督のもと、取締役の業 

務執行を補佐して効率的な経営に努めております。 

・監査役について 

当社の監査役は、提出日現在常勤監査役１名と非常勤監査役１名の計２名であり、取締役会に 

出席している他、 業務、 会計の調査等を通じ、 取締役の職務執行について監査を行っております。 

なお、 毎月監査役協議会を開催し監査役相互の意見交換を実施しております。 また、 内部監査室、 

監査役及び監査法人は、必要に応じて打合せを行なうなど相互連携を図っております。 

・内部監査について 

経営の健全性を高めるために、 代表取締役社長直轄の 「内部監査室」 による監査の充実を図り、 

室長１名、室員１名の計２名により、全ての部門の業務全般について、会社の経営方針、職務分 

掌・職務権限等の社内諸規程及びコンプライアンスの観点に照らし合わせ、その手続が妥当であ 

るかについて内部監査を実施しております。内部監査で問題点が発見された場合は、被監査部門 

に勧告等を行い、その後、改善状況等の確認を実施し、代表取締役社長に報告しております。 

ｂ．内部統制システムの整備の状況 

当社は、ジャスダック証券取引所への株式上場を目指し、内部統制システムの整備を進めてま 

いりました。
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概要については、次のとおりであります。 

ｃ．リスク管理体制の整備状況について 

当社は事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられるもののうち、 特に重要と考え 

られる事項を、外部専門家の協力を得て洗い出しております。 

これらの中で、 特に経営方針に重要な影響があると思われる大規模小売店舗立地法等の規制の 

動向に留意し、必要な対策を検討し、実施するなど、リスク管理体制の強化に努めております。 

今後とも、定期的にリスクの洗い出しを行うとともに、可能な限りリスク発生を回避するための 

行動と、また、発生した場合にも影響を最小限にコントロールできる体制の強化に努めてまいり 

ます。 

ｄ．会計監査の状況について 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は岩井伸太郎氏及び徳丸公義氏であり、 東京北斗監 

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４名、会計士補３名であります。 

ｅ．役員報酬及び監査報酬について 

当事業年度（平成17年２月21日から平成18年２月20日）における役員報酬及び東京北斗監査法 

人と締結した監査契約に基づく監査報酬は以下のとおりであります。 

役員報酬 取締役に支払った報酬 58,756千円 

監査役に支払った報酬 6,096千円 

監査報酬 公認会計士法第２条第１項に 

規定する業務に基づく報酬 8,400千円 

上記以外の報酬 －千円 

ｆ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関 

係 

社外監査役は２名であり、当社との間に取引等に関する利害関係は一切ありません。 

ｇ．コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

平成18年２月期は、13回の取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項 

を決議するとともに、業務執行状況を監督しております。 

(8)親会社等に関する事項 

該当する事項はありません。 

株 主 総 会 （株 主） 

監査法人 
【会計監査】 

取締役会 

【意思決定・監督】 

取締役６名 

監査役 

【監査】 
監査役２名 

選任・解任 
選任・解任 

代表取締役社長 

内部監査室 

管理部 総合企画部 店舗運営部 商品運営部 開発運営部 物流運営部
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(9)内部管理体制の整備・運用状況 

①内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理 

体制の整備の状況 

当社は、内部管理体制に関する社内規程として｢職務分掌規程｣、｢職務権限規程｣等を整備してお 

ります。各部門はそれぞれ社内規程に基づいて業務処理することにより、内部牽制の充実を図って 

おります。 

また、当社は代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は、内部管理体 

制が、経営方針を遂行するにあたり十分に機能しているか、また、法令を遵守し、業務処理を円滑 

に行うための組織・制度・規程及び手続等が経営目的に沿って適正に定められているか、正常かつ 

効率的に運用されているかを検証し、改正の必要性についても検討・報告を行っております。 

②内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

期初に策定した監査計画に基づき、本社各部門・店舗・商品センターの内部監査を実施しており 

ます。 

また、当社は内部管理体制の充実に向けた取組みの一環としてインサイダー取引の防止に努めて 

おります。今後もインサイダー情報管理規程を適切に運用し、インサイダー取引の防止を強化して 

まいります。なお、平成18年３月24日には外部から講師を招き、インサイダー取引の防止を目的に 

役員及び社員向けの勉強会を開催いたしました。
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３.経営成績及び財政状態 
(1)経営成績 

当期におけるわが国経済は、エネルギーや素材価格の高止まり懸念を抱えながらも、堅調な設備 

投資と消費に支えられ、着実な回復過程を辿りました。一方小売業界にあっては、雇用の改善やメ 

リハリのある季節変化に牽引されて、総じて堅調に推移しましたが、スーパー・百貨店売上が弱含 

みで推移するなど業種による格差に加え企業間格差も拡大いたしました。 当社の靴小売業界にあっ 

ては、厳しい競争下のもとで、業務の提携や企業統合等の動きが顕在化いたしました。 

このような状況の中で当社は「安定売上、安定利益確保」の経営方針の下、当事業年度の重点課 

題として①売上高経常利益率６.５％を目指す②オリジナル製品開発の体制確立③出店戦略の強化 

④エリア管理体制の強化⑤若手社員の積極的登用等を掲げ、 その実現と業績の発展に努めてまいり 

ました。 

以上の結果、当期の売上高は10,577,774千円（前年同期比13.5％増）で、利益面では仕入原価の 

低減、 一般管理費の削減に鋭意努力いたしました結果、 経常利益は691,673千円 （前年同期比27.2％ 

増）、また、税引前当期純利益は、671,727千円（前年同期比33.6％増）となり、当期純利益は、 

359,137千円（前年同期比41.1％増）となりました。 

なお、経営分析につきましては以下のとおりであります。 

①売上高 

当事業年度におきましては、北海道地域に２店舗、関東地域に３店舗、北陸・甲信越地域に２店 

舗、中部・東海地域に２店舗、近畿地域に２店舗、九州地域に１店舗、計12店舗の新規出店、既存 

店の商品拡充及び改装並びにショッピングセンター閉店により１店舗の閉鎖を行いました。また、 

前年度に出店した10店舗が年間を通して稼動いたしました。さらに、既存店の商品拡充及び改装等 

により、既存店の前年同期比が3.1％増加で推移いたしました。この結果、当事業年度の売上高は 

前事業年度と比べ1,254,084千円増加し、10,577,774千円（前年同期比13.5％増）となりました。 

事業部門別にみますと、婦人部門では、上半期盛夏サンダルの売上高が増加、下半期は前半のト 

レンドブーツと後半のベーシックブーツの切り替えがスムーズに行われたことにより売上高が増 

加しました。なお、前年度出店した店舗の年間稼動及び新規出店により830,586千円増加したこと 

で、売上高は前事業年度と比べ915,151千円増加し、6,342,519千円（前年同期比16.9％増）となり 

ました。 

紳士部門では、ビジネスシューズ及びサンダル共に売上高が増加しました。なお、前年度出店し 

た店舗の年間稼動及び新規出店により24,106千円増加したことで、売上高は、前事業年度と比べ 

120,034千円増加し、828,866千円（前年同期比16.9％増）となりました。 

スニーカー部門では、ナショナルブランドの低価格商材を定期的に導入及び子供靴の売場を増 

加したことにより売上高が増加しました。なお、前年度出店した店舗の年間稼動及び新規出店に 

より89,066千円増加したことで、売上高は前事業年度と比べ111,366千円増加し、3,113,101千円 

（前年同期比3.7％増）となりました。 

その他部門では、夏の最終バーゲンに導入した低価格商材の売上高が増加したことにより、前 

年度出店した店舗の年間稼動及び新規出店により57,861千円増加したことで、売上高は前事業年 

度と比べ107,532千円増加し、293,286千円（前年同期比57.9％増）となりました。 

②売上総利益 

当事業年度の売上総利益は、売上高の増加に伴い、前事業年度に比べ644,922千円増加し、 

4,498,190千円（前年同期比16.7％増）となり、売上総利益率も42.5％と前期と比較して1.2ポイン 

トの改善となりました。この売上総利益率の改善の主な要因は、婦人部門における、1.9ポイント 

の改善ですが、これは発注数量の管理徹底により値下率が減少したことによるものであります。 

③営業利益 

当事業年度の販売費及び一般管理費は、新規出店に伴い、賃借料の増加と店舗人員の配置による 

人件費の増加及び当事業年度より外形標準課税が導入されたことによる影響で、 前事業年度に比べ 

515,789千円増加し、3,955,240千円（前年同期比15.0％増）となり、販売費及び一般管理費の対売 

上高比率は、37.4％と前事業年度に比べ0.5ポイント上昇いたしました。 

増加の主な原因は、業績連動賞与の増加により対売上高比率が前事業年度と比較して0.3ポイン 

ト、外形標準課税導入による影響が0.1ポイントそれぞれ上昇いたしました。 

以上の結果、当事業年度の営業利益は、前事業年度と比較して129,133千円増加し、542,950千円 

（前年同期比31.2％増）となりました。
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④経常利益 

当事業年度の営業外収益は、 売上増加に伴う仕入増加によって各店の配送代行料とシステム管理 

料が増加したことにより事務代行料が128,297千円（前年同期比9.1％増）となったこと及び仕入割 

引が 35,717千円（前年同期比21.8％増）となったことにより、前事業年度と比較し20,822千円増 

加して、182,494千円（前年同期比12.9％増）となりました。 

また、営業外費用は、借入金の減少に伴い支払利息が26,653千円（前年同期比14.5％減）とな 

ったこと、また、当事業年度には、株式公開費用が5,730千円計上されたこと等により、前事業年 

度と比較して2,185千円増加し、33,770千円（前年同期比6.9％増）となりました。 

以上の結果、経常利益は、前事業年度と比較して147,769千円増加し、691,673千円（前年同期 

比27.2％増）となりました。 

⑤税引前当期純利益 

当事業年度の特別損失は、退店及び店舗の改装に伴う固定資産除却損の減少により、19,952千 

円（前年同期比52.0％減）となりました。 

以上の結果、税引前当期純利益は、前事業年度と比較して169,055千円増加し、671,727千円（前 

年同期比33.6％増）となりました。 

⑥当期純利益 

当事業年度の税金費用（法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計額）は、税引前当期 

純利益の増加に伴い、前事業年度と比較して64,405千円増加し、312,590千円（前年同期比26.0％ 

増）となりました。 

以上の結果、当期純利益は前事業年度と比較して104,649千円増加し、359,137千円（前年同期 

比41.1％増）となりました。 

(2)財政状態 

① 資産 

当事業年度末における流動資産は、前事業年度末に比べて170,894千円増加し、2,260,697千円 

（前年同期比8.2％増）となりました。主な増加内容は、現金及び預金161,303千円、商品84,376 

千円の増加によるものであります。一方、売上高は増加しましたが、前事業年度末が休日であっ 

たことから、売掛金は79,310千円減少いたしました。 

当事業年度末における固定資産は、前事業年度末に比べて222,172千円増加し、2,970,155千円 

（前年同期比8.1％増）となりました。主な増加内容は、新規出店等に伴う差入保証金148,068千 

円の増加であります。 

以上の結果、当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べて393,067千円増加し、 

5,230,852千円（前年同期比8.1％増）となりました。 

② 負債 

当事業年度末における流動負債は、前事業年度末と比較して300,902千円増加し、3,031,525千 

円（前年同期比11.0％増）となりました。主な増加内容は、支払手形281,334千円増加によるもの 

であります。 

当事業年度末における固定負債は、前事業年度末と比較して238,255千円減少し、904,404千円 

（前年同期比20.9％減）となりました。主な減少内容は、長期借入金172,616千円の減少及び長期 

未払金53,884千円の減少によるものであります。 

以上の結果、当事業年度末における負債合計は、前事業年度末に比べて62,647千円増加し、 

3,935,930千円（前年同期比1.6％増）となりました。 

③ 資本 

当事業年度末における資本合計は、前事業年度末と比較して330,420千円増加し、1,294,922千 

円（前年同期比34.3％増）となりました。これは、当事業年度に計上した当期純利益359,137千円 

によるものであります。 

④キャッシュ･フローの状況 

当事業年度においては、 営業活動で獲得した資金を固定資産の取得等の投資活動及び借入金の返 

済等の財務活動で使用した結果、当事業年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は 

821,667千円となり、前事業年度末に比べ161,275千円増加いたしました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度は税引前当期純利益が671,727千円（前年同期比33.6％増）であり、営業活動の結果 

得られた資金は916,065千円（前年同期比38.4％増）となりました。 

これは主に税引前当期純利益の純増と前事業年度末が休日であったことから、 前事業年度に比べ 

売上債権の増減額が224,283千円減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、394,342千円（前年同期比40.8％増）とな 

りました。 

これは主に新規出店及び改装に伴う有形固定資産の取得及び保証金の差入等に伴う支出377,440 

千円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は360,447千円（前年同期比229.7％増）となり 

ました。 

これは主に長期借入金の純減少額216,178千円（前事業年度は47,392千円の純増加額）があった 

ことによるものであります。 

なお、当社のキャッシュ･フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

平成17年２月期 平成18年２月期 

債務償還年数（年） 2.2 1.3 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 21.0 34.2 

（注）１.各指標の算出は以下の算式を使用しております。 

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/利息の支払額 

２.有利子負債は社債及び借入金の合計額を使用しております。 

(3)次期の見通し 

当社は、競争環境への対応を図りながら、単品管理による販売情報の収集、分析により、顧客 

ニーズに対応した商品の提案を行い、店舗毎のコンセプトを明確にし、お客様に受入れられやす 

い店舗作りを目指しております。また、今後の展開の中では、ＮＳＣ型（ネバフッド・ショッピ 

ング・センター）の店舗展開も視野に入れ、情報技術を活用したオペレーションの効率化に基づ 

くローコストオペレーションを推進してまいります。 

こうした基本方針のもと、当社は当面の目標として200店舗実現に向け邁進しております。次 

期（平成19年２月期）における取組みの詳細につきましては、以下のとおりであります。 

平成19年２月期については、出店及び退店につきましては、12ヶ店の新規出店及び３ヶ店の退 

店を踏まえ計画しております。また、新規出店等に対応するため新卒採用を60名採用する計画を 

しております。このような事を考慮し計画を作成しており、現時点での平成19年２月期の業績見 

通しは、以下のとおりであります。 

（売上高） 

売上高は、過去３ヶ年の推移をベースとして、既存店売上高は平成18年２月期実績の99％で 

計画し、加えて新規出店12ヶ店と退店３ヶ店を考慮しております。この結果、売上高は当事業 

年度比10.6％増の11,700百万円を見込んでおります。 

（売上総利益） 

売上総利益は、新規出店の売上増加を考慮し、当事業年度比11.6％増の5,019百万円を見込ん 

でおります。また、規模の拡大による値入率の改善（仕入数量の増加による仕入価格の改善） 

を売上総利益率の0.4％と見込んで作成しております。 

（販売費及び一般管理費） 

販売費及び一般管理費は、新規出店による人件費の増加と開業に関する費用を考慮して算定 

した結果、当事業年度比11.3％増の4,401百万円を見込んでおります。 

（営業外収益・費用） 

営業外収益は、新規出店による仕入増加による事務代行料（納入代行・データ管理料）の増 

加を考慮し、当事業年度比10.2％増の201百万円を見込んでおります。また、営業外費用は銀行 

借入金残高の減少を考慮し、当事業年度比25.2％減の25百万円を見込んでおります。
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（当期純利益） 

予測税率に基づき税金費用を見込んだ結果、 当期純利益は当事業年度比4.7％増の375百万円を 

見込んでおります。 

売上高 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 
平成18年２月期（百万円） 10,577 691 359 86円13銭 
平成19年２月期（百万円） 11,700 793 375 92円82銭 

増減額（百万円） 1,122 102 16 6円69銭 
増減率（％） 10.6 14.8 4.7 7.8 

(4)事業等のリスク 

以下には、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載し 

ております。 

また、当社として必ずしも特に重要なリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上 

で、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する 

積極的な情報開示の観点から記載しております。 

当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防及び発生時の対応に努 

力する方針ですが、当社の経営状況及び将来の事業についての判断は、以下の記載事項及び本書 

中の本項以外の記載を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。 

①出店について 

当社は、全国に89店舗を展開、運営していますが、効率的なドミナント形成の原点に立ち、ナ 

ショナルチェーンとしてあるべき戦略の観点から200店舗実現に向け邁進しております。しかし、 

出店に際して、基本的に土地・建物の賃借を想定していることから、デベロッパーの出店ペース 

に依存する部分もあり、貸主との交渉にも左右されかねません。以上のことから、当社の計画ど 

おりに出店を行うことができない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

②大規模小売店舗立地法について 

当社は、大規模小売店舗立地法の適用を受けるショッピングセンター等へ出店を進めているた 

め、同法による規制が、会社の出店計画に間接的に影響を及ぼす可能性があります。 

③退店政策について 

当社の出店先であるショッピングセンターの店舗政策や経営環境の悪化等により、当社が退店 

を余儀なくされ、予期せぬ退店に伴う費用及び損失が発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性 

があります。 

④集客力の低下について 

当社は、テナントとしての出店が多いため、ショッピングセンター等の集客力が低下した場合 

には、当社の既存店の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤季節の天候不順や自然災害について 

当社の業績は、季節の天候不順の影響を受ける場合があります。冷夏や暖冬などの天候不順は 

消費者の季節商品に対する購買意欲の低下に繋がり、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま 

す。また、台風・地震・洪水等の自然災害による被害の発生は、協力工場の生産体制に影響を及 

ぼすとともに、災害発生地域の消費の低迷をもたらすため、当社の業績に影響を及ぼす可能性が 

あります。 

⑥店舗物件に対する保証金、敷金及び売上金について 

当社は出店にあたっては貸主に敷金・保証金を差し入れており、テナントでは原則として、売 

上金をショッピングセンターに預け入れております。これら債権については、相手先の経営破綻 

等により回収不能となり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦減損会計の導入による影響について 

平成17年４月１日以後開始する事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」が強制的に適 

用されますが、当社では固定資産の減損会計の適用を第36期（平成18年２月21日開始事業年度） 

から予定しております。今後、保有資産の将来キャッシュ・フロー等を算定し減損額の認識・測 

定を進めてまいります。固定資産の減損会計の適用に伴い固定資産減損損失が特別損失に計上さ 

れ、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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⑧競合・価格競争について 

当社の所属する業界は競合も激しく、価格競争も厳しいものがありますが、当社は「競合を制 

し、価格競争に勝つ」ことを敢えて目的にはせず、「お客様のニーズに合った製商品を如何にし 

て提供していくか」の１点に絞った戦略と営業活動に注力してまいりました。今後もこの方針に 

則り経営諸活動に注力いたしますが、結果として競合や価格競争に晒され、売上や収益の逓減に 

よる業績悪化等の影響を受ける可能性があります。 

⑨顧客情報管理について 

当社の店舗では、顧客に配布しているポイントカードや購買履歴を含む個人情報を保有してお 

ります。当社では個人情報については慎重に取扱い、かつ厳格に管理してまいりました。個人情 

報保護法の施行を機に、組織体制、システム、社内ルール等について見直しを行い、情報管理機 

能の向上を図っておりますが、システムの瑕疵や、他動的な要因で顧客情報漏洩等の可能性を完 

全に排除できるものではなく、万一発生した場合には業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑩有利子負債の金利変動について 

当社は、新規出店に伴う設備投資については、銀行借入による調達を基本としており、第35期 

末では、有利子負債割合が23.5％となっており、今後の金利動向によっては、業績に影響を及ぼ 

す可能性があります。 

⑪為替相場の変動について 

当社の商品仕入額に占める輸入仕入比率は第35期に0.7％（43百万円）であります。現在は輸入 

比率も低く、かつ為替予約によるリスクヘッジも行っておりますので、為替変動が業績に大きく 

影響するところまでには至っておりませんが、今後輸入比率を引き上げる計画でありますので、 

為替変動の影響も順次高まっていくものと考えます。このため、為替の変動幅の大きさによって 

は為替変動リスクを完全に回避できるものではなく、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑫当社と役員との取引について 

当社は、一部の店舗賃貸借契約について平成18年２月20日現在代表取締役社長松村洋祐氏の連 

帯保証を受けております。 

なお、 連帯保証に伴う保証料は、 支払っておりません。 これらの被債務保証残高は、 ６件で4,230 

千円であります。 

今後は、賃貸先との交渉により、当該連帯保証を解消していく方針であります。 

４.時価発行公募増資等に係る資金使途計画 
当社は、平成18年４月14日のジャスダック証券取引所への上場に際し、公募増資により976,000千 

円を調達いたしました。なお、資金使途計画は、以下のとおりであります。 

調達資金は、設備資金に420,433千円充当し、残額については次年度以降の新規出店等、今後の事 

業拡大に向けた資金需要に備えることとし、当面は、安全性の高い金融商品にて運用する予定であ 

ります。
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【財務諸表等】 

【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

第34期 
（平成17年２月20日） 

第35期 
（平成18年２月20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 ※１ 804,982 966,285 

２．売掛金 405,786 326,475 

３．商品 795,279 879,655 

４．貯蔵品 8,432 11,216 

５．前渡金 47 467 

６．前払費用 15,830 17,811 

７．繰延税金資産 40,276 49,149 

８．その他 19,168 9,635 

流動資産合計 2,089,803 43.2 2,260,697 43.2 

Ⅱ 固定資産 

１．有形固定資産 

(1) 建物 ※１ 597,925 662,054 

減価償却累計額 369,996 227,929 424,871 237,182 

(2) 構築物 790 790 

減価償却累計額 750 39 750 39 

(3) 車両及び運搬具 17,600 17,600 

減価償却累計額 8,450 9,149 11,393 6,206 

(4) 工具、器具及び備品 773,701 878,298 

減価償却累計額 448,942 324,758 523,504 354,794 

(5) 土地 ※１ 34,608 34,608 

(6) 建設仮勘定 362 2,555 

有形固定資産合計 596,847 12.3 635,386 12.1 

２．無形固定資産 

(1) 商標権 616 861 

(2) ソフトウェア 38,295 37,661 

(3) 電話加入権 5,273 5,372 

無形固定資産合計 44,185 0.9 43,894 0.8
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第34期 
（平成17年２月20日） 

第35期 
（平成18年２月20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 13,773 22,248 

(2) 出資金 60 60 

(3) 株主、役員又は従業 
員に対する長期貸付 
金 

4,590 5,033 

(4) 破産債権、再生債権、 
更生債権その他これ 
らに準ずる債権 

※１ 23,707 23,707 

(5) 長期前払費用 20,540 26,334 

(6) 繰延税金資産 72,071 72,126 

(7) 差入保証金 ※１ 1,854,466 2,002,534 

(8) 建設協力金 － 12,367 

(9) 保険積立金 141,021 150,110 

(10) その他 3,700 3,610 

(11) 貸倒引当金 △26,982 △27,257 

投資その他の資産合計 2,106,949 43.6 2,290,873 43.9 

固定資産合計 2,747,982 56.8 2,970,155 56.8 

資産合計 4,837,785 100.0 5,230,852 100.0
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第34期 
（平成17年２月20日） 

第35期 
（平成18年２月20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 1,277,759 1,559,093 

２．買掛金 275,176 263,757 

３．短期借入金 ※１ 20,000 20,000 

４．１年内返済予定長期借 
入金 

※１ 524,122 480,560 

５．１年内償還予定社債 20,000 20,000 

６．未払金 265,938 284,836 

７．未払費用 64,729 62,394 

８．未払法人税等 188,127 207,500 

９．未払消費税等 27,374 30,357 

10．預り金 4 2,753 

11．賞与引当金 2,173 2,164 

12．ポイントカード引当金 － 9,744 

13．設備支払手形 65,100 88,364 

14．その他 117 － 

流動負債合計 2,730,622 56.5 3,031,525 58.0 

Ⅱ 固定負債 

１．社債 50,000 30,000 

２．長期借入金 ※１ 849,984 677,368 

３．役員退職慰労引当金 168,674 176,919 

４．長期未払金 74,001 20,117 

固定負債合計 1,142,659 23.6 904,404 17.2 

負債合計 3,873,282 80.1 3,935,930 75.2
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第34期 
（平成17年２月20日） 

第35期 
（平成18年２月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資本の部） 

Ⅰ 資本金 ※２ 135,000 2.8 135,000 2.6 

Ⅱ 資本剰余金 

１．資本準備金 12,000 12,000 

資本剰余金合計 12,000 0.2 12,000 0.2 

Ⅲ 利益剰余金 

１．利益準備金 20,400 21,750 

２．任意積立金 

別途積立金 510,000 710,000 

３．当期未処分利益 281,854 405,891 

利益剰余金合計 812,254 16.8 1,137,641 21.8 

Ⅳ その他有価証券評価差額 
金 

5,248 0.1 10,280 0.2 

資本合計 964,502 19.9 1,294,922 24.8 

負債・資本合計 4,837,785 100.0 5,230,852 100.0
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②【損益計算書】 

第34期 
（自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日） 

第35期 
（自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20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 9,323,689 100.0 10,577,774 100.0 

Ⅱ 売上原価 

１．商品期首たな卸高 694,285 795,279 

２．当期商品仕入高 5,571,415 6,163,959 

合計 6,265,701 6,959,239 

３．商品期末たな卸高 795,279 5,470,421 58.7 879,655 6,079,583 57.5 

売上総利益 3,853,268 41.3 4,498,190 42.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

１．販売促進費 145,382 172,264 

２．ポイントカード引当金 
繰入額 

－ 9,744 

３．役員報酬 64,423 64,852 

４．給与手当 967,030 1,091,978 

５．賞与 102,414 151,680 

６．賞与引当金繰入額 2,173 2,164 

７．役員退職慰労引当金繰 
入額 

8,165 8,245 

８．法定福利費 109,017 127,332 

９．旅費交通費 82,684 91,620 

10．賃借料 1,218,645 1,376,437 

11．水道光熱費 102,861 109,100 

12．支払手数料 79,013 93,182 

13．リース料 15,228 16,138 

14．減価償却費 200,427 206,283 

15．その他 341,983 3,439,450 36.9 434,215 3,955,240 37.4 

営業利益 413,817 4.4 542,950 5.1 

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息 215 200 

２．受取配当金 37 43 

３．仕入割引 29,321 35,717 

４．賃貸料収入 7,336 9,210 

５．事務代行料 117,575 128,297
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第34期 
（自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日） 

第35期 
（自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

６．雑収入 7,184 161,671 1.7 9,025 182,494 1.7 

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息 31,181 26,653 

２．社債利息 237 176 

３．新株発行費 － 1,109 

４．株式公開費用 － 5,730 

５．デリバティブ評価損 19 0 

６．雑損失 147 31,585 0.3 101 33,770 0.3 

経常利益 543,903 5.8 691,673 6.5 

Ⅵ 特別利益 

１．投資有価証券売却益 － 6 

２．貸倒引当金戻入益 300 300 0.0 － 6 0.0 

Ⅶ 特別損失 

１．固定資産除却損 ※１ 28,458 15,030 

２．会員権評価損 － 90 

３．貸倒引当金繰入額 － 275 

４．店舗整理損 ※２ 13,072 41,530 0.4 4,557 19,952 0.1 

税引前当期純利益 502,672 5.4 671,727 6.4 

法人税、 住民税及び事業 
税 

271,189 324,961 

法人税等調整額 △23,004 248,184 2.7 △12,371 312,590 3.0 

当期純利益 254,488 2.7 359,137 3.4 

前期繰越利益 27,366 46,754 

当期未処分利益 281,854 405,891
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③【キャッシュ・フロー計算書】 

第34期 
（自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日） 

第35期 
（自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20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．税引前当期純利益 502,672 671,727 

２．減価償却費 200,427 206,283 

３．貸倒引当金の増減額 
（減少：△） 

△300 275 

４．賞与引当金の増減額 
（減少：△） 

△4,786 △9 

５．ポイントカード引当金 
の増減額（減少：△） 

－ 9,744 

６．役員退職慰労引当金の 
増減額（減少：△） 

8,165 8,245 

７．受取利息及び受取配当 
金 

△253 △244 

８．支払利息 31,181 26,653 

９．社債利息 237 176 

10．固定資産除却損 28,458 15,030 

11. 店舗整理損 5,088 － 

12. 仕入割引 △29,321 △35,717 

13. 事務代行料 △117,575 △128,297 

14. 売上債権の増減額 
（増加：△） 

△144,973 79,310 

15. たな卸資産の増減額 
（増加：△） 

△102,249 △87,160 

16. その他流動資産の増減 
額（増加：△） 

12,090 △2,010 

17. 仕入債務の増減額 
（減少：△） 

427,650 435,037 

18. 未払消費税等の増減額 
（減少：△） 

△1,190 2,983 

19. その他流動負債の増減 
額（減少：△） 

58,372 61,559 

20. その他 502 83 

小計 874,197 1,263,671 

21. 利息及び配当金の受取 
額 

255 243 

22. 利息の支払額 △31,486 △26,797 

23. 法人税等の支払額 △180,918 △321,051 

営業活動によるキャッシ 
ュ・フロー 

662,048 916,065
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第34期 
（自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日） 

第35期 
（自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20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．投資有価証券の取得に 
よる支出 

△420 － 

２．投資有価証券の売却に 
よる収入 

－ 7 

３．有形固定資産の取得に 
よる支出 

△187,767 △197,326 

４．無形固定資産の取得に 
よる支出 

△18,264 △10,621 

５．貸付けによる支出 － △1,200 

６．貸付金の回収による収 
入 

599 628 

７．定期預金の純増減額 
（増加：△） 

△28 △26 

８．保証金の差入による支 
出 

△132,845 △180,114 

９．保証金の返還による収 
入 

77,728 36,654 

10．建設協力金の差入によ 
る支出 

－ △12,367 

11．保険積立金の純増減額 
（増加：△） 

△8,883 △9,088 

12. 長期前払費用の取得に 
よる支出 

△10,186 △20,888 

投資活動によるキャッシ 
ュ・フロー 

△280,068 △394,342 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ 
ュ・フロー 

１．長期借入れによる収入 600,000 350,000 

２．長期借入金の返済によ 
る支出 

△552,608 △566,178 

３．社債の償還による支出 △20,000 △20,000 

４．割賦債務の支払額 △109,710 △90,519 

５．配当金の支払額 △27,000 △33,750 

財務活動によるキャッシ 
ュ・フロー 

△109,318 △360,447 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増 
減額（減少：△） 

272,661 161,275 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期 
首残高 

387,729 660,391 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期 
末残高 

※ 660,391 821,667
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④【利益処分案】 

第34期 
株主総会承認日 

（平成17年５月17日） 

第35期 
株主総会承認予定日 
（平成18年５月19日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益 281,854 405,891 

Ⅱ 利益処分額 

１．利益準備金 1,350 － 

２．配当金 33,750 60,750 

３．役員賞与金 
（うち監査役賞与金） 

－ 
(－) 

10,300 
(800) 

４．任意積立金 

別途積立金 200,000 235,100 250,000 321,050 

Ⅲ 次期繰越利益 46,754 84,841
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重要な会計方針 

項目 
第34期 

（自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日） 

第35期 
（自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日） 

１．有価証券の評価基準及び 

評価方法 

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（評価差額は全部資本直入法により 

処理し、売却原価は総平均法により算 

定）を採用しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

総平均法に基づく原価法を採用し 

ております。 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブの評価基準 

及び評価方法 

時価法を採用しております。 同左 

３．たな卸資産の評価基準及 

び評価方法 

(1) 商品

個別法に基づく原価法を採用して 

おります。 

(1) 商品 

同左 

(2) 貯蔵品 

最終仕入原価法に基づく原価法を 

採用しております。 

(2) 貯蔵品 

同左 

４．固定資産の減価償却の方 

法 

(1) 有形固定資産 

定率法（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、主な耐用年数は以下のとおり 

であります。 

建物 ２～22年 

工具、器具及び備品 ３～15年 

(1) 有形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアにつ 

いては、社内における見込利用可能期 

間（５年）に基づく定額法を採用して 

おります。 

(2) 無形固定資産 

同左 

５．繰延資産の処理方法 

────── 

新株発行費 

支出時に全額費用として処理し 

ております。 

６．外貨建の資産及び負債の 

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為 

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。 

同左 

７．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

売上債権等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。 

(1) 貸倒引当金 

同左
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項目 
第34期 

（自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日） 

第35期 
（自 平成17年２月21日 

至 平成18年２月20日） 

(2) 賞与引当金 

従業員賞与の支給に充てるため、 

支給見込額のうち当期負担額に基づ 

く金額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備える 

ため、当社内規に基づく期末要支給 

見積額の100％相当額を計上してお 

ります。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

（4） 

────── 

（4）ポイントカード引当金 

ポイントカードにより顧客に付与 

されたポイントの利用に備えるため 

に、期末において将来利用されると 

見込まれる額を計上しております。 

８．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。 

同左 

９．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジを採用して 

おります。なお、特例処理の要件を 

満たしている金利スワップについて 

は特例処理によっております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

(3) ヘッジ方針 

金利変動によるリスクを回避する 

ためにヘッジを行っております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の条件に 

該当するため、有効性の評価を省略 

しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

10．キャッシュ・フロー計算 

書における資金の範囲 

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、 

随時引き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 

ヶ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。 

同左 

11．その他財務諸表作成のた 

めの基本となる重要な事 

項 

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。 

消費税等の会計処理 

同左
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追加情報 

第34期 
（自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日） 

第35期 
（自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日） 

────── 

────── 

（ポイントカード引当金の計上基準） 

従来ポイントカードにつきましては、ポイントの 

使用時に売上高から控除しておりましたが、当事業 

年度から有効ポイント残高を合理的に見積もるこ 

とができるようになったことから、期末におけるポ 

イント未使用残高のうち将来使用されると見込ま 

れる金額をポイントカード引当金として計上する 

ことといたしました。 

この結果、従来の方法によった場合と比較して、 

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、それ 

ぞれ9,744千円減少しております。 

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書 

上の表示方法） 

「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日以降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 

実務対応報告第12号「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） 

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15,462千円増 

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） 

第34期 
（平成17年２月20日） 

第35期 
（平成18年２月20日） 

※１ 担保に供している資産及び対応債務 ※１ 担保に供している資産及び対応債務 

担保に供している資産 担保に供している資産 

現金及び預金（定期預金） 118,939千円 

建物 7,769千円 

土地 34,608千円 

破産債権、再生債権、更生債権 
その他これらに準ずる債権 

23,707千円 

差入保証金 930,728千円 

計 1,115,753千円 

現金及び預金（定期預金） 118,961千円 

建物 6,923千円 

土地 34,608千円 

破産債権、再生債権、更生債権 
その他これらに準ずる債権 

23,707千円 

差入保証金 793,774千円 

計 977,974千円 

対応債務 対応債務 

短期借入金 20,000千円 

１年内返済予定長期借入金 493,930千円 

長期借入金 780,003千円 

計 1,293,933千円 

短期借入金 20,000千円 

１年内返済予定長期借入金 448,768千円 

長期借入金 611,679千円 

計 1,080,447千円 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 ※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 1,080,000株 

発行済株式総数 普通株式 270,000株 

授権株式数 普通株式 16,200,000株 

発行済株式総数 普通株式 4,050,000株 

３ 配当制限 ３ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時 

価を付したことにより増加した貸借対照表上の純 

資産額は5,248千円であります。 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時 

価を付したことにより増加した貸借対照表上の純 

資産額は10,280千円であります。 

４ 当座貸越契約 ４ 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４行と当座貸越契約を締結しております。こ 

れら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高 

は次のとおりであります。 

当社は、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 

れら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高 

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 320,000千円 

借入実行残高 20,000千円 

差引額 300,000千円 

当座貸越極度額 420,000千円 

借入実行残高 20,000千円 

差引額 400,000千円
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（損益計算書関係） 

第34期 
（自 平成16年２月21日 

至 平成17年２月20日） 

第35期 
（自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日） 

※１ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※１ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 16,270千円 

工具、器具及び備品 10,522千円 

その他 1,665千円 

計 28,458千円 

建物 4,966千円 

工具、器具及び備品 9,516千円 

その他 547千円 

計 15,030千円 

※２ 店舗整理損の内訳は次のとおりであります。 

箕面店、西神戸店等の退店及び改装に伴う整理損 

であります。 

※２ 店舗整理損の内訳は次のとおりであります。 

西神戸店の退店及び天王寺店、成田店の改装に伴 

う整理損であります。 

差入保証金不返還金等 10,174千円 

その他 2,897千円 

計 13,072千円 

建物等撤去費用他 4,557千円 

計 4,557千円 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第34期 
（自 平成16年２月21日 

至 平成17年２月20日） 

第35期 
（自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記 

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20日現在） （平成18年２月20日現在） 

現金及び預金勘定 804,982千円 

担保提供又は預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△144,591千円 

現金及び現金同等物 660,391千円 

現金及び預金勘定 966,285千円 

担保提供又は預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△144,618千円 

現金及び現金同等物 821,667千円
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（リース取引関係） 

第34期 
（自 平成16年２月21日 

至 平成17年２月20日） 

第35期 
（自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20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 

取得価額相 
当額 
（千円） 

減価償却累 
計額相当額 
（千円） 

期末残高相 
当額 
（千円） 

工具、 器具及び 
備品 

20,226 16,641 3,584 

合計 20,226 16,641 3,584 

取得価額相 
当額 
（千円） 

減価償却累 
計額相当額 
（千円） 

期末残高相 
当額 
（千円） 

工具、 器具及び 
備品 

20,226 20,226 － 

合計 20,226 20,226 － 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有 

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた 

め、支払利子込み法により算定しております。 

（注） 同左 

(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年内 3,584千円 

１年超 －千円 

合計 3,584千円 

１年内 －千円 

１年超 －千円 

合計 －千円 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース 

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める 

割合が低いため、支払利子込み法により算定して 

おります。 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 4,045千円 

減価償却費相当額 4,045千円 

支払リース料 3,584千円 

減価償却費相当額 3,584千円 

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左
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（有価証券関係） 

第34期（平成17年２月20日） 

その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 4,512 13,379 8,867 

(2)債券 

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(3)その他 － － － 

貸借対照表計上額が取 
得原価を超えるもの 

小計 4,512 13,379 8,867 

(1)株式 420 393 △27 

(2)債券 

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(3)その他 － － － 

貸借対照表計上額が取 
得原価を超えないもの 

小計 420 393 △27 

合計 4,933 13,773 8,840 

（注）減損処理にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に比べて、30％程度下落した場合、「著 

しく下落した」ものと判断し減損処理を行っております。
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第35期（平成18年２月20日） 

1．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 4,932 22,248 17,316 

(2)債券 

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(3)その他 － － － 

貸借対照表計上額が取 
得原価を超えるもの 

小計 4,932 22,248 17,316 

(1)株式 － － － 

(2)債券 

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(3)その他 － － － 

貸借対照表計上額が取 
得原価を超えないもの 

小計 － － － 

合計 4,932 22,248 17,316 

（注） 減損処理にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に比べて、30％程度下落した場合、「著 

しく下落した」ものと判断し減損処理を行っております。 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

７ ６ －
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（デリバティブ取引関係） 

１ 取引の状況に関する事項 

第34期 
（自 平成16年２月21日 

至 平成17年２月20日） 

第35期 
（自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日） 

(1) 取引の内容 (1) 取引の内容 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利キャ 

ップ取引及び金利スワップ取引であります。 

同左 

(2) 取引に対する取組方針 (2) 取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動によ 

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ 

ない方針であります。 

同左 

(3) 取引の利用目的 (3) 取引の利用目的 

当社のデリバティブ取引は、借入金利等の将来の金 

利市場における利率上昇による変動リスクを回避する 

目的で利用しております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行 

っており、ヘッジ会計の方法については、「重要な会 

計方針９．ヘッジ会計の方法」に記載しております。 

同左 

(4) 取引に係るリスクの内容 (4) 取引に係るリスクの内容 

金利キャップ取引及び金利スワップ取引は、市場金 

利の変動によるリスクを有しております。なお、取引 

の契約先は、信用度の高い国内の銀行であるため、相 

手先の契約不履行による信用リスクはほとんどないと 

認識しております。 

同左 

(5) 取引に係るリスク管理体制 (5) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権 

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金 

担当部署が決裁担当者の承認を得て行っております。 

同左 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 (6) 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、 

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約 

額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体が 

デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ 

りません。 

──────
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２ 取引の時価等に関する事項 

第34期（平成17年２月20日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

（金利関連） 

区分 種類 
契約額等 
（千円） 

契約額等の 
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

市場取 
引以外 
の取引 

金利キャップ取引 50,000 － 0 － 

合計 50,000 － 0 － 

（注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関等から提出された価格等に基づき算定しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は開示の対象から除いております。 

第35期（平成18年２月20日） 

当社の行っているデリバティブ取引はヘッジ会計が適用されているため、記載の対象か 

ら除いております。
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（税効果会計関係） 

第34期 
（平成17年２月20日） 

第35期 
（平成18年２月20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 

（単位：千円） 

繰延税金資産 

未払事業税損金不算入額 14,298 

未払賞与損金不算入額 18,566 

賞与引当金損金不算入額 883 

貸倒引当金損金算入限度超過額 6,146 

役員退職慰労引当金損金不算入額 68,532 

その他 7,524 

繰延税金資産合計 115,950 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 3,603 

繰延税金負債合計 3,603 

繰延税金資産の純額 112,347 

（単位：千円） 

繰延税金資産 

未払事業税損金不算入額 15,763 

未払賞与損金不算入額 24,526 

賞与引当金損金不算入額 879 

ポイントカード引当金損金不算入額 3,958 

貸倒引当金損金算入限度超過額 6,258 

役員退職慰労引当金損金不算入額 71,882 

その他 5,042 

繰延税金資産合計 128,311 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 7,035 

繰延税金負債合計 7,035 

繰延税金資産の純額 121,275 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 

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 

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 

因となった主要な項目別の内訳 

（単位：％） 

法定実効税率 42.0 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されな 
い項目 

0.1 

住民税均等割等 3.1 

同族会社の留保金に対する税額 3.8 

その他 0.4 

税効果会計適用後の法人税等の負担 
率 

49.4 

（単位：％） 

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 

0.1 

住民税均等割等 2.6 

同族会社の留保金に対する税額 3.0 

その他 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担 
率 

46.5
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（持分法損益等） 

第34期 
（自 平成16年２月21日 

至 平成17年２月20日） 

第35期 
（自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日） 

該当事項はありません。 同左 

（関連当事者との取引） 

第34期（自 平成16年２月21日 至 平成17年２月20日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 
資本金又は 
出資金 
（千円） 

職業 

議決権等の 
所有（被所 
有）割合 
（％） 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内 
容 

取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

役員及び主要 
株主 

松村 洋祐 － 
当社代表取 
締役社長 

被所有 
直接58.9 

－ － 
被債務保 
証 

1,470,698 － － 

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．被債務保証は、当社の店舗内装設備・什器のリース債務、割賦債務、銀行借入金及び店舗 

賃貸借契約に関する債務について債務保証を受けているものであり、被債務保証額は各々 

リース債務4,153千円、割賦債務30,491千円、銀行借入金1,394,106千円、店舗賃貸借契約 

債務41,947千円であります。 

債務保証に対して、保証料の支払及び担保の提供は行っておりません。 

第35期（自 平成17年２月21日 至 平成18年２月20日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 
資本金又は 
出資金 
（千円） 

職業 

議決権等の 
所有（被所 
有）割合 
（％） 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内 
容 

取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

役員及び主要 
株主 

松村 洋祐 － 
当社代表取 
締役社長 

被所有 
直接58.9 

－ － 
被債務保 
証 

4,230 － － 

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．被債務保証は、当社の店舗賃貸借契約に関する債務について債務保証を受けているもので 

あります。 

債務保証に対して、保証料の支払及び担保の提供は行っておりません。
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（１株当たり情報） 

第34期 
（自 平成16年２月21日 

至 平成17年２月20日） 

第35期 
（自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日） 

１株当たり純資産額 3,572.23円 

１株当たり当期純利益金額 942.54円 

１株当たり純資産額 317.19円 

１株当たり当期純利益金額 86.13円 

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17年11月25日付で株式１株につき15株の 

株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場 

合の前事業年度における１株当たり情報については、以 

下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 238.14円 

１株当たり当期純利益金額 62.83円 

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金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

第34期 
（自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日） 

第35期 
（自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日） 

当期純利益（千円） 254,488 359,137 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 10,300 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （10,300） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 254,488 348,837 

期中平均株式数（千株） 270 4,050
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（重要な後発事象） 

第34期 
（自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日） 

第35期 
（自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日） 

平成17年９月20日開催の取締役会の決議に基づき、次の 

ように株式分割をしております。 

平成17年11月25日付をもって普通株式１株につき15株に 

分割します。 

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式 3,780,000株 

(2) 分割方法 

平成17年11月１日午後５時現在の株主名簿に記載 

または、記録された株主の所有株式数を１株につき 

15株の割合をもって分割する。 

当社株式は平成18年４月14日に、㈱ジャスダック証 

券取引所に上場いたしました。 

上場にあたり、平成18年３月10日及び３月27日開催 

の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決 

議し、平成18年４月13日に払込が完了いたしました。 

この結果、平成18年４月13日付で資本金は560,000 

千円、発行済株式総数は5,050,000株となっておりま 

す。

①募集方法 ：一般募集 

（ブックビルディング方式 

による募集） 

②発行する株式の種類及び数： 

普通株式1,000,000株 

③発行価格 ：１株につき1,050円 

一般募集はこの価格にて行 

いました。 

④引受価額 ：１株につき 976円 

この価額は当社が引受人よ 

り１株当たりの新株式払込 

金として受取った金額であ 

ります。なお、発行価格と引 

受価額との差額の総額は、引 

受人の手取金となります。 

⑤発行価額 ：１株につき850円 

（資本組入額 425円） 

⑥発行価額の総額 ： 850,000千円 

⑦払込金額の総額 ： 976,000千円 

⑧資本組入額の総額： 425,000千円 

⑨払込期日 ：平成18年４月13日 

⑩配当起算日 ：平成18年２月21日 

⑪資金の使途 ：設備資金
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６.生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

靴の小売業務以外の業務を営んでいないため、記載を省略しております。 

(2)商品仕入実績 

商品仕入実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

第34期事業年度 
（自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日） 

第35期事業年度 
（自 平成17年２月21日 

至 平成18年２月20日） 
事業の部門別 

仕入高（千円） 前年同期比（％） 仕入高（千円） 前年同期比（％） 

婦人部門 3,112,802 122.1 3,523,315 113.2 

紳士部門 420,151 103.6 482,913 114.9 

スニーカー部門 1,937,189 112.9 1,996,219 103.1 

その他 101,272 125.1 161,511 159.5 

合計 5,571,415 117.2 6,163,959 110.6 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3)受注状況 

靴の小売業務以外の業務を営んでいないため、記載を省略しております。 

(4)販売実績 
販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

第34期事業年度 
（自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日） 

第35期事業年度 
（自 平成17年２月21日 

至 平成18年２月20日） 
事業の部門別 

売上高（千円） 前年同期比（％） 売上高（千円） 前年同期比（％） 

婦人部門 5,427,368 118.6 6,342,519 116.9 

紳士部門 708,832 103.6 828,866 116.9 

スニーカー部門 3,001,735 106.9 3,113,101 103.7 

その他 185,754 117.6 293,286 157.9 

合計 9,323,689 113.3 10,577,774 113.5


