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平成1 8 年２月期　決算短信（非連結）
平成 18 年 4 月 14 日

上場会社名　株式会社タカキュー　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 上場取引所　東

コード番号　8166　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本社所在都道府県　東京都

（URL　http://www.taka-q.com）

代表者　　　　　役職名　　代表取締役社長　　　　　氏名　　臼井一秀

問合せ先責任者　役職名　　専務取締役管理本部長　　氏名　　木内　守　　 （TEL：(03)5248-4100）
決算取締役会開催日　　　　　平成18年4 月14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18日　　　　　定時株主総会開催日　　　　　平成18年5 月17日

単元株制度採用の有無　有（1単元５００株）

親会社等の名称　　イオン株式会社（コード番号8267）　親会社等における当社の議決権所有比率　25.3％

１．18 年 2 月期の業績（平成17 年 3 月 1 日～平成 18 年 2 月 28 日）

　(1)経営成績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨て）

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 20,210 9.3 1,017 73.3 960 123.3

17 年２月期 18,487 △3.2 587 37.9 429 68.2

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 690 - 28 26 - 22.6 7.8 4.8

17 年２月期 △1,640 - △67 14 - △46.9 2.8 2.3

　(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　 24,429,049 株　　　　　17 年2月期　 24,440,572 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

　(2)配当状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨て）

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

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18 年２月期 2 00 0 00 2 00 48 7.1 1.4

17 年２月期 0 00 0 00 0 00 0 0.0 0.0

　(3)財政状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨て）

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 12,256 3,461 28.2 141 72

17 年２月期 12,496 2,658 21.3 108 81
　(注)①期末発行済株式数　　　　18 年2月期　24,423,861　株　　　　　17 年2月期　24,434,919　株

②期末自己株式数　　　　　18 年2月期　    46,961　株　　　　　17 年2月期　    35,903　株

　(4)キャッシュ・フローの状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨て）

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 1,877 597 △2,073 3,057

17 年２月期 172 1,383 △2,431 2,655

２．19 年 2 月期の業績予想（平成 18 年 3 月 1 日～平成 19 年 2 月 28 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 9,600 200 100 0 00 - - - -

通　期 21,500 1,100 900 - - 5 00 5 00

　(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 36 円 85 銭

上記の予想は本資料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場合があります。
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（添付資料）

１．経 営 方 針

（１）会社の経営の基本方針

当社は、創業以来「顧客最優先」を経営理念として、お客様に支持され信頼される企業を目指しております。この

経営理念のもと、「Ｅｎｊｏｙ　Ｆａｓｈｉｏｎ　 Ｅｎｊｏｙ　Ｌｉｆｅ」（ファッションとは楽しいものである　フ

ァッションを楽しむことが人生を楽しむことに繋がっている）をテーマに掲げ、「ファッション専門店をコアとした、

ライフスタイル提案企業」として、お客様に役立ちたいと考えます。そのために人材の育成強化に努め、お客様のニ

ーズへの対応を迅速に行い、より良い商品をリーズナブルな価格でご提供できるよう心掛けております。

（２）会社の利益配分に関する基本方針

当社は、経営基盤の強化や事業展開への備えなどに配慮しつつ、株主の皆様へは業績に応じた配当を行うことを基

本的な配当政策と考えております。

（３）目標とする経営指標

目標とする経営指標としましては、売上高経常利益率を重視し、調達ルートの開拓、在庫管理の強化により粗利益

率の改善を図る一方、販売費及び一般管理費の削減を実施して、中期的には売上高経常利益率７％以上の達成を目標

としております。

（４）中長期的な経営戦略

景気は明るさが増してきておりますが、紳士服業界は楽観を許さない状況が続くと予想されます。このようななか、

当社はさらなる業績向上を目指し、安定した利益の出せる経営の基盤づくりを進めてまいります。

そのために柱となる業態の確立及び拡大を目指し、バランスのとれたマーチャンダイジングの実現とプライベート

ブランド商品による高付加価値の創造を図り、競合他社との差別化を行ってまいります。

（５）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、経営の基本方針、法令に定められた事項や経営に関する重要事項に対して迅速な対応を行ない、より

一層経営の健全性・透明度を高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

①会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

・当社は、最高意思決定機関として取締役会（社内取締役８名、社外取締役２名、常勤監査役１名、社外監

査役３名）を毎月開催しております。また重要執行方針を協議する機関として、取締役に加えて各部門長

も出席する経営会議を月２回開催しております。

・当社は、監査役制度を採用しております。監査役会は４名で構成されています。監査役は取締役会、経営

会議等重要な会議に出席しております。またそれ以外に重要な事項については適宜取締役に対して報告を

求めております。

　以上のように取締役の職務執行を客観的かつ公正な立場で監査できる体制となっており、また実効性を高

めるために会計監査人の監査法人トーマツとの連携も強化しております。

②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の概要

社外取締役１名、社外監査役１名は、当社の主要株主であり、業務及び資本提携先であるイオン株式会社

の執行役を兼務しております。当社とイオン株式会社とは、店舗賃貸借契約に基づく取引関係にありますが、

この取引は定型的な取引であり、社外取締役、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
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③会社のコーポレート・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

・経営体制につきましては、平成 17 年 5 月 19 日の定時株主総会で社外取締役２名、社外監査役１名の増員

を実施し、一層の強化を図っております。

・経営の透明性を高めるため、月次売上高前年比情報、四半期財務・業績の概況、経営情報、その他ディス

クローズ事項を積極的にタイムリーに東京証券取引所へ開示するとともに、当社のホームページ

（http://www.taka-q.com）にも掲載しております。

・内部通報制度により風通しのよい社内風土作りをし、内部統制のさらなる構築を図っております。

・個人情報取扱事業者としての社内体制、情報インフラにおけるセキュリティの確保、及び従業員教育等を

整備し、個人情報の漏洩、流出の対策を講じております。

④監査報酬

監査証明に係る報酬　　　　　17 百万円

（６）親会社等に関する事項

①親会社等の商号等

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

イオン株式会社
その他の

関係会社
25.3 株式会社東京証券取引所　市場第一部

②親会社等との関係

当社の主要株主であるイオン株式会社は、業務及び資本提携推進の一環として当社株式を取得したことにより、

平成 18 年 2 月 28 日現在「その他の関係会社」であり、当期末現在で 6,108,000 株（当社発行済株式数の 24.96％）

を所有しております。また同社との人的な関係につきましては、当期末現在において同社の執行役２名が当社の

取締役及び監査役に就任しております。

③親会社等との取引に関する事項

親会社等との取引に関する事項は、「３．財務諸表等」の「（関連当事者との取引）」をご参照下さい。
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２．経 営 成 績

（１）当期の概況

当期におけるわが国経済は、企業の設備投資や個人消費の拡大をうけ、景気が順調に推移し、安定成長への期待感

から先行きに明るさが増してまいりました。当紳士服専門店業界においてもクールビズ効果や天候の影響等により個

人消費が持ち直し、回復の基調となりました。

このようななか、当社は安定的な収益基盤の確立と、より強固な財務体質確立を目指して以下の施策に取り組んで

まいりました。

商品面では、生産・調達ルートを大幅に見直し粗利益率の向上を図ったほか、クイックレスポンス体制の構築によ

り機会損失の低減を図りました。またプライベートブランドについては、新たに“大人のメンズブランド”として、

上質の素材を使用した本物志向の「ＭＡＬＥ＆Ｃｏ．」を展開いたしました。品種では、ドレスシャツ、ブルゾン、コ

ートが前年に比べ二桁の伸びを示しました。

営業面では、夏のクールビズ需要により新たな顧客が開拓され、秋以降のウォームビズ需要にもつながり、当社の

商品構成とマッチし、売上高は前期を上回りました。また接客販売を営業施策の重点課題とし、店舗リサーチを実施

すること等により顧客満足度の向上を目指しました。さらに、顧客の拡大に向けた新たな販売チャネルとして、Ｙａ

ｈｏｏ！ショッピング、楽天市場への出店を行いました。

店舗面では、３２店舗（ビジネス型２２店舗、カジュアル型１０店舗）の新規出店をし、低効率店舗を含む１６店

舗を閉鎖しました。この結果、当期末店舗数は１７２店舗（ビジネス型１２９店舗、カジュアル型３９店舗、アラウ

ンド ザ シューズ４店舗）となっております。

人事面では、“業界Ｎｏ.１のビジネスパーソンの育成”をスローガンとし、接客等を中心課題とした階層別の集合

研修を実施しました。また個人のスキルアップのため、通信教育の内容充実を図りました。

利益面では、出店増で販売費及び一般管理費が増加しましたが、売上高の拡大、商品粗利益率の改善、物流センタ

ー移転統合による経費削減、減価償却費負担の軽減等により営業利益率は前期に比べ１.８ポイント改善しました。

財務面では、遊休不動産の売却、店舗保証金・敷金の早期回収、有利子負債の返済、借入金の短期から長期へのシ

フト、減資による繰越損失の解消など、より一層の財務体質の強化に努めました。

以上の結果、売上高は２０２億１千万円（前期比９．３％増）、経常利益は９億６千万円（前期比１２３．３％増）、

当期純利益は６億９千万円（前期は当期純損失１６億４千万円）と、増収増益となりました。

（２）キャッシュ・フロー

当事業年度末における現金及び現金同等物は、３０億５千７百万円と期首残高に比べて、４億２百万円増加いたし

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。

　(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が１億２千３百万円増加したものの、税引前当期純利益を７億８

千万円、非資金的費用の減価償却費を２億４千８百万円計上したことや、仕入債務が４億９千８百万円増加したこと

等により１８億７千７百万円の収入となりました。

　(投資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・フローは、新規出店・改装に伴い有形固定資産を２億７千４百万円で取得し、保証金・

敷金を２億７千８百万円差入れましたが、有形固定資産を２億４千７百万円で売却できたこと、保証金・敷金が１０

億２千３百万円返還されたこと等により、５億９千７百万円の収入となりました。

　(財務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・フローは、短期借入金を１２億１千万円及び長期借入金を１５億５千８百万円借入い

たしました。一方で有利子負債の圧縮を進め、短期借入金を主体とした４７億１千６百万円の返済等により、２０億

７千３百万円の支出となりました。
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当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成 15 年 2 月期 平成 16 年 2 月期 平成 17 年 2 月期 平成 18 年 2 月期

期末 期末 期末 期末

自己資本比率(%) 24.3 24.4 21.3 28.2

時価ベースの自己資本比率

(%)
11.3 18.4 61.0 112.0

債務償還年数(年) 10.7 5.5 36.3 2.3

インタレスト・カバレッジ・

レシオ(倍)
3.9 7.3 0.5 14.6

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

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

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

す。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

（３）次期の見通し

今後の見通しにつきましては、景気は引続き緩やかな上昇基調を維持し、当紳士服専門店業界におきましても消費

は堅調に推移するものと考えられますが、企業間競争は一段と激化し、お客様の商品、サービスに対する選択もます

ます厳しくなっていくものと考えられます。

こうした経営環境も踏まえ、以下の重点施策を行ってまいります。

①小売業からお客様満足業への転換

　接客に優る差別化はないという考え方のもとに、店舗リサーチ、会員満足度調査の実施等により、さらなる顧

客満足度向上を図ります。

　また、人事面でも集合研修を強化して、お客様には商品の本当の良さをお伝えし、良きスタイルコーディネー

ターとして、ファッションをトータルで提案する最高の接客を目指していきます。

②業態の拡大と新規開発

　大人の男をカッコよくというコンセプトの「ＭＡＬＥ＆Ｃｏ．」、ボトムをメインとしたメンズ・レディースカ

ジュアルの「ｓｅｍａｎｔｉｃｄｅｓｉｇｎ」の出店を強化していきます。また新業態として郊外ＳＣ向けに、

４０才前後の男女のお出かけ着を揃えた落ち着いたショップ「ｍ.ｆ.ｅｄｉｔｏｒｉａｌ」を開発します。さら

に男性の靴のセレクトショップとしてスタートした「ａｒｏｕｎｄ　ｔｈｅ　ｓｈｏｅｓ」は、３月末に大阪茶

屋町に男女の複合店がデビューしました。

　以上により年間３０店舗程度の新規出店を行います。

③新ＰＯＳシステムの導入

　秋口にリアルタイムで店舗・本部を結ぶ新ＰＯＳの導入を予定しております。これにより情報インフラの充実

を図り、お客様ニーズへの対応と経営の効率化を図ります。

以上の諸施策を実施するにあたり当社は、「見える化」を図り、問題点の早期解決、現場のカイゼン、及び透明性あ

る社内風土の構築、コーポレートガバナンスの強化・充実に努めてまいります。これより、売上高２１５億円、経常

利益１１億円、当期純利益９億円を予想しております。
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３．財 務 諸 表 等

１． 比較貸借対照表

第５６期

(平成 17 年 2 月 28 日現在)

第５７期

(平成 18 年 2 月 28 日現在)
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 2,655 3,057 402

受取手形 9 10 0

売掛金 710 832 122

商品 1,719 1,765 45

貯蔵品 28 33 5

前渡金 1 0 △0

前払費用 231 211 △19

関係会社短期貸付金 20 10 △10

その他 48 63 15

流動資産合計 5,424 43.4 5,985 48.8 561

Ⅱ 固定資産

1.有形固定資産

建物 ※1,2 366 373 6

器具備品 ※1,2 278 335 57

土地 ※2 136 6 △129

建設仮勘定 - 0 0

有形固定資産合計 781 6.2 715 5.9 △65

2.無形固定資産

借地権 ※2 1 0 △0

電話加入権 25 25 -

ソフトウェア 31 64 33

その他 ※2 0 0 △0

無形固定資産合計 58 0.5 90 0.7 32

3.投資その他の資産

投資有価証券 289 - △289

関係会社株式 40 531 491

出資金 4 4 0

長期貸付金 0 0 △0

破産更生債権等 467 278 △189

長期前払費用 ※2 25 52 27

賃貸不動産 ※1,2 93 60 △33

差入保証金 ※3 2,258 1,586 △672

敷金 ※3 3,818 3,549 △268

その他 5 4 △0

貸倒引当金 △771 △604 167

投資その他の資産合計 6,232 49.9 5,463 44.6 △768

固定資産合計 7,072 56.6 6,270 51.2 △801

資産合計 12,496 100.0 12,256 100.0 △240
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第５６期

(平成 17 年 2 月 28 日現在)

第５７期

(平成 18 年 2 月 28 日現在)
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

支払手形 1,519 1,942 422

買掛金 688 765 76

短期借入金 ※3 5,809 3,069 △2,739

未払金 517 739 222

未払法人税等 86 124 38

前受金 13 15 1

預り金 24 31 6

前受収益 70 60 △9

賞与引当金 51 88 37

厚生年金基金脱退損

失引当金
- 112 112

その他 73 104 30

流動負債合計 8,854 70.8 7,052 57.6 △1,801

Ⅱ 固定負債

長期借入金 ※3 459 1,250 790

長期預り保証金 360 313 △46

繰延税金負債 64 144 79

退職給付引当金 95 33 △62

その他 3 1 △1

固定負債合計 983 7.9 1,742 14.2 759

負債合計 9,837 78.7 8,795 71.8 △1,042

（資本の部）

Ⅰ 資本金 ※4 10,284 82.3 2,000 16.3 △8,284

Ⅱ 資本剰余金

その他資本剰余金 - 567

資本剰余金合計 - - 567 4.6 567

Ⅲ 利益剰余金

当期未処分利益又は
当期未処理損失(△)

△7,716 690

利益剰余金合計 △7,716 △61.8 690 5.6 8,407

Ⅳ その他有価証券評価

差額金
95 0.8 211 1.7 116

Ⅴ 自己株式 ※5 △4 △0.0 △8 △0.0 △4

資本合計 2,658 21.3 3,461 28.2 802

負債資本合計 12,496 100.0 12,256 100.0 △240
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２．比較損益計算書
第５６期

(自 平成 16 年 3 月 １日
 至 平成 17 年 2 月 28 日)

第５７期

(自 平成 17 年 3 月 １日
 至 平成 18 年 2 月 28 日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

Ⅰ 売上高 18,487 100.0 20,210 100.0 1,722

Ⅱ 売上原価 8,825 47.7 9,155 45.3 329

売上総利益 9,661 52.3 11,055 54.7 1,393

Ⅲ 販売費及び一般管理

費
9,074 49.1 10,037 49.7 962

営業利益 587 3.2 1,017 5.0 430

Ⅳ 営業外収益

受取利息及び配当金 10 2

賃貸不動産収入 571 714

その他 105 687 3.7 126 844 4.2 156

Ⅴ 営業外費用

支払利息 175 123

賃貸不動産費用 598 663

その他 71 845 4.6 115 901 4.4 56

経常利益 429 2.3 960 4.8 530

Ⅵ 特別利益

固定資産売却益 - 41

貸倒引当金戻入益 9 3

その他 5 15 0.1 16 60 0.3 45

Ⅶ 特別損失

固定資産売却損 24 -

固定資産除却損 60 22

固定資産減損損失 ※1 1,685 32

貸倒引当金繰入額 90 -

厚生年金基金脱退損
失引当金繰入額

- 112

賃貸借契約の解約に
伴う損失金

50 46

商品廃棄損 - 18

商品評価損 83 -

その他 5 2,000 10.8 8 240 1.2 △1,759

税引前当期純利益又
は税引前当期純損失

(△)
△1,555 △8.4 780 3.9 2,335

法人税、住民税及び

事業税
85 0.5 89 0.5 4

当期純利益又は当期

純損失(△)
△1,640 △8.9 690 3.4 2,331

前期繰越損失 6,075 7,716 1,640

減資による繰越損失

填補額
- 7,716 7,716

当期未処分利益又は

当期未処理損失(△)
△7,716 690 8,407
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３．要約キャッシュ・フロー計算書
第５６期

(自 平成 16 年 3 月 1 日
 至 平成 17年2月28日)

第５７期

(自 平成 17 年 3 月 1 日
 至 平成 18年2月28日)

対前年比

区　分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

増減

（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純

損失(△)
△1,555 780 2,335

減価償却費 306 248 △57

減損損失 1,685 32 △1,653

貸倒引当金の増加額 99 15 △84

賞与引当金の増減額(△は減少) △6 37 43

厚生年金基金脱退損失引当金の増加額 － 112 112

退職給付引当金の減少額 △472 △62 409

特別退職金 2 － △2

賃貸借契約解約損 39 46 7

固定資産売却益 － △41 △41

固定資産売却損 24 － △24

固定資産除却損 64 39 △24

受取利息及び配当金 △10 △2 7

支払利息 175 123 △52

売上債権の増減額(△は増加) 75 △123 △198

たな卸資産の増減額(△は増加) 405 △51 △456

仕入債務の増減額(△は減少) △740 498 1,239

未払消費税等の増減額(△は減少) 38 △8 △47

その他 128 319 190

小計 261 1,963 1,702

特別退職金の支出 △2 － 2

法人税等の支払額 △85 △85 △0

営業活動によるキャッシュ・フロー 172 1,877 1,704
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第５６期
(自 平成 16 年 3 月 1 日

 至 平成 17年2月28日)

第５７期
(自 平成 17 年 3 月 1 日

 至 平成 18年2月28日)

対前年比

区　分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

増減

（百万円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払出による収入 488 － △488

有形固定資産の取得による支出 △188 △274 △86

有形固定資産の売却による収入 8 247 239

無形固定資産の売却による収入 3 0 △2

投資有価証券の取得による支出 △46 △3 43

関係会社株式の取得による支出 － △2 △2

貸付による支出 △21 △20 1

貸付金の回収による収入 199 30 △169

保証金敷金の差入による支出 △107 △278 △170

保証金敷金の返還による収入 1,095 1,023 △72

その他の資産の取得による支出 △21 △89 △68

預り保証金の返還による支出 △38 △43 △5

預り保証金の受入による収入 1 5 3

利息及び配当金の受取額 10 2 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,383 597 △785

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入 200 1,210 1,010

短期借入金の返済による支出 △2,956 △4,131 △1,175

長期借入による収入 520 1,558 1,037

長期借入金の返済による支出 △26 △585 △559

自己株式の取得･売却による収支 △2 △4 △2

利息の支払額 △167 △119 47

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,431 △2,073 358

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減

少)
△875 402 1,277

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,530 2,655 △875

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 2,655 3,057 402
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４．利益処分案

第５６期
(平成 17 年 2 月期)

第５７期
(平成 18 年 2 月期)

対前年比

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

増減

（百万円）

Ⅰ 当期未処分利益又は当期未処理損

失(△)
△7,716 690 8,407

Ⅱ 利益処分額

1.配当金 － 48

2.利益準備金 － － 500 548 548

Ⅲ 次期繰越利益又は次期繰越損失

(△)
△7,716 141 7,858
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重要な会計方針

第５６期

（自　平成 16 年 3月 １日

至　平成 17 年 2月 28日）

第５７期

（自　平成 17 年 3月 １日

至　平成 18 年 2月 28日）

１．有価証券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

(1)子会社株式及び関連会社株式 同左

移動平均法による原価法によっております。

(2)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

は移動平均法により算定）によっておりま

す。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1)商品 同左

個別法による原価法によっております。

(2)貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっておりま

す。

３．固定資産の減価償却の方法 ３．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産

定率法を採用しております。

主要な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

同左

建物　　　　　３年～１８年

器具備品　　　３年～　８年

(2)無形固定資産 (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

ける利用可能期間(５年)に基づく定額法

を採用しております。

同左

(3)長期前払費用の償却の方法 (3)長期前払費用の償却の方法

均等償却 同左

(4)賃貸不動産 (4)賃貸不動産

定率法を採用しております。

主要な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

同左

建物　　　　　６年～１８年

器具備品　　　３年～　８年
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第５６期

（自　平成 16 年 3月 １日

至　平成 17 年 2月 28日）

第５７期

（自　平成 17 年 3月 １日

至　平成 18 年 2月 28日）

４．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準

(1)貸倒引当金 (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

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。

同左

(2)賞与引当金 (2)賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しております。

同左

(3)厚生年金基金脱退損失引当金 (3)厚生年金基金脱退損失引当金

────────
厚生年金基金脱退をするにあたって発生す

る損失に備えるため、一括掛け金の見込み

額を計上しております。

(追加情報)

従来加入している東京メリヤス卸商厚生年

金基金の掛け金については、拠出時の費用

として処理しておりましたが、当期におい

て同基金から脱退する意思決定を行ってお

り、これに伴い発生する脱退時の一括掛け

金の見込み額を引当計上することとしまし

た。これにより、税引前当期純利益が 112

百万円少なく計上されています。

(4)退職給付引当金 (4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、平成 14

年 2 月 1 日に改訂した退職金規程により算

定した当事業年度末における退職給付債務

に基づき計上しております。

当社は、従来採用していた適格退職年金制

度を平成 14 年 1 月 31 日に廃止し、その時

点における要支給額を将来の退職時に支払

うこととして退職金規程を平成14 年 2 月 1

日に改訂いたしました。このため、廃止日

時点の要支給額を基に退職給付債務を算定

しております。なお、退職金規程改訂日以

後の勤務に係る報酬は、毎月の給与報酬に

より精算する方法を採用しております。

同左

５．リース取引の処理方法 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。

同左
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第５６期

（自　平成 16 年 3月 １日

至　平成 17 年 2月 28日）

第５７期

（自　平成 17 年 3月 １日

至　平成 18 年 2月 28日）

６．ヘッジ会計の方法 ６．ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ取引

ヘッジ対象　変動金利支払の借入金

ヘッジ方針

当社は、ヘッジ対象の範囲内で借入金の金利

変動リスクをヘッジする手段として金利スワ

ップのみを利用することとしております。

ヘッジ有効性の評価の方法

金利スワップの特例処理の要件に該当するた

め、その判定をもって有効性の判定に代えて

おります。

ヘッジ会計の方法

特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ取引

ヘッジ対象　変動金利支払の借入金

ヘッジ方針

当社は、ヘッジ対象の範囲内で借入金の金利

変動リスクをヘッジする手段として金利スワ

ップのみを利用することとしております。

ヘッジ有効性の評価の方法

金利スワップの特例処理の要件に該当するた

め、その判定をもって有効性の判定に代えて

おります。

なお、当事業年度末において、金利スワップ取

引は解約しており、借入金についても返済して

おります。

７．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ７．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、手許資金、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

８．消費税等の会計処理 ８．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。

同左

会計処理方法の変更

第５６期

（自　平成 16 年 3月 １日

至　平成 17 年 2月 28日）

第５７期

（自　平成 17 年 3月 １日

至　平成 18 年 2月 28日）

（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17 年２月28 日に終

了する事業年度に係る財務諸表から適用できること

になったことに伴い、当事業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。これにより税引

前当期純損失が 1,685 百万円増加しています。

────────
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追加情報

第５６期

（自　平成 16 年 3月 １日

至　平成 17 年 2月 28日）

第５７期

（自　平成 17 年 3月 １日

至　平成 18 年 2月 28日）

────────
（外形標準課税）

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」（企業会計基準委員会平成 16 年 2 月13

日）が公表されたことに伴い、当事業年度から同実

務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び

資本割 34 百万円を販売費及び一般管理費として処

理しております。

注記事項

（貸借対照表関係）

項 目
第５６期

（自　平成 16 年 3月 １日

至　平成 17 年 2月 28日）

第５７期

（自　平成 17 年 3月 １日

至　平成 18 年 2月 28日）

※1.有形固定資産及び賃

貸不動産の減価償却

累計額

有形固定資産　　   3,074 百万円

賃貸不動産　　　   1,720 百万円

有形固定資産　　   2,610 百万円

賃貸不動産　　　   1,459 百万円

※2.固定資産の減損損失

累計額

有形固定資産　　　　 790 百万円

無形固定資産　　　　   5 百万円

長期前払費用　　　　   9 百万円

賃貸不動産　　　　　 880 百万円

有形固定資産　　　　 301 百万円

無形固定資産　　　　   3 百万円

長期前払費用　　　　  10 百万円

賃貸不動産　　　　　 661 百万円

※3.担保予約に供してい

る資産

5,146 百万円

(差入保証金　2,059 )

(敷金　　　　3,087 )

対応債務

短期借入金      5,809 百万円

長期借入金        459 百万円

────────

※ 4.授権株式数

　　発行済株式総数

普通株式　　　　　97,800,000 株

普通株式　　　　　24,470,822 株

普通株式　　　　　97,800,000 株

普通株式　　　　　24,470,822 株

※5.会社が保有する自己

株式

普通株式　　　　　　　35,903 株 普通株式　　　　　　　46,961 株

　6.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

増加した純資産額は 95 百万円であ

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

増加した純資産額は 211 百万円であ

ります。

　7.資本の欠損の額 7,720 百万円 ────────
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（損益計算書関係）

項 目
第５６期

（自　平成 16 年 3月 １日

至　平成 17 年 2月 28日）

第５７期

（自　平成 17 年 3月 １日

至　平成 18 年 2月 28日）

※1.固定資産の減損損失 当会計期間において、当社は以下の

資産グループについて減損損失を計

上いたしました。
（単位:百万円）

場所 用途 種類 減損損失

営業店舗 店舗設備
建物及び器
具備品等 211    

賃貸店舗 店舗設備
建物及び器
具備品等 824    

その他 保養所等
建物及び土
地等 650    

計 1,685  

当社は、資産のグルーピングを営

業店舗・賃貸店舗については店舗毎、

保養所等については物件毎としてお

ります。このうち、営業店舗・賃貸

店舗については、営業損益又は収益

が継続して損失となる店舗を、また

保養所等不動産については、地価が

著しく下落した物件を、それぞれの

帳簿価額を回収可能額まで減価し、

当該減少額を減損損失（1,685 百万

円）として特別損失に計上いたしま

した。その内訳は、建物 380 百万円、

器具備品等 72 百万円、土地 338 百万

円、その他14 百万円、賃貸不動産880

百万円であります。

なお、営業店舗及び賃貸店舗に係

る資産の回収可能額は、主に使用価

値により測定し、割引率は５％を用

いております。また、保養所等資産

の回収可能額は、正味売却額により

測定し、正味売却額は主として売却

予定額に基づき算定しております。

当会計期間において、当社は以下の

資産グループについて減損損失を計

上いたしました。
（単位:百万円）

場所 用途 種類 減損損失

営業店舗 店舗設備
建物及び器
具備品等 30     

賃貸店舗 店舗設備
建物及び器
具備品等 1      

計 32     

当社は、資産のグルーピングを営

業店舗・賃貸店舗については店舗毎、

保養所等については物件毎としてお

ります。このうち、営業店舗・賃貸

店舗については、営業損益又は収益

が継続して損失となる店舗を、それ

ぞれの帳簿価額を回収可能額まで減

価し、当該減少額を減損損失（32 百

万円）として特別損失に計上いたし

ました。その内訳は、建物 9 百万円、

器具備品 18 百万円、その他2 百万円、

賃貸不動産1 百万円であります。

なお、営業店舗及び賃貸店舗に係

る資産の回収可能額は、主に使用価

値により測定し、割引率は５％を用

いております。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

第５６期

（自　平成 16 年 3月 １日

至　平成 17 年 2月 28日）

第５７期

（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

現金及び預金勘定　　　　　 2,655 百万円

現金及び現金同等物　　　　 2,655 百万円

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

現金及び預金勘定　　　　　 3,057 百万円

現金及び現金同等物　　　　 3,057 百万円
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（リース取引関係）

第５６期

（自　平成 16 年 3月 １日

至　平成 17 年 2月 28日）

第５７期

（自　平成 17 年 3月 １日

至　平成 18 年 2月 28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

（単位：百万円）

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
(機械装置) 0 0 0

無形固定資産
(ソフトウエア) 13 13 0

合計 13 13 0

（単位：百万円）

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
(器具備品) 0 0 0

②未経過リース料期末残高相当額

　１年内　　　  0 百万円

　１年超　　　  - 百万円

　合計　　　　  0 百万円

②未経過リース料期末残高相当額

　１年内　　　  0 百万円

　１年超　　　  0 百万円

　合計　　　　  0 百万円

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　　 　15 百万円

減価償却費相当額 　13 百万円

支払利息相当額　　　0 百万円

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　　 　 0 百万円

減価償却費相当額 　 0 百万円

支払利息相当額　　　0 百万円

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

する定額法によっております。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤利息の算定方法

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。

⑤利息の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

　１年内　　　 57 百万円

　１年超　　　 30 百万円

　合計　　　　 87 百万円

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

　１年内　　　 42 百万円

　１年超　　　 32 百万円

　合計　　　　 75 百万円
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（有価証券関係）

その他有価証券で時価のあるもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

第５６期(平成 17 年 2 月 28 日現在) 第５７期(平成 18 年 2 月 28 日現在)
種類

取得価額
貸借対照
表計上額

差額 取得価額
貸借対照
表計上額

差額

(1)株式 129 289 159 135 491 355

(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 129 289 159 135 491 355

(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 129 289 159 135 491 355

時価のない主な有価証券の内容
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

第５６期(平成 17 年 2 月 28 日現在) 第５７期(平成 18 年 2 月 28 日現在)種類
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額

その他有価証券

　非上場株式

　（店頭売買株式を除く）
40 40

（デリバティブ取引関係）

　第５６期(平成 17 年 2月 28日現在)

　　デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用して処理しておりますので、該当事項はありません。

　第５７期(平成 18 年 2月 28日現在)

　　期末残高がないため、該当事項はありません。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、従来採用していた適格退職年金制度を平成14 年 1 月 31 日に廃止し、その時点における要支

給額を将来の退職時に支払うこととして退職金規程を平成 14 年 2 月 1 日に改訂いたしました。退職金

規程改訂日以後の勤務に係る報酬は毎月の給与報酬により精算する方法を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項(平成 18 年 2月 28日現在)　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

第５６期

（自　平成 16 年 3月 １日

至　平成 17 年 2月 28日）

第５７期

（自　平成 17 年 3月 １日

至　平成 18 年 2月 28日）

退職給付債務 △　95 △　33
退職給付引当金 △　95 △　33
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３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

第５６期

（自　平成 16 年 3月 １日

至　平成 17 年 2月 28日）

第５７期

（自　平成 17 年 3月 １日

至　平成 18 年 2月 28日）
総合設立の厚生年金基金への拠

出額
54 33

特別退職金等 2 -

退職給付費用合計 57 33

なお、総合設立の厚生年金基金への拠出額は、福利厚生費に含めて計上しており、また第５７期には、

厚生年金基金脱退損失引当金繰入額 112 百万円を特別損失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

退職給付債務の計算は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については記載しておりません。

５．厚生年金基金の年金資産の額

当社は「東京メリヤス卸商厚生年金基金」に加入しております。同基金の年金資産残高のうち当社の

加入人員数割合に基づく、平成17 年 3 月 31 日現在の年金資産は、1,743 百万円であります。

（税効果会計関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

第５６期

（自　平成 16 年 3月 １日

至　平成 17 年 2月 28日）

第５７期

（自　平成 17 年 3月 １日

至　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

因別内訳

(平成 17 年 2 月末日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原

因別内訳

(平成 18 年 2 月末日)

繰延税金資産

固定資産除却損否認額　　　　　 73

貸倒引当金繰入限度超過額　　　340

退職給付費用否認額　　　　　　 38

減損損失否認額　　　　　　　　682

繰越欠損金　　　　　　　　　1,709

棚卸商品評価損　　　　　　　　 76

その他　　　　　　　　　　　　 30

繰延税金資産小計　　　　　　　2,951

評価性引当額　　　　　　　△2,951

繰延税金資産合計　　　　　　　　　-

繰延税金資産

固定資産除却損否認額　　　　　 57

貸倒引当金繰入限度超過額　　　327

減損損失否認額　　　　　　　　369

繰越欠損金　　　　　　　　　　685

棚卸商品評価損　　　　　　　　 80

厚生年金基金脱退損失引当金否認額 　 45

その他　　　　　　　　　　　　 56

繰延税金資産小計　　　　　　　1,622

評価性引当額　　　　　　　△1,622

繰延税金資産合計　　　　　　　　　-

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金　　　　 64

繰延税金負債合計　　　　　　　　 64

繰延税金負債の純額　　　　　　　 64

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金　　　　144

繰延税金負債合計　　　　　　　　144

繰延税金負債の純額　　　　　　　144

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負

担率との差額調整

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負

担率との差額調整

法定実効税率                   △42.0% 法定実効税率                     40.5%

(調整) (調整)

住民税均等割　　　　　　　　　　　5.5%

評価性引当額　　　　　　　　　　 31.0%

税効果会計適用後の

法人税等の負担率　　　　　　　　△5.5%

住民税均等割　　　　　　　　　　 11.5%

評価性引当金　　　　　　　　　 △39.2%

交際費　　　　　　　　　　　　　　0.5%

その他　　　　　　　　　　　　　△1.8%

税効果会計適用後の

法人税等の負担率　　　　　　　　 11.5%
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（持分法損益等）

持分法を適用する重要な関連会社がないため記載を省略しております。

（関連当事者との取引）

　第５６期(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
関係内容

属性
会社等の
名称

住所
資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

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
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

△30
差入保

証金
25

法人主

要株主
イオン㈱

千葉市

美浜区
101,798

総合小売

業

(被所有)

直接

15.3%

-
店舗の

賃借

保証金･敷

金の差入

及び返還 △56 敷金 354

　（２）子会社等
関係内容

属性
会社等の

名称
住所

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

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

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

20

関係会

社短期

貸付金

20

金銭の貸

付返済

△567

関係会

社長期
貸付金

-

貸付金利

息
7 - -

預り保証

金の返還
△450

預り保

証金
5

子会社

テイエム

エムサー

ビス㈱

東京都

板橋区
30

衣料品の

リフォー

ム

不動産の

運営

直 接

100%

兼任5

名

衣料品

のリフ

ォーム

不動産

の運営

店舗,事務

所の賃貸

収入

223
前受収

益
1

　第５７期(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
関係内容

属性
会社等の

名称
住所

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

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

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

△5
差入保

証金
20その他

の関係
会社

イオン㈱
千葉市

美浜区
101,798

総合小売

業

(被所有)

直接
25.3%

兼任2

名

店舗の

賃借

保証金･敷

金の差入
及び返還 108 敷金 463

(注)役員の兼任等に記載の 2名は、イオン株式会社の執行役であります。

　（２）役員及び個人主要株主等
関係内容

属性
会社等の

名称
住所

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

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

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

監査役 寺西　昭 - - 弁護士

(被所有)

直接

0.0%

- -
弁護士業

務
3

業務委

託費
-
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　（３）子会社等
関係内容

属性
会社等の
名称

住所
資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

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
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

金銭の貸

付返済
△10

関係会

社短期

貸付金

10

貸付金利

息
0 - -

預り保証

金の返還
-

預り保

証金
5

子会社

テイエム

エムサー

ビス㈱

東京都

板橋区
30

衣料品の

リフォー

ム

直 接

100%

兼任4

名

衣料品

のリフ

ォーム

店舗,事務

所の賃貸

収入

6
前受収

益
1

（１株当たり情報）

第５６期

（自　平成 16 年 3月 １日

至　平成 17 年 2月 28日）

第５７期

（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　　　　　108 円 81 銭

１株当たり当期純損失　　　　 67 円 14 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、１株当たり当期純損失が計上されてお

り、また、潜在株式がないため記載しておりません。

１株当たり純資産額　　　　　141 円 72 銭

１株当たり当期純利益　　　　 28 円 26 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、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。

（注）1 株当たり当期純利益又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第５６期

（自　平成 16 年 3月 １日

至　平成 17 年 2月 28日）

第５７期

（自　平成 17 年 3月 １日

至　平成 18 年 2月 28日）

当期純利益又は当期純損失(△)

（百万円）
△1,640 690

普通株式に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期

純損失(△)　（百万円）
△1,640 690

期中平均株式数　（百株） 244,405 244,290
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４．商 品 別 売 上 高 明 細 書

（単位：百万円）

第５６期

（自 平成 16 年 3月 １日

至 平成 17 年 2月 28日）

第５７期

（自 平成 17 年 3月 １日

至 平成 18 年 2月 28日）

前年比

区分 売上高 構成比 売上高 構成比 ％

重衣料 7,139 38.6 7,600 37.6 106.5

中衣料 2,189 11.8 2,558 12.7 116.8

軽衣料 8,742 47.3 9,665 47.8 110.6

その他衣料 416 2.3 385 1.9 92.7

合計 18,487 100.0 20,210 100.0 109.3

５．役 員 の 異 動

（１）代表者の異動

該当事項はありません。

（２）その他の役員の異動

①退任予定取締役

取締役　　　　　　　　　古市 達也

②昇格予定取締役

常務取締役営商本部長　　大森 尚昭　　（現　取締役営商本部長）

（３）就任予定日

平成１８年５月１７日


