
平成 18年 2月期 決算短信 (連結)  平成 18年 4月 19日

上   場   会   社   名       株式会社キャビン 上場取引所 東

コード番号       8164 本社所在都道府県

(URL http://www.cabin.co.jp/) 東京都

代　　表　　者　　役職名　代表取締役社長　氏名　吉江　謙二

問合せ先責任者　　役職名　管　理　部　長　氏名　橋本　泰徳 TEL (03) 5334 - 5091
決算取締役会開催日　　平成 18年 4月 19日
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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 (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。

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年  2月期 21,249 5.6 286 - 451 -

17年  2月期 20,131 △ 2.6 △ 594 - △ 547 -

            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 △ 125 - △3.04 - △ 0.5 1.6 2.1

17年  2月期 △ 1,629 - △ 38.41 - △ 6.4 △ 1.8 △ 2.7

(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(連結）　18年  2月期    41,336,882 株　　　17年  2月期    42,416,538 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)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

18年  2月期 28,737 24,078 83.8 583.10

17年  2月期 28,858 24,353 84.4 588.54

(注)期末発行済株式数(連結）　18年  2月期    41,294,808 株　　　17年  2月期    41,379,894 株

(3)連結キャッシュ･フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

18年  2月期 1,068 △ 130 △ 283 12,225

17年  2月期 △ 120 △ 217 △ 740 11,560

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

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
    連結(新規）   -  　社  (除外）       1 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 ）
　

百万円 百万円 百万円

中間期 10,396 253 △ 781

通　　期 21,844 998 △ 344

(参考）１株当たり予想当期純利益(通期）                  △ 8 円 33 銭

※上記の業績予想につきましては、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。

   業績予想に関する事項につきましては、添付資料７ページをご参照下さい。

売　　上　　高 経　常　利　益 当　期　純　利　益

売    上    高 営  業  利  益 経  常  利  益

総  資  産 株  主  資　本 株主資本比率 １株当たり株主資本

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

－ 1 －
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１１１１    企業集団の状況企業集団の状況企業集団の状況企業集団の状況    

当社グループは、当社、連結子会社３社で構成され、当社のブランドことのファッションスタイリン

グを基本に編集したファッション性の高い婦人服及び服飾品を販売することを事業活動として行って

おります。 

当社グループは、婦人服ブランドでは「ザジ」、「イー・エー・ピー」、「アンラシーネ」、「ウィンジ」

等をそれぞれ単独で、もしくはいくつかのブランドを複合化し、全国に 187 店舗（平成 18 年 2月 28 日

現在）を展開しております。 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

    

 

                         商品の供給 

研修センター 

運営管理の委託 

 

商品の供給      商品の供給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結子会社は次のとおりであります。    

株式会社 エディカ･･･････研修センターの運営管理 

上海凱賓時装有限公司･････婦人服の製造・卸・小売 

上海凱海貿易有限公司･････一般貿易業務、衣料品の製造・卸・小売 

 

株式会社チープシックにつきましては、所有しておりました全株式を平成 18 年 2 月 24 日付で売却

したため、みなし売却日を当連結会計年度末とし、連結の範囲から除外しております。 
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２２２２    経営方針経営方針経営方針経営方針    

（１）会社の経営の基本方針（１）会社の経営の基本方針（１）会社の経営の基本方針（１）会社の経営の基本方針    
当社は、企業の目的は顧客満足にあると考え、そのためにＣ・Ｖ・Ａ（クリエイティビティー、バリ

ュー、アメニティ）という三つのキーワードを掲げております。 

ファッションを切り口にお客様の豊かな暮らしを実現する「生活の味付け役（＝ライフシーズナー）」

と自らを位置付け、主に婦人アパレルとライフグッズという事業領域において、お客様を常に意識した

マーケットインの考え方を基軸に置きながら、お客様の半歩先を提案しつづけることができる「顧客感

応型」のファッションビジネス企業を目指し、お客様の「期待」を超え「感動」につながるモノづくり

と店づくり、販売力で、お客様の「信頼」に応えることにより付加価値を創造し、更なる企業価値の向

上を目指してまいります。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針（２）会社の利益配分に関する基本方針（２）会社の利益配分に関する基本方針（２）会社の利益配分に関する基本方針    
当社は、株主の皆様に安定的な利益還元を行うことを経営の基本方針としております。 

平成 9 年 2 月期より業績動向と財務状態等を総合的に勘案し無配とさせていただいておりましたが、

平成 14 年 7 月より、その他資本剰余金を原資として、自己株式の買付を実施するとともに、株主の皆

様のご支援にお応えすべく第 33 期（平成 15 年 2 月期）から配当を継続して実施いたしております。 

今後につきましても、業績動向や財務状況と将来の経営基盤づくりのための投資等を十分に勘案した

上で、自己株式の取得や配当等を検討し、積極的な利益還元策が実施できるよう努力してまいる所存で

あります。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略（３）中長期的な会社の経営戦略（３）中長期的な会社の経営戦略（３）中長期的な会社の経営戦略    

当社の中期的な経営戦略につきましては、現在展開しております事業領域において「選択と集中によ

る経営効率の向上」および「マーケットイン型事業運営の強化」によるバランスのあるブランド展開を

図ってまいります。 
また、中期事業計画達成に向け、事業計画の遂行を適切に推進する組織と支援体制を確保し、計画達

成に努めてまいります。 
具体的には、 

・ 効果的なブランド統合並びに不採算ブランドおよび不採算店舗の整理撤退を実施し、経営資源の集

中を図る。 

・ アパレル事業におけるエレガンス業態とカジュアル業態の２つのゾーンで３つのブランドを基幹

ブランドとして強化し、スケールメリットを生かした経費の適正化と売上総利益率の向上による収

益向上を図る。 

・ マーケットイン型事業運営を強化すると共に、プロダクトアウト型ブランドとのバランスを図り、

顧客ニーズおよび立地にきめ細かく対応できるブランド展開を図る。 

・ 顧客に一番近い店舗（店長/販売ｽﾀｯﾌ）の意見を効率的にＭＤ・商品企画に反映させ、現場の力を最
大限に活かしたマーケットイン型プロセスを構築し、より顧客ニーズへの対応強化を図る。 

・ 積極的なスクラップ＆ビルドを継続して行い、店舗立地環境への対応を強化し収益性の向上を図る。 
・ 社長直轄の戦略統括室を設置し、ビジネスの将来構想の企画立案と改革の進捗管理や組織横断的な

改善指示の徹底を図る。 
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（４）対処すべき課題（４）対処すべき課題（４）対処すべき課題（４）対処すべき課題    
当連結会計年度において、事業の足固めとその成果が確実に出てまいりましたことから、今後は「収

益性の向上」と「成長力の増進」を重点課題として、事業の適正な拡大を目指してまいります。 

１．収益性の向上 

①商品の海外生産比率をより一層向上させ、更なる仕入原価率の低減を図ります。 

②店舗立地の綿密なマーケット・リサーチにより立地特性に対応した商品構成を実現するとともに、 

社内コミュニケーションの活性化や店舗教育の更なる充実などにより販売力をレベルアップし、

既存店舗の強化を図ります。 

２．成長力の増進 

①エレガンス業態における立地別のブランド展開を定着させ、それぞれのブランド力を強化する

ことにより出店を加速してまいります。 

②「アンラシーネ」は、雑貨業態で培ってきました商品面のノウハウを生かして品種を拡大し、

お客様の生活シーンをトータルにご提案できる店舗として大型化を促進してまいります。 

③キャリアウーマンを対象とした「ウィンジ」はブランドの基軸が確立されたため、本格的な事

業化に向けて出店政策を推し進めてまいります。 

３．プロモーション戦略の強化 

雑誌等への連続的な掲載やメディアへの衣装提供、ホームページやカタログの充実などにより、

ブランドの認知度やイメージの向上に取り組んでまいります。 

 

（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（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（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（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    
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、企業倫理に基づく社会的責任を全うする経営の重要性を強く認識しており、企業価値を長

期的・安定的に向上させていくためにコーポレート・ガバナンスの充実が必要不可欠であると考えて

おります。その実現のために、経営管理機構や業務執行体制の充実とともに、企業経営の透明性と健

全性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 

(ア) 取締役会は、毎月 1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営

上重要な意思決定と取締役の業務執行の監督を行っております。また、原則的に毎週 1回、取締

役、常勤監査役、執行役員、業務執行責任者が出席する経営会議を開催し、取締役会の審議事項

の事前審議や、取締役会の審議事項とならない様々な事項の検討を行い、経営環境の変化に素早

く対応するべく業務執行の迅速化に努めております。 

(イ) 当社は、監査役制度を採用しております。取締役の業務執行の状況を客観的な立場から厳正かつ

厳格に監査するために社外監査役の登用を重視しており、監査役 4名のうち 3名が社外監査役で

構成されております。また、監査役会を毎月 1 回開催し、監査役間での情報・意見交換を行い、

経営監視機能の向上を図っております。 

(ウ) 経営環境の急速な変化に対応する機動的な経営判断と迅速な業務遂行を目指し、また、業務遂行

の責任範囲を明確にし権限の委譲をすることで更なる経営の効率化を図るべく、執行役員制度を

導入し、3名の執行役員が就任しております。 

(エ) 取締役会の監督機能を充実させ、適正な会社運営を推し進めていくことを目的に、会社の指揮命
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令系統から独立した社外取締役１名が就任しております。 

(オ) 内部監査につきましては、監査室を設置し、常勤監査役と連携を図りながら、不正の防止・発見

だけではなく業務指導・改善の観点から各部門の業務の適法性や妥当性について監査を実施して

おります。 

(カ) 会計監査は監査法人トーマツに依頼しており、会計上の課題について適時確認を行い、適切な会

計処理に努めております。 

(キ) コンプライアンスの面では、専任担当部署を設置し、顧問弁護士に法律上の判断が必要な案件に

ついては適時確認をすることにより、経営に法律面のコントロールを機能させ、法令・社内ルー

ル遵守の維持向上に努めております。 

(ク) 個人情報保護につきましては、社内に個人情報安全管理委員会を組織し、個人情報の漏洩や不正

利用を防止するための全社的な推進活動を実施しております。 

(ケ) ディスクロージャーの面では、アナリスト及びファンドマネージャー等に決算説明会を定期的に

開催し、また、東京証券取引所への開示資料や店舗の情報等を適時・迅速に当社ホームページに

掲示するなど情報開示の充実に取り組んでおります。 

(コ) 顧客満足の更なる向上と環境変化への対応をスピードをもって遂行するために、ブランド別事業

部体制を構築し、組織運営の合理化を図っております。また、「お客様相談窓口」を設置し、お

客様のご意見やご要望を経営に反映できる社内体制づくりに努めております。 

③会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引先その他の利害関係者 

の概要 

現在、当社の社外取締役及び社外監査役はそれぞれ 1名及び 3名であり、社外監査役(常勤監査役)

三好勝彦は当連結会計年度末現在で、当社株式 5,818 株を保有しております。 

④会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの実施状況 

（ア）社外取締役 1名選任      平成 17 年 5月 26 日 

（イ）執行役員制度の導入      平成 17 年 5月 26 日 

（ウ）コンプライアンス統括室の設置 平成 18 年 3月 1 日 

（エ）ＩＲ活動の一環としまして、全ての開示資料を適時・迅速に当社ホームページに掲載するこ 

とにより適切かつ公平な情報開示に努めてまいりました。 

 

 

３３３３    経営成績及び財政状態経営成績及び財政状態経営成績及び財政状態経営成績及び財政状態    

（１）（１）（１）（１）    経営成績経営成績経営成績経営成績    
①当期の概況①当期の概況①当期の概況①当期の概況    

当連結会計年度におけるわが国経済は、設備投資の拡大や輸出の増加を背景に企業の業績回復が見ら

れ、また、生産活動が活発になりましたために雇用や所得環境が徐々に改善し、個人消費が上向いてま

いりました。 

婦人服小売業界におきましては、個人消費の回復による需要の拡大は見られず、当社が顧客の中心と

しております若い女性層が「生活をより楽しく、自分表現ができる商品とサービス」を厳しく選択する

傾向が、より一層強まってまいりました。 

このような状況のもとで当社は、第 39 期（平成 21 年 2 月期）までの中期事業計画に基づき、「事業
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の選択と集中」を推し進めるとともに、「売上総利益率の改善」や「戦略的な出店の強化」に取り組み、

「黒字体質の確立」を目指してまいりました。 

１．事業の選択と集中 

①ライフスタイル事業における雑貨業態の「ザ・セノゾイック」をカジュアル業態に統合し、カジ

ュアル業態における生活雑貨の企画力及び品揃えを強化いたしました。 

②エレガンス業態の「ザジ」は、都心から準郊外、郊外まで様々な立地に出店しておりましたが、 

それぞれの立地においてお客様のご要望に的確にお応えしていくために、「プレミアインクルー 

ジョン」と「リアル リッシュ」の 2つのブランドを開発し、「ザジ」の都心及び一部の準郊外の 

店舗を、これらのブランドに変更いたしました。 

③カジュアル業態の「アンラシーネ」は、ヤングミセスが楽しくショッピングしていただける空間 

を創造することができ、1年を通じて好調を維持し、主力ブランドとして成長いたしました。 

２．売上総利益率の改善 

①中国や韓国などの海外における商品生産比率を向上させ、また、直接メーカーから素材を手配す 

ることにより、仕入原価率を低減いたしました。 

②商品企画において市場動向をバランスよく取り入れるとともに、商品の企画から店舗に納入する 

までのリードタイムを圧縮することにより、売価変更率の低減に努めました。 

３．戦略的な出店の強化 

①ブランドごとに出店場所を明確に定め、利益に貢献できる出店を促進いたしました。 

②複合ブランド店舗の展開や品種の充実に伴う売場面積の拡大により、出店の機会を広げてまいり 

ました。 

営業の状況につきましては、期初は前年同期と比較して春物商品の立ち上がりが遅く、また、天候不

順も影響して苦戦いたしましたが、4月以降は「アンラシーネ」を中心にアパレル事業の各ブランドが

堅調に推移いたしました。期後半は秋物商品の導入時期に気温が下がらずに不調なスタートとなりまし

たが、天候とともに徐々に回復し始め、冬物商品につきましてはプロパーでの販売時期から年明けのセ

ール時期、最終販売時期にかけて好調を維持することができました。 

店舗網につきましては、カジュアル業態の「イー・エー・ピー」や「アンラシーネ」の単独ブランド

店舗及び複合ブランド店舗の出店を中心として、「リアル リッシュ」の 1号店を 10 月に出店するなど、

新規に 28 店舗を開設いたしました。また一方、雑貨業態のカジュアル業態との統合により「ザ・セノ

ゾイック」の 9店舗と、店舗を取り巻く市場環境の変化により収益改善が困難である 11 店舗の合計 20

店舗を閉鎖いたしました。その結果、当期期末店舗数は、前期末と比較して 8店舗増加し 187 店舗とな

りました。なお、「ザ・セノゾイック」からのブランド変更や既存店舗の活性化を図ることなどから、

18 店舗の改装及び改修を実施いたしました。 

その結果、当連結会計年度の連結売上高は 21,249 百万円（前期比 5.6％増）となり、前期と比較して

1,117 百万円増加いたしました。売上総利益につきましては、商品供給体制の変更などにより値入率の

向上及び売価変更の低減が徐々に進行しました結果、売上総利益率は前期に比較して 1.7 ポイント改善

し、912 百万円多い 10,813 百万円となりました。 

販売費及び一般管理費につきましては、前期に比較して 31 百万円多い 10,526 百万円となりましたが、

286 百万円の営業利益（前期は 594 百万円の営業損失）を計上することができました。また、営業外損

益は 118 百万円のプラスで 451 百万円の経常利益（前期は 547 百万円の経常損失）となりましたが、投
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資有価証券売却益 371 百万円を計上する一方、「ザ・セノゾイック」を含めた退店や改装に伴う店舗内

装設備等の固定資産売除却損352百万円及び売却予定の研修施設に係る固定資産評価損331百万円など

が発生しました結果、当期純損失は 125 百万円（前期は 1,629 百万円の当期純損失）となりました。 

 

②次期の見通し②次期の見通し②次期の見通し②次期の見通し    

今後の国内経済は、景気の回復基調が続くとの期待感はありますものの、原油価格の再高騰や海外経

済の減速など輸出にマイナスの影響を与える外需リスクが懸念され、また、量的金融緩和政策の解除が

どのように作用するのかが不透明であり、本格的な回復に至るには未だ予断を許さない状況であると思

われます。 

婦人服小売業界におきましては、お客様一人ひとりのご要望をきめ細かく捉え、常に新しい発見と感

動のある商品とサービスをご提供できる企業のみがお客様の信頼を得られ、生き残ることができる厳し

い企業環境が続くものと思われます。 

このような状況のも 

とで当社は、当期において事業の足固めとその成果が確実に出てまいりましたことから、２経営方針

「（４）対処すべき課題」に記載しましたように、今後は「収益性の向上」と「成長力の増進」を重点

課題として、事業の適正な拡大を目指してまいります。 

しかしながら、次期から固定資産の減損に係る会計基準を適用するため、営業活動から生じる損益が

継続して赤字であり、その固定資産 

を回収できないと見込まれる店舗 28 店舗（内 6 店舗は転貸店舗、2 店舗は賃貸店舗）と外部に賃貸

している寮施設 2件について、その帳簿価額を回収可能価額まで減額した減少額を特別損失として計上

せざるを得ないため当期純損失となる見込であります。 

次期の連結業績予想につきましては、次のとおりであります。 

売上高  21,844 百万円（前期比 102.8％） 

営業利益     948 百万円（前期比 331.5％） 

経常利益     998 百万円（前期比 221.3％） 

当期純損失    344 百万円（前期は 125 百万円の当期純損失） 

なお、単体の業績の見通しは、次のとおりであります。 

売上高  21,200 百万円（前期比 103.1％） 

営業利益     910 百万円（前期比 278.3％） 

経常利益     960 百万円（前期比 193.2％） 

当期純損失    380 百万円（前期は 97 百万円の当期純損失） 

 

（２）財政状態（２）財政状態（２）財政状態（２）財政状態    

当連結会計年度末の財政状態につきましては、総資産 28,737 百万円（前年同期比 121 百万円減）、負

債の部合計 4,656 百万円（同 154 百万円増）となり、資本の部合計は 24,078 百万円（同 274 百万円減）

となりました。 

（キャッシュ・フローの状況）（キャッシュ・フローの状況）（キャッシュ・フローの状況）（キャッシュ・フローの状況）    

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純損失 45 百万円を計上しました

が、前年同期と比較すると税金等調整前当期純損失が 1,494 百万円改善され、また、減価償却費、固定
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資産売除却損、固定資産評価損等の増加要因がありましたため、前期末と比較すると 665 百万円増加し、

その結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は 12,225 百万円となりました。 

（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）（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）    

営業活動によるキャッシュ・フローは 1,068 百万円の収入となり、前年同期と比較すると 1,189 百万

円の収入の増加となりました。これは、税金等調整前当期純損失が 45 百万円計上され、役員退職給与

引当金 231 百万円等の減少要因がありましたが、前年同期と比較すると税金等調整前当期純損失が

1,494 百万円改善され、また、減価償却費 494 百万円、固定資産売除却損 352 百万円、固定資産評価損

331 百万円等の増加要因がありましたのが主な要因であります。 

（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）（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）    

投資活動によるキャッシュ・フローは 130 百万円の支出となり、前年同期と比較すると 87 百万円の

支出の減少となりました。これは、新規出店等店舗設備に関わる有形固定資産の取得による支出 746 百

万円、敷金及び差入保証金の支払額 332 百万円の減少要因がありましたが、敷金及び差入保証金の返還

額 967 百万円の増加要因がありましたのが主な要因であります。 

（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）（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）    

財務活動によるキャッシュ・フローは 283 百万円の支出となりましたが、前年同期と比較すると 456

百万円の支出の減少となりました。これは、親会社による配当金の支払額 205 百万円がありましたが、

自己株式の買取処分に係る収支が前年同期と比較すると 488 百万円支出が減少したことが主な要因で

あります。 

 

なお、当社企業グループのキャッシュ・フロー指標の推移は、以下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 

株主資本比率 86.0％ 86.6％ 84.4％ 83.8％ 

時価ベースの株主資本比率 17.2％ 24.2％ 48.5％ 66.1％ 

債務償還年数 120.0 年 － － 0.4 年 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ 0.4 倍 － － 139.3 倍 

（注）株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：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 

１．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。 

２．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・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、連結貸借対照表に計上し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。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計

算書の利息の支払額を使用しております。 

以上 
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４ 連結財務諸表等 

(1) 【連結財務諸表】 

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  11,616,231   12,281,358  

２ 受取手形及び売掛金   578,110   555,960  

３ たな卸資産   1,106,836   1,040,873  

４ その他   544,824   939,963  

  貸倒引当金   △531   △902  

流動資産合計   13,845,472 48.0  14,817,252 51.6 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物及び構築物 ※１ 7,636,803   7,136,054   

減価償却累計額  3,913,809 3,722,994  3,791,677 3,344,376  

(2) 什器及び備品  784,914   728,026   

減価償却累計額  550,982 233,932  495,792 232,234  

(3) 土地 ※１  2,188,831   2,014,218  

(4) その他   59,763   26,654  

有形固定資産合計   6,205,520 21.5  5,617,483 19.5 

２ 無形固定資産   429,585 1.5  432,784 1.5 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   1,892,092   2,257,596  

(2) 差入保証金   2,310,853   1,883,911  

(3) 敷金   3,382,891   3,029,339  

(4) その他   888,180   823,989  

  貸倒引当金   △95,923   △125,120  

投資その他の資産合計   8,378,094 29.0  7,869,715 27.4 

固定資産合計   15,013,201 52.0  13,919,983 48.4 

資産合計   28,858,673 100.0  28,737,235 100.0 
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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   2,180,092   2,509,111  

２ 短期借入金 ※１  496,528   389,436  

３ 未払費用   503,454   564,248  

４ 賞与引当金   66,435   95,525  

５ その他   337,068   436,390  

流動負債合計   3,583,579 12.4  3,994,711 13.9 

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金 ※１  90,879   ―  

２ 繰延税金負債   195,518   228,009  

３ 退職給付引当金   118,061   187,196  

４ 役員退職給与引当金   238,520   6,670  

５ その他   275,498   240,316  

固定負債合計   918,476 3.2  662,191 2.3 

負債合計   4,502,055 15.6  4,656,903 16.2 

(少数株主持分)        

少数株主持分   2,915 0.0  1,519 0.0 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※３  15,174,337 52.6  15,174,337 52.8 

Ⅱ 資本剰余金   11,267,298 39.0  9,432,295 32.8 

Ⅲ 利益剰余金   △1,679,335 △5.8  △176,945 △0.6 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   284,870 1.0  370,395 1.3 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △23,057 △0.1  △12,945 △0.0 

Ⅵ 自己株式 ※４  △670,410 △2.3  △708,323 △2.5 

資本合計   24,353,702 84.4  24,078,813 83.8 

負債、少数株主持分 
及び資本合計   28,858,673 100.0  28,737,235 100.0 
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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   20,131,294 100.0  21,249,213 100.0 
Ⅱ 売上原価   10,230,437 50.8  10,435,612 49.1 

売上総利益   9,900,856 49.2  10,813,600 50.9 
Ⅲ 販売費及び一般管理費        
１ 給与手当  3,677,235   3,395,103   
２ 賞与  130,830   183,298   
３ 賞与引当金繰入額  61,250   83,565   
４ 退職給付費用  227,763   175,816   
５ 役員退職給与 

引当金繰入額  1,580   －   

６ 店舗家賃  2,393,264   2,420,933   
７ 賃借料  484,534   502,464   
８ 減価償却費  463,246   483,659   
９ その他  3,055,253 10,494,958 52.2 3,282,057 10,526,899 49.5 

営業利益又は損失(△)   △594,101 △3.0  286,700 1.4 
Ⅳ 営業外収益        
１ 受取利息  1,059   1,049   
２ 受取配当金  15,020   107,503   
３ 不動産賃貸料  39,785   39,360   
４ その他  24,239 80,104 0.4 31,503 179,416 0.8 

Ⅴ 営業外費用        
１ 支払利息  7,619   7,613   
２ 転貸店舗費用  14,088   3,409   
３ その他  11,649 33,358 0.1 3,592 14,616 0.1 

経常利益又は損失(△)   △547,354 △2.7  451,500 2.1 
Ⅵ 特別利益        
 投資有価証券売却益  ― ― ― 371,402 371,402 1.8 

Ⅶ 特別損失        
１ 固定資産売除却損 ※１ 307,083   352,117   
２ 敷金保証金解約損  150,041   49,232   
３ 投資有価証券売却損  ―   2,393   
４ 貸倒引当金繰入額 ※２ ―   29,377   
５ 社員早期退職加算金  87,578   44,366   
６ 固定資産評価損 ※３ 362,936   331,945   
７ 撤退ブランド整理損  48,804   ―   
８ 貸倒損失  36,199   ―   
９ 商品評価損  ―   53,000   
10 関係会社整理損  ― 992,643 4.9 6,220 868,654 4.1 

税金等調整前当期純損失   1,539,998 △7.6  45,751 △0.2 
法人税、住民税及び 
事業税   89,162 0.4  78,376 0.4 

少数株主利益   252 0.1  1,627 0.0 

当期純損失   1,629,413 △8.1  125,755 △0.6 
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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   12,852,706  11,267,298 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

 自己株式処分差益  294 294 43 43 

Ⅲ 資本剰余金減少高      

１ 利益剰余金への振替額  853,536  1,628,146  

２ 配当金  215,175  206,899  

３ 自己株式消却額  516,990 1,585,702 ― 1,835,046 

Ⅳ 資本剰余金期末残高   11,267,298  9,432,295 

(利益剰余金の部)      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △903,459  △1,679,335 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

 資本剰余金からの振替額  853,536 853,536 1,628,146 1,628,146 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

当期純損失  1,629,413 1,629,413 125,755 125,755 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   △1,679,335  △176,945 
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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損失(△)  △1,539,998 △45,751 

２ 減価償却費  481,141 494,843 

３ 貸倒引当金の増加額(△減少額)  △20,117 29,568 

４ 賞与引当金の減少額(△減少額)  △28,710 29,090 

５ 退職給付引当金の増加額  117,014 69,135 

６ 役員退職給与引当金の減少額  △23,780 △231,850 

７ 受取利息及び配当金  △16,080 △108,553 

８ 支払利息  7,619 7,613 

９ 投資有価証券売却益  ― △371,402 

10 投資有価証券売却損  ― 2,393 

11 固定資産売除却損  307,083 352,117 

12 敷金保証金解約損  150,041 49,232 

13 固定資産評価損  362,936 331,945 

14 関係会社整理損  ― 6,220 

15 売上債権の減少額  87,110 3,383 

16 たな卸資産の減少額(△増加額)  △93,475 58,763 

17 仕入債務の増加額  200,343 321,171 

18 未払消費税等の増加額(△減少額)  △50,901 95,110 

19 その他資産の減少額(△増加額)  120,263 △234,136 

20 その他負債の増加額(△減少額)  △128,481 149,748 

21 その他  28,090 40,186 

小計  △39,899 1,048,833 

22 受取利息及び配当金の受取額  16,080 108,553 

23 支払利息の支払額  △7,556 △7,673 

24 法人税等の支払額  △89,100 △81,097 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △120,476 1,068,615 
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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 有価固定資産の取得による支出  △732,782 △746,802 

２ 有形固定資産の売却による収入  14,550 18,313 

３ 投資有価証券の取得による支出  ― △1,005,000 

４ 投資有価証券の売却による収入  ― 426,153 

５ 投資有価証券の償還による収入  ― 700,367 

６ 連結子会社株式の追加取得による支出  △21,923 ― 

７ 連結子会社株式の売却に伴う支出 ※２ ― △7,330 

８ 敷金及び差入保証金の支払額  △426,446 △332,313 

９ 敷金及び差入保証金の返還額  1,103,980 967,899 

10 短期貸付金の純増減額   1,594 545 

11 長期貸付金による支出  △750 ― 

12 長期貸付金の回収による収入  1,953 1,679 

13 定期預金の預け入れによる支出  △6,026 △6,026 

14 定期預金の払い戻しによる収入  6,025 6,025 

15 その他  △157,460 △153,618 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △217,285 △130,106 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の純増減額 （△減少額）  50,472 △35,150 

２ 長期借入金による収入  ― 59,556 

３ 長期借入金の返済による支出  △50,841 △65,241 

４ 自己株式の買取処分に係る収支  △526,799 △37,870 

５ 親会社による配当金の支払額  △213,197 △205,088 

６ 少数株主への配当金の支払額  △152 △167 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △740,517 △283,961 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △2,293 10,577 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)  △1,080,574 665,126 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  12,640,780 11,560,206 

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 ※１ 11,560,206 12,225,332 
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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 
 

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 
(1) 連結子会社の数  ４社 
連結子会社の名称 
上海凱賓時装有限公司 

    上海凱海貿易有限公司 
    株式会社エディカ 
    株式会社チープシック 
(2) 非連結子会社の名称   
     有限会社アトリエシック 
  (連結の範囲から除いた理由) 
非連結子会社は、小規模であり、その総資産、売上
高、当期純利益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持
分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な
影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外し
ております。 

１ 連結の範囲に関する事項 
 連結子会社の数  ３社 

連結子会社の名称 
上海凱賓時装有限公司 
上海凱海貿易有限公司 
株式会社エディカ 

なお、株式会社チープシックにつきましては、所有
しておりました全株式を平成18年2月24日付で売却し
たため、みなし売却日を当連結会計年度末とし、連結
の範囲から除外しております。 
   

２ 持分法の適用に関する事項 
持分法を適用していない非連結子会社(有限会社ア
トリエシック)は、その当期純利益（持分に見合う
額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ
て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼ
す影響が軽微であるため、持分法の範囲から除外し
ております。 

２ 持分法の適用に関する事項 
該当事項はありません。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 
  連結子会社のうち、上海凱賓時装有限公司及び上海
凱海貿易有限公司の決算日は12月31日であります。連
結財務諸表の作成に当たっては、同社決算日と連結決
算日との間に生じた重要な取引については、連結上必
要な調整を行っております。また、株式会社チープシ
ックは、決算日が８月31日のため、連結決算日現在で
実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しておりま
す。 
  なお、上記以外の連結子会社の決算日は、親会社に
一致しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 
  連結子会社のうち、上海凱賓時装有限公司及び上海
凱海貿易有限公司の決算日は12月31日であります。連
結財務諸表の作成に当たっては、同社決算日と連結決
算日との間に生じた重要な取引については、連結上必
要な調整を行っております。 

  なお、上記以外の連結子会社の決算日は、親会社に
一致しております。 

４ 会計処理基準に関する事項 
 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 
 ① 有価証券 
   その他有価証券 
 時価のあるもの 
  決算日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部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。 

４ 会計処理基準に関する事項 
 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 
 ① 有価証券 
   その他有価証券 
 時価のあるもの 
  左に同じであります。 

 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。 

 時価のないもの 
  左に同じであります。 
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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) 

 ② たな卸資産の評価基準及び評価方法 
 商品 主として総平均法による原価法によって

おります。 
ただし、陳腐化商品については、売却 
可能価額まで評価替を実施し、評価差 
額は、売上原価に算入しております。 

 ② たな卸資産の評価基準及び評価方法 
 商品   左に同じであります。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 
 ① 有形固定資産 建物(建物付属設備を除く)につ

いては定額法、その他について
は定率法によっております。 
なお、主な耐用年数は次のとお
りであります。 
 建物及び構築物 10年～60年 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 
 ① 有形固定資産 左に同じであります。 
 
 
 
 
 

 ② 無形固定資産 定額法によっております。 
ただし、ソフトウェア(自社利
用分)については、社内におけ
る利用可能期間(５年)に基づく
定額法によっております。 

 ② 無形固定資産 左に同じであります。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 
 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
回収可能性を検討し、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  左に同じであります。 

  賞与引当金  従業員の賞与支給に備えるため、
将来の支給見込額のうち当期の負
担額を計上しております。 

 賞与引当金  左に同じであります。 

  退職給付  従業員の退職給付に備えるため、 
 引当金 当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基
づき計上しております。 
な お 、会計基準変更時差異
496,435千円(益)については、７
年による按分額を費用控除として
おります。 
過去勤務債務は、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(７年)による定額法によ
り費用処理しております。 
数理計算上の差異は、各連結会計
年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数
(７年)による定額法により按分し
た額をそれぞれ発生の翌連結会計
年度から費用処理することとして
おります。 

  退職給付  左に同じであります。 
 引当金  
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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) 

  役員退職給与 第34期定時株主総会日(平成16年5 
 引当金 ５月27日開催)をもって役員退職

慰労金制度を廃止いたしました
が、同日以前に在任した役員につ
いては、その日以前の在任期間に
対して内規の効力を有するため、
当該内規に基づく支給見込額を役
員退職給与引当金として計上して
おります。したがって、同日以降
の新規計上は行っておりません。 

  役員退職給与 左に同じであります。 
 引当金  

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算
の基準 

   外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相
場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。 
なお、在外子会社等の資産及び負債並びに収益及
び費用は各在外子会社等の決算日の直物為替相場に
より円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資
本の部における為替換算調整勘定に含めておりま
す。 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算
の基準 

   左に同じであります。 

 (5) 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
によっております。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 
   左に同じであります。 

 (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 
   消費税等の会計処理方法 
   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によ
っております。 

 (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 
   消費税等の会計処理方法 
   左に同じであります。 

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方法は、全面時価
評価法によっております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 
  左に同じであります。 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 
  連結調整勘定は、発生した期の損益として処理して
おります。 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 
  左に同じであります。 

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
は損失処理に基づいて作成しております。 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 
  左に同じであります。 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
  連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金
及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な
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。 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
  左に同じであります。 
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（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) 

 
―――――――――――――――――― 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日

以後に開始する連結会計年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上の表示につい

ての実務上の取扱い」（平成16年2月13日 企業会計基

準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付

加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費

に計上しております. 

 この結果、販売費及び一般管理費が82,600千円多く計

上され、営業利益及び経常利益がそれぞれ82,600千円少

なく計上され、税金等調整前当期純損失が82,600千円多

く計上されております。 
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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 担保資産 
 (1) 担保に供している資産 

定期預金 50,000千円 
建物及び構築物 2,079,760千円 
土地 2,068,993千円 
計 4,198,753千円 

 

※１ 担保資産 
 (1) 担保に供している資産 

定期預金 50,000千円 
建物及び構築物 1,706,687千円 
土地 1,913,449千円 
計 3,670,136千円 

 
 (2) 対応する債務 

短期借入金 360,000千円 
長期借入金(１年内含む) 124,095千円 
計 484,095千円 

 

 (2) 対応する債務 
短期借入金 360,000千円 
計 360,000千円 

 

 ２ 保証債務 
   連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対

し、債務保証を行っている。 
(有)アトリエシック 30,000千円 

 

 ２  ―――――――― 

※３ 発行済株式の総数 
普通株式 44,933千株 

 

※３ 発行済株式の総数 
普通株式 44,933千株 

 
※４ 自己株式の保有数 
   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、以下のとおりであります。 
普通株式 3,553千株 

 

※４ 自己株式の保有数 
   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、以下のとおりであります。 
普通株式 3,638千株 

 
 

(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 固定資産売除却損の内訳は、次のとおりでありま
す。 
建物及び構築物 213,224千円 
什器及び備品 49,339千円 
その他 44,519千円 
計 307,083千円 

 

※１ 固定資産売除却損の内訳は、次のとおりでありま
す。 
建物及び構築物 198,331千円 
什器及び備品 46,253千円 
その他 107,532千円 
計 352,117千円 

 
 ２  ―――――――― ※２ 破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権に

対するものであります。 
※３ 固定資産評価損は売却目的の保養施設に係るもの

等であり、その主なものは建物及び構築物65,721
千円、土地236,902千円であります。 

※３ 固定資産評価損は売却予定の研修センター施設に
係るものであり、その主なものは建物及び構築物
235,979千円、土地83,902千円であります。 
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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) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
表に掲記されている科目の金額との関係 
現金及び預金勘定 11,616,231千円 
預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 △6,025千円 

担保に供している定期預金 △50,000千円 
現金及び現金同等物 11,560,206千円 

  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 
現金及び預金勘定 12,281,358千円 
預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 △6,026千円 

担保に供している定期預金 △50,000千円 
現金及び現金同等物 12,225,332千円 

 
 ２  ―――――――― ※２ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社

の資産・負債の主な内訳 
株式の売却により株式会社チープシックが連結
子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及
び負債の内訳並びに株式会社チープシック株式
の売却価額と売却に伴う支出との関係は次のと
おりであります。 
流動資産 46,588千円 
固定資産 150,445千円 
流動負債 △72,109千円 
固定負債 △118,409千円 
少数株主持分 △3,322千円 
関係会社整理損 
（株式売却損） △3,192千円 

株式会社チープシック 
株式の売却価額 0千円 

株式会社チープシック 
の現金及び現金同等物 7,330千円 

差引:連結子会社株式の売却
に伴う支出 △7,330千円 
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(リース取引関係) 
 

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 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 

 
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) 

什器及び備品 352,787 282,330 70,456 

ソフトウェア 535,517 426,329 109,188 

合計 888,304 708,660 179,644 
 

 
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) 

什器及び備品 6,656 4,605 2,050 

ソフトウェア 6,812 3,746 3,065 

合計 13,468 8,352 5,115 
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 191,497千円 
１年超 3,867千円 
計 195,365千円 

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 2,923千円 
１年超 2,549千円 
計 5,473千円 

 
 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 
支払リース料 200,470千円 
減価償却費相当額 179,815千円 
支払利息相当額 12,887千円 

 

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相
当額 
支払リース料 197,189千円 
減価償却費相当額 176,620千円 
支払利息相当額 4,386千円 

 
 (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

る定額法によっております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 
    左に同じであります。 

 (5) 利息相当額の算定方法 
    リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ
いては利息法によっております。 

 (5) 利息相当額の算定方法 
    左に同じであります。 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度(平成17年２月28日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

 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    

株式 205,375 685,763 480,388 

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの    

株式 ― ― ― 

計 205,375 685,763 480,388 

(注) １ その他有価証券で時価のあるものについては、時価が取得価額に比べて30％以上下落した場合には、時
価が著しく下落したと判断し、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損処理しております。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

該当事項はありません。 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 6,329 

非上場優先出資証券 700,000 

非上場優先株式 500,000 

計 1,206,329 
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当連結会計年度(平成18年２月28日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

 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    

  株式 151,230 768,773 617,543 

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの    

  その他 1,004,632 985,493 △19,138 

計 1,155,862 1,754,267 598,404 

(注) その他有価証券で時価のあるものについては、時価が取得価額に比べて30％以上下落した場合には、時価が
著しく下落したと判断し、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損処理しております。 
 

 

２ 当連結会計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) 

426,153 371,402 2,393 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 3,329 

非上場優先株式 500,000 

計 503,329 

 

(デリバティブ取引関係) 

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) 

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

 

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) 

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 
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(退職給付関係) 

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) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は確定給付型の制度として、厚生年金基金制度を設けております。また、従業員の退職等に

際して割増退職金を支払う場合があります。 
 

２ 退職給付債務に関する事項 

(1) 退職給付債務 (注)１ △3,450,933千円 

(2) 年金資産 3,187,229千円 

(3) 未積立退職給付債務 △263,703千円 

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 △212,758千円 

(5) 未認識数理計算上の差異 458,917千円 

(6) 未認識過去勤務債務 (注)２ △100,517千円 

(7) 退職給付引当金 △118,061千円 
(注) １ 厚生年金基金の代行部分を含めて記載しております。 

２ 平成12年３月の厚生年金保険法の改正に伴い、厚生年金基金規約の改正を行ったことにより、過去勤務
債務(債務の減額)が発生しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

(1) 勤務費用 (注)１ 189,952千円 

(2) 利息費用 52,420千円 

(3) 期待運用収益 △61,890千円 

(4) 会計基準変更時差異の費用処理額 △70,919千円 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 143,329千円 

(6) 過去勤務債務の費用処理額 △25,129千円 

(7) 退職給付費用 227,763千円 
(注) １ 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。 

２ 上記退職給付費用以外に、割増退職金87,578千円があります。 
 

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 期間定額基準 

(2) 割引率 1.5％ 

(3) 期待運用収益率 2.0％ 

(4) 過去勤務債務の処理年数 ７年 

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しておりま
す。) 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 ７年 

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞ
れ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。) 

(6) 会計基準変更時差異の処理年数 ７年 
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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 採用している退職給付制度の概要 

当社は確定給付型の制度として、厚生年金基金制度を設けております。また、従業員の退職等に

際して割増退職金を支払う場合があります。 
 

２ 退職給付債務に関する事項 

(1) 退職給付債務 (注)１ △3,513,044千円 

(2) 年金資産 3,585,710千円 

(3) 未積立退職給付債務 72,666千円 

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 △141,838千円 

(5) 未認識数理計算上の差異 △42,636千円 

(6) 未認識過去勤務債務 (注)２ △75,388千円 

(7) 退職給付引当金 △187,196千円 
(注)  １ 厚生年金基金の代行部分を含めて記載しております。 

２ 平成12年３月の厚生年金保険法の改正に伴い、厚生年金基金規約の改正を行ったことにより、過去勤務
債務(債務の減額)が発生しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

(1) 勤務費用 (注)１ 169,972千円 

(2) 利息費用 51,764千円 

(3) 期待運用収益 △63,744千円 

(4) 会計基準変更時差異の費用処理額 △70,919千円 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 113,873千円 

(6) 過去勤務債務の費用処理額 △25,129千円 

(7) 退職給付費用 175,816千円 
(注)  １ 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。 

２ 上記退職給付費用以外に、割増退職金44,366千円があります。 
 

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 期間定額基準 

(2) 割引率 1.5％ 

(3) 期待運用収益率 2.0％ 

(4) 過去勤務債務の処理年数 ７年 

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しておりま
す。) 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 ７年 

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞ
れ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。) 

(6) 会計基準変更時差異の処理年数 ７年 
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(税効果会計関係) 
 

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 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 
繰延税金資産  

貸倒引当金繰入限度超過額 39,257千円 
役員退職給与引当金 97,077千円 
固定資産評価損 147,715千円 
敷金保証金解約損 42,183千円 
退職給付引当金 48,051千円 
税務上の繰越欠損金 2,543,212千円 
その他 133,272千円 
繰延税金資産小計 3,050,769千円 
評価性引当額 △3,050,769千円 
繰延税金資産合計 ―千円 

繰延税金負債  
その他有価証券評価差額金 195,518千円 
繰延税金負債合計 195,518千円 

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 
繰延税金資産  

貸倒引当金繰入限度超過額 43,977千円 
未払事業税 33,618千円 
賞与引当金 38,795千円 
固定資産評価損 152,707千円 
退職給付引当金 76,189千円 
税務上の繰越欠損金 1,478,263千円 
その他 150,821千円 
繰延税金資産小計 1,974,371千円 
評価性引当額 △1,974,371千円 
繰延税金資産合計 ―千円 

繰延税金負債  
その他有価証券評価差額金 228,009千円 
繰延税金負債合計 228,009千円 

  
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な項目別の内訳 
  

法定実効税率 42.0％ 
(調整)  
評価性引当額 △43.0％ 
住民税均等割等    △4.8％ 
その他       △0.0％ 
税効果会計適用後の法人税等 
の負担率 △5.8％ 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
  

法定実効税率 40.7％ 
(調整)  
評価性引当額等 △19.8％ 
住民税均等割等 △169.3％ 
連結子会社の税率差異 △10.3％ 
交際費等永久に損金に算入され
ない項目 △18.6％ 

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 6.0％ 

その他    △0.0％ 
税効果会計適用後の法人税等 
の負担率 △171.3％ 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、小売事業の売上高、営業損益及び資産の金額

は、いずれも全セグメントに占める割合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の

記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、「本邦」の売上高及び資産の金額は、いずれ

も全セグメントに占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略して

おります。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高が、連結売上高の10％未満である

ため、海外売上高の記載を省略しております。 
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【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) 

該当事項はありません。 

 

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) 

該当事項はありません。 

 

(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 588円54銭 
 

1株当たり純資産額 583円10銭 
 

１株当たり当期純損失 38円41銭 
 

1株当たり当期純損失 3円04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、潜在株式がなく、また、当期純損失のため、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、当期純損失のため、記載しておりません。 

(注) １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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株当たり当期純損失   

当期純損失(千円) 1,629,413 125,755 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純損失(千円) 1,629,413 125,755 

普通株式の期中平均株式数(株) 42,416,538 41,336,882 

 

(重要な後発事象) 

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) 

当社は平成17年5月26日の定時株主総会において、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基

づき、取締役及び一定の職位以上の従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行す

ることを決議致しました。 

 

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) 

該当事項はありません。 
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５ 生産、受注及び販売の状況 

(1) 販売実績 

商品別売上高 
 

当連結会計年度 
種類 

金額(千円) 前期比(％) 構成比(％) 

婦人服 16,270,040 106.3 76.6 

小物雑貨その他 4,979,172 103.2 23.4 

合計 21,249,213 105.6 100.0 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 仕入実績 

商品別仕入高 
 

当連結会計年度 
種類 

金額(千円) 前期比(％) 構成比(％) 

婦人服 7,476,483 101.5 75.8 

小物雑貨その他 2,390,695 95.0 24.2 

合計 9,867,178 99.8 100.0 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

 



 －1－ 

平成１８年４月１９日 
株式会社株式会社株式会社株式会社    キャビンキャビンキャビンキャビン    

平成１８年２月期平成１８年２月期平成１８年２月期平成１８年２月期    決算説明資料決算説明資料決算説明資料決算説明資料    
 
連連連連                結結結結    
１． 業績の概要 

１７年２月期 １８年２月期 １９年２月期予想  
金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 

 
売 上 高 

百万円 
２０，１３１ 

％ 
９７．４ 

百万円 
２１，２４９ 

％ 
１０５．６ 

百万円 
２１，８４４ 

％ 
１０２．８ 

売上総利益 ９，９００ １００．７ １０，８１３ １０９．２ １１，６５０ １０７．７ 
（売上総利益率） （４９．２％） (＋１．６) （５０．９％） (＋１．７) （５３．３％） （＋２．４） 
販売費一般管理費 １０，４９４ ９９．４ １０，５２６ １００．３ １０，７０２ １０１．７ 
営業利益 △５９４ － ２８６ － ９４８ ３３１．５ 
 営業外収入 ８０ １２０．２ １７９ ２２４．０ ５６ ３１．３ 
 営業外費用 ３３ ８８．５ １４ ４３．８ ６ ４２．９ 
経常利益 △５４７ － ４５１ － ９９８ ２２１．３ 
特別利益 － － ３７１ － － － 
特別損失 ９９２ ３４５．５ ８６８ ８７．５ １，２６２ １４５．４ 

当期純利益 △１，６２９ － △１２５ － △３４４ － 

  
２．営業外損益及び特別損益の主な内容                     （単位：百万円） 
 科目 １７年２月期 １８年２月期 １９年２月期予想 

受取配当金 １５ １０７ １７ 営業外収入 
不動産賃貸料 ３９ ３９ ３９ 

営業外損失 転貸店舗費用 １４ ３ ３ 
特別利益 投資有価証券売却益 － ３７１ － 

固定資産売除却損 ３０７ ３５２ ２２１ 
システム移行費用 － － ８２ 
減損損失 － － ９０９ 
敷金保証金解約損 １５０ ４９ － 
貸倒引当金繰入額 － ２９ － 
社員早期退職加算金 ８７ ４４ ５０ 
固定資産評価損 ３６２ ３３１ － 
撤退ブランド整理損 ４８ － － 
貸倒損失 ３６ － － 

特別損失 

商品評価損 － ５３ － 
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３．キャッシュ・フローの状況                       （単位：百万円） 
 １７年２月期 １８年２月期 
営業活動によるキャッシュ･フロー △１２０ １，０６８ 
投資活動によるキャッシュ･フロー △２１７ △１３０ 
財務活動によるキャッシュ･フロー △７４０ △２８３ 
現金及び現金同等物の増加額 △１，０８０ ６６５ 
現金及び現金同等物期末残高 １１，５６０ １２，２２５ 
減価償却費 ４８１ ４９４ 

 
４．主要な財務指標 
 １７年２月期 １８年２月期 
流動比率 ３８６．４％ ３７０．９％ 
固定比率 ６１．６％ ５７．８％ 
株主資本比率 ８４．４％ ８３．８％ 
１株当たり当期純利益 △３８円４１銭 △３円０４銭 
１株当たり株主資本 ５８８円５４銭 ５８３円１０銭 

以上 
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個個個個                    別別別別    
１．業績の概要等 

１７年２月期 １８年２月期 １９年２月期予想  
金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 

 
売 上 高 

百万円 
１９，７０１ 

％ 
９７.５ 

百万円 
２０，５６９ 

％ 
１０４．４ 

百万円 
２１，２００ 

％ 
１０３．１ 

売上総利益 ９，７７２ １００.４ １０，７５９ １１０．１ １１，５５０ １０７．４ 
（売上総利益率） (４９．６％) （＋１．４） (５２．３％) (＋２．７) （５４．５％） (＋２．２) 
販売費一般管理費 １０，３９６ ９９．２ １０，４３２ １００．３ １０，６４０ １０２．０ 
営業利益 △６２３ － ３２７ － ９１０ ２７８．３ 
 営業外収入 ７８ １１２．８ １７７ ２２５．０ ５５ ３１．１ 
 営業外費用 ２６ ８６．０ ７ ２６．９ ５ ７１．４ 
経常利益 △５７１ － ４９７ － ９６０ １９３．２ 
特別利益 ５ ２．３ ３７１ － － － 
特別損失 ９８７ ３４４．０ ８８９ ９０．１ １，２６２ １４２．０ 

当期純利益 △１，６２８ － △９７ － △３８０ － 

 
 １７年２月期 １８年２月期 
既存店売上前年比（％） ９３.６ １００．４ 

 
２．営業外損益及び特別損益の主な内容                      （単位：百万円） 
 科目 １７年２月期 １８年２月期 １９年２月期予想 

受取配当金 １７ １１０ １６ 営業外収入 
不動産賃貸料 ３９ ３９ ３９ 

営業外損失 転貸店舗費用 １４ ３ ３ 
貸倒引当金戻入益 ５  － 特別利益 
投資有価証券売却益 － ３７１ － 
固定資産売除却損 ３０２ ３５２ ２２１ 
システム移行費用 － － ８２ 
減損損失   ９０９ 
敷金保証金解約損 １５０ ４９ － 
社員早期退職加算金 ８７ ４４ ５０ 
固定資産評価損 ３６２ ３３１ － 
撤退ブランド整理損 ４８ － － 
貸倒損失 ３６ － － 
商品評価損 － ５３ － 

特別損失 

関係会社整理損 － ５６ － 
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３．客数及び客単価の前年比                       （単位：％） 
１７年２月期 １８年２月期  

＜既存店＞ 客数 客単価 客数 客単価 
アパレル １０２．０ ９２．１ １０７．０ ９５．８ 

ライフスタイル ９１．４ ９７．７ ９９．６ ９７．３ 

全  社 ９８．５ ９４．６ １０４．８ ９７．０ 

＜全 店＞ 客数 客単価 客数 客単価 
アパレル １０７．２ ９３．１ １１３．６ ９４．４ 

ライフスタイル ８５．５ ９９．３ ８７．７ ９７．６ 

全  社 １００．５ ９６．９ １０６．９ ９７．７ 

 
４．従業員の状況 

 １７年２月期 １８年２月期 
社  員（人） ４０９ ３７２ 
臨時社員（人） ９１１ ８２８ 
合  計（人） １，３２０ １，２００ 
注．社員数は期末日現在（嘱託含む） 臨時社員は期中平均雇用人数 
 
５．販売費及び一般管理費の主なもの 

１７年２月期 １８年２月期 １９年２月期予想  
金額 百分比 金額 百分比 前年比 金額 百分比 前年比 

 
売上高 

百万円 

19,701 

％ 

100.0 

百万円 

20,569 

％ 

100.0 

％ 

104.4 

百万円 

21,200 

％ 

100.0 

％ 

103.1 

売上総利益 9,772 49.6 10,759 52.3 110.1 11,550 54.5 107.4 

販管費計 10,396 52.8 10,432 50.7 100.3 10,640 50.2 102.0 

人件費計 4,576 23.2 4,264 20.7 93.2 4,404 20.8 103.3 

店舗家賃 2,393 12.1 2,420 11.8 101.2 2,465 11.6 101.9 

その他店舗経費 511 2.6 524 2.5 102.6 562 2.7 107.3 

広告宣伝費 391 2.0 453 2.2 116.0 587 2.8 129.6 

減価償却費 463 2.4 483 2.3 104.3 492 2.3 101.9 
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６．主要な財務指標 
 １７年２月期 １８年２月期 
流動比率 ４０２．６％ ３７６．２％ 
固定比率 ６１．３％ ５８．６％ 
株主資本比率 ８５．３％ ８４．２％ 
１株当たり当期純利益 △３８円３８銭 △２円３６銭 
１株当たり株主資本 ５９０円３３銭 ５８５円３３銭 

 
７．ブランド別店舗数 

 １８年２月期 １９年２月期予想 

  
出店 

 
退店 

ＢＲ 
変更 

 
期末 

 
出店 

 
退店 

ＢＲ 
変更 

 
期末 

ザジ １ ６ １ １８ ６   ２４ 
リアル リッシュ   ２ ３３ １   ３４ 
プレミア インクルージョン １  ２ １０ １   １１ 
ウィンジ １ １  ８    ８ 
イー・エー・ピー １５ ４ ２ ６９ １１ ４  ７６ 
アンラシーネ １５ ２ １ ５０ １７ ３  ６４ 
ニーナヴァーン  ２ ２ ２３    ２３ 
ザ・セノゾイック  ８ △９ ２  ２  ０ 
その他         

ブランド店舗計 ３３ ２３ １ ２１３ ３６ ９  ２４０ 
営業店舗計 ２８ ２０  １８７ ３３ ３  ２１７ 

（注）１営業店舗に複数のブランド店舗を組み合わせて出店している場合があります。 
以上 
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