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決算取締役会開催日  平成18年 4月 21日 

米国会計基準採用の有無        無 

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（百万円未満切り捨て） 

  営 業 収 益 営  業  利  益 経  常  利  益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年  2月期 125,722 △ 3.1 △ 217 - △ 52 - 

17年  2月期 129,776 △ 4.8 1,003 △ 71.3 1,236 △ 67.2
 

   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

営業収益 

経常利益率

  百万円 ％     円  銭     円  銭 ％ ％ ％

18年  2月期 321 -  13.77 - 0.9 △ 0.1 △ 0.0 

17年  2月期 △ 362 - △ 15.52 - △ 1.1    1.4  1.0 

(注) ①持分法投資損益     1８年  2月期    9百万円      17年  2月期   1  百万円 

②期中平均株式数（連結） 1８年  2月期 23,352,727 株    17年  2月期 23,353,076 株 

③会計処理の方法の変更         無 

④営業収益、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（百万円未満切り捨て） 

  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 87,843  34,622 39.4 1,482.61 

17年  2月期 87,872  33,878 38.6 1,450.70 

(注)期末発行済株式数（連結） 18年  2月期 23,352,627 株    17年  2月期  23,352,871 株 

(3)連結キャッシュ･フローの状況（百万円未満切り捨て） 

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物   

  キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期 末 残 高 

    百万円 百万円 百万円 百万円 

18年  2月期 855  △1,526 190    2,106 

17年  2月期 228  △6,776 6,186    2,577 

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

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

 連結（新規）   ２   社  （除外）  ２ 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 ） 

  営 業 収 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益

    百万円   百万円 百万円

中間期 60,000  600 100

通  期 120,000  1,300 500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）21円41銭 

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

数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関連する事項につきましては、添付資料の８ページを参照してください。なお、通期連

結業績予想は、持株会社体制への移行を含まない数値であり、連結業績予想が確定次第開示いたします。 
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１． 企業集団の状況 
 
 

当社グループは、当社（株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ）をはじめとし、子会社９社及び関連会社１社によって構成され、小売り

及び小売り周辺業務を主な内容として事業活動を展開しております。 

なお、子会社６社及び関連会社１社を連結の範囲に含めております。 

 

事業内容と、当社と子会社及び関連会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

 

事業内容等 会社名 

スポーツ・レジャー用品、住居関連用品、家電製品から

食料品まで幅広い品揃えをした「ハイパーマーケット」

を中心に、スポーツ・レジャー用品、住居関連用品、家

電製品等を取り扱う「ハイパーストア」、食料品を中心

に品揃えした「スーパーマーケット」の３業態によるチ

ェーンストア事業及びホームセンター事業 

     当     社 

靴の品揃えを中心とした小売事業 ◎ (株)ＯＳＣフットウェアー 

ゴルフ用品の品揃えを中心とした小売事業 ◎ (株)ＯＳＣゴルフワールド 

小 

売 

業 

カー用品の品揃えを中心とした小売事業 ◎ (株)エムケイカーズ 

商品の輸送・保管・荷役・宅配・工事等のサービス ○ (株)キララ  

店舗の開発及びショッピングセンターの管理・運営 ◎ (株)データプラン 

コンピューターシステムの開発・運用、販売 ◎ (株)スコア 

弁当・折詰及び惣菜等調理食品の製造・販売 ◎ (株)オー・エス・シー・フーズ 

保険代理業、自動販売機による飲料水の販売、 

遊戯場の経営 
  (株)アバンセ 

家電製品の修理等    (株)ファーストケアー 

小
売
周
辺
事
業 

不動産賃貸業    (株)オー・アール・ディ 

（注） １．会社名の前に◎印を付した会社は、連結子会社であります。 

２．会社名の前に○印を付した会社は、持分法適用の関連会社であります。 

３．前連結会計年度において連結子会社でありました㈱フレムピックについては、当社が保有する株式を100％売

却したため、また㈱ホームピックについては、平成18年２月28日付けで当社と合併し消滅会社となったため、

連結の対象から除外しております。 

    ４．㈱ＯＳＣゴルフワールドは、平成17年３月２日に当社が100％出資をして設立した会社であり、㈱エムケイカ

ーズは平成17年９月に株式を100％取得したことにより、それぞれ連結の対象に含めております。 
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当社グループの事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （株）O l y m p i c （当社） 

                                          ハイパーマーケット ・ スーパーマーケット 
                            ハイパーストアの３業態によるチェーンストア事業 

                            及びホームセンター事業 
 

店舗及び設備の賃貸 
             金銭貸付 

 

 

                      

                             

不動産賃貸 

                            その他サービス

 

                                   金銭貸付  商品供給 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              店舗不動産賃借    金銭貸付  

店舗開発業務委託 

 

                                                           

 

 

 

（注） １．会社名の前に◎印を付した会社は、連結子会社であります。 

２．会社名の前に○印を付した会社は、持分法適用の関連会社であります。 

◎（株）オー・エス・シー・フーズ 

惣菜・弁当等、製造・卸売り 

 

◎（株）データプラン 

店舗の開発、ショッピングセンターの管理・運営

 

◎（株）スコア 

コンピュータシステムの

開発・運営販売 

 

○（株）キララ 

商品の輸送等 

◎ （株）ＯＳＣゴルフワールド 

◎ （株）ＯＳＣフットウェアー 

◎ （株）エムケイカーズ 

ゴルフ用品・靴・カー用品を中心とした 

専門店的な品揃えをした小売事業 

(株）アバンセ 

（株）ファーストケアー 

(株)オー・アール・ディ 

お   客   様 
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２．経営方針 
（１）会社の経営の基本方針 

当社及びグループ企業（以下当社グループ）は「正直を売る」を基本理念として「お客様に、鮮度・

品質・価格において満足される商品を提供すること」また「お取引先、地域社会、従業員に対して信

頼される企業グループであり続けること」を経営の基本方針としております。 

当社グループはこの基本方針のもと、「より良い商品をより安く」提供しつづけることをモットー

に、お客様、株主の皆様及びお取引先の期待に応え、より豊かな社会の実現に貢献したいと考えて

おります。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 
当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様へ

安定的かつ継続的な利益還元を充実させていくことを経営の最重要課題と考えております。 
内部留保資金につきましては、新規出店及び既存店舗活性化のための設備投資並びにＭ＆Ａに投

入することで一層の事業規模の拡大と、今後予想される経営環境の変化に対応すべく経営基盤の強化

につなげ、将来における株主への利益還元に寄与してまいりたいと考えております。 

なお、当期の配当金につきましては、１５円にさせていただく予定であります。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

個人投資家の拡大及び株式の流動性向上については、経営の重要課題のひとつとして認識しており

ます。当社は既に平成11年7月に、売買単位を1,000株から100株に引き下げておりますが、今後とも

引き続き株式の流動性を高め、広く投資家の皆様に当社株式への投資をしていただける環境を整備す

べく、積極的に取組んでまいります。 

 

（４）目標とする経営指標 

当社グループは、数年後を目処に営業収益3,000億円を達成することを目標としております。また、

規模の拡大と併せて、より一層重視する項目として収益力の向上を目指しており、経常利益率５％を

実現することを目標としております。 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

当社をとりまく経営環境が非常に厳しい中にあって、以下の戦略を継続し事業拡大・収益力アップ

を図ってまいります。 

 

① １都３県でのドミナント化によるシェアーの拡大 

当社グループは、１都３県（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）を中心に出店を行ってまいりま

す。これは、購買力の高い地域に経営資源を集中させ効率的な商品供給体制を作る事により、お客様

に、他社と差別化できる、より低コストで良い商品を提供できる体制を確立し、シェアーの拡大を図

るためです。 

 

② ローコストオペレーションとキャッシュ・フロー重視 

ローコスト運営を徹底させるために、費用対効果を第1義に考え、投資・経費の適正配分を実施し

ていきます。併せて、在庫日数の短縮とロス率の改善を図り、収益力アップと共に、キャッシュ・フ

ローを重視した運営を行ってまいります。 

 

③ 専門店を指向した業態戦略 

業態といたしましては、当社におけるハイパーマーケット・ハイパーストア・スーパーマーケット、

及びホームセンター事業の4業態に加え、新規に、当社、ハイパーマーケット店内で、家電専門店（家

電満載館）事業、（株）ＯＳＣゴルフワールドの運営によるゴルフ専門店事業、（株）エムケイカー

ズによるカー用品専門店事業の営業を行ってまいりました。これらの新規業態により、より高度化す

るお客様のニーズに応え、各店舗の収益力と集客力の向上を図っております。 
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④ グループの効率的運営と業容拡大施策 

当社は、継続的なグループ利益の確保とグループ運営の効率化を図るため、グループ再編に着手し

ております。平成18年2月28日をもって、（株）ホームピックを吸収合併いたしました。また、平成

18年9月1日（予定）をもって持株会社制へ移行を計画しております。 

先ずは、前記した家電専門店事業を平成18年5月1日に簡易新設分割を行い、新設子会社に事業を承

継いたします。 

今後は、安定した収益確保を目指し、業容拡大のため既存店の改装・新規出店を行うと共に、持株

会社制の利点を活かし、有効なＭ＆Ａも活用してまいります。 

 

（６）会社が対処すべき課題 

当社グループが対処すべき課題といたしましては、営業力の強化、経営効率の更なる改善、利益を

生み出すことが出来る人材の育成であると考えております。 

営業力の更なる強化につきましては、前記した専門店事業に加え、既存の４業態においてもより専

門的で肌理細かい、品揃え・サービス・情報発信をお客様に提供し、お客様の多様化するニーズに応

える事により実現を図ってまいります。併せて、快適な環境でお客様に買い物がしていただけるよう、

店舗施設の充実を行ってまいります。 

経営効率の改善につきましては、前記した持株会社制度を活用し、グループ内の各社をまたがった

経営資源の有効活用を迅速に行ってまいります。個々の店舗に付きましても、前記した専門店事業を

活用しながら営業効率の改善を図ってまいります。 

人材育成については、新人事制度を導入し、各従業員の職責と評価が明確になるようにする事によ

り、自らを磨き努力する事が評価に直結するような体制を作ります。特に、パート従業員を店舗オペ

レーションの中核に位置付け評価する体制を構築する事により、売り場に活気を持たせるよう努めて

まいります。 

 

 

（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 

コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められるなか、当社では企業価値の最大

化を図る観点から経営判断の迅速化、経営の効率化を進めるとともに、経営の透明性の観点から

経営チェック機能の充実ならびに適時適切な情報開示を重要課題としております。今後も企業競

争力の強化を図るとともに、経営に公正さを高めるため積極的かつ迅速な情報開示に努めてまい

ります。 

 

② 持株会社体制移行後のコーポレート・ガバナンスの基本的な方針 

前記したように、当社グループは、平成１８年９月１日をもって持株会社制への移行を予定し

ておりますが、移行後も持株会社については、当社が実施しているコーポレート・ガバナンス体制

を継続してまいります。各子会社については、統制を継続的に実践していくため、役員構成、子会

社の権限範囲の明確化、会議体の体系化等をはかり、各社の事業特性を踏まえた上で最適な方針を

固めて、一貫したコーポレート・ガバナンスが実施できるようにしてまいります。 
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③ コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

（当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コーポレート・ガバナンス体制の

状況） 

【組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              顧問弁護士 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
当社は、公正で透明性の高い経営を実現するために、重要な業務執行に関する意思決定機関であ

り、代表取締役及び業務担当取締役の業務執行に関する監督機関である取締役会を毎月１回以上開

催しております。また、３名の監査役（定時株主総会後 1 名増員し、4 名の監査役体制とし、うち
２名が社外監査役）が、取締役会の業務執行の状況を客観的な立場から監査をするとともに、年５

回定例の監査役会を開催しております。すなわち、監査役会の監査計画に基づき取締役会に出席す

るほか、監査役会独自に店舗監査を行うなど、取締役の業務執行状況および業務全般にわたるモニ

タリングは綿密になされており、経営監視は有効に機能しております。 
また、顧問弁護士と顧問契約を結び、経営上法律問題が生じた場合には、随時確認をとりアドバ

イスを受ける体制をとっております。会計監査人は監査法人トーマツに依頼しております。 

 

（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利害関係の概

要） 

 

当社では社外取締役を選任しておりません。また、社外監査役の２名は当社及び当社グループ出

身ではありません。なお、社外監査役と当社との取引等の利害関係はありません。 
 

（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最近１年間における実施状況） 

当社では株主、投資家の皆様に対して積極的かつ迅速なIR活動を進めており、当社ホームページ

（http://www.olympic-corp.co.jp/）において、財務諸表をはじめ、月次の売上高、客数、単価な

どの幅広い情報開示に努めております。 

 

 

株主総会 

監査役会 

監査役 

取締役会 

取締役 

選任・解任 選任・解任 

代表取締役 

管理本部 営業本部 

監査室 

選任・解任 

会計監査人

(監査法人)
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３. 経営成績及び財政状態 
 (1)当期の概況 

① 当期の経過 

当期におけるわが国経済は、景気回復感に後押しされ、国内生産および輸出ともに増加を続け、

企業の設備投資も活発化し、企業収益や雇用所得の穏やかな増加を背景に、国内民間需要も改善傾

向が出てまいりました。 

一方、小売業界におきましては、厳冬という季節要因もあり昨年末以降は明るい兆しが出てきた

ものの、１年を通してみると厳しい状況が続きました。 

このような環境において、当社といたしましては「お客様第一主義」の方針のもと、鮮度・品質・

価値にこだわって商品をより安く、お客様に提供するとともにお客様が快適に買い物ができる環境

整備に努めてまいりました。 

新規出店といたしましては、ハイパーマーケットとして平成17年9月に下丸子店(東京都大田区)、

10月に武蔵浦和店(埼玉県さいたま市)、スーパーマーケットとして6月に田無店(東京都西東京市)

をそれぞれオープンいたしました。加えて既存店舗の活性化のために、瑞穂店、東戸塚店にグルー

プ会社運営による専門店導入を含めた大幅な改装を実施し、蒲田店におきましてはスーパーマーケ

ットからハイパーストアへの業態転換を実施いたしました。 

さらに、経営資源の効率化を図るため、7月に千葉長沼店及び希望が丘店、10月に草加松原店を閉

鎖いたしました。 

連結子会社においては、店舗の活性化を図るため当社の靴部門、一部店舗のゴルフ部門と家電部

門を拡大し子会社の運営に任せ、お客様への最高水準のサービスとより専門性の高い商品群を取り

揃えた展開を行ってまいりました。靴事業の営業収益は49億13百万円、また３店舗で展開をしてお

りますゴルフ専門事業の営業収益は５億66百万円、４店舗で展開しております家電事業の営業収益

は26億75百万円でありました。 

いずれの事業も連結子会社の運営によるもので、当社の店舗内での小売事業という位置付けであ

ります。また、ホームセンター事業を展開しておりました㈱ホームピックは平成18年２月28日をも

ちまして当社と合併したため消滅いたしました。なお、ホームセンター事業の営業収益は159億22

百万円でありました。 

なお、家電事業の「家電満載館」の運営は㈱データプランから㈱ホームピックへ移行しており、

当社と㈱ホームピックが合併したため、現在は当社の運営となっております。 

なお、㈱OSCゴルフワールドは当連結会計年度において新たに設立したため、また㈱エムケイカー

ズは当連結会計年度において株式を100％取得したことにより、それぞれ当連結会計年度より連結の

範囲に加えたものであります。 

なお、その他の子会社につきましては、「１．企業集団の状況」に記載のとおり、小売周辺事業

として当社グループを補完・支援する位置付けとなっており、それらの子会社から企業集団外への

役務提供･販売はごく僅かであります。 

また、連結子会社でありました㈱フレムピックは平成17年８月に当社が保有するすべての株式を

売却したため、当連結会計年度より連結の対象から除外し、子会社株式売却益４億35百万円を特別

利益に計上しております。 

さらに、資産の効率化と財務体質の向上を図るため、一部の営業収益悪化店舗を閉鎖し、また保

有する固定資産および投資有価証券の一部を売却したため、固定資産除・売却損として４億15百万

円を特別損失へ、固定資産売却益として５億33百万円、投資有価証券売却益として４億13百万円を

特別利益へそれぞれ計上しております。なお、当連結会計年度での減損会計の早期適用はしており

ません。 

 

② 業 績 

（連 結） 

    以上の結果、当連結会計年度の経営成績は、営業収益1,257億22百万円（前年比3.1％減）、営業

損失△2億17百万円、経常損失52百万円、当期純利益3億21百万円（前期は3億62百万円の当期純損失）

となりました。 
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（当 社） 

当社における当事業年度の経営成績は、営業収益1,009億79百万円（前年比9.4％減）、営業利益2

億97百万円（前年比67.4％減）、経常利益４億68百万円（前年比57.3％減）となりました。 

これは、経費についてはパート化の推進、広告の見直し、不採算店舗の閉鎖などの経費削減政策

により、前年比5.3％減と15億66百万円のコストダウンを実現できましたが、営業収益の下落を補う

までには至らなかったためであります。 

また、固定資産売却益を5億33百万円計上し、店舗閉鎖等による固定資産除・売却損を3億75百万

円計上しました結果、当期純利益は1億67百万円（前期は1億76百万円の当期純損失）となりました。 

 

 (2)来期の見通し 

① 来期の見通し 

来期につきましては、景気回復感の兆しもあり、国内民間需要が改善する傾向であると思われま

すが、小売業界におけるオーバーストア状況に変化はなく、引き続き厳しい状況が続くものと思わ

れます。 

このような環境の中、当社グループといたしましては、ローコスト運営を徹底させ、業態もさら

に専門店化を指向し、売上を伸ばし効率を高めてまいります。 

また、平成18年9月1日(予定)の持株会社体制への移行を行い、事業の再編を推進しグループ利益

の確保とグループ運営の効率化をはかってまいります。 

なお、来期から減損会計の適用となりますが、減損損失の見込額は業績見通しに含めております。 

 

② 業績見通し 

以上の結果、来期の連結経営成績は、営業収益1,200億円（前期比4.6％減）、営業利益15億円、

経常利益13億円、当期純利益5億円（前期比55.7％増）を予想しております。 

 

(３)財政状態 

①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（以下｢資金｣という）は、21億6百万円と前連結会計

年度末に比べ4億71百万円の減少となりました。   

 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は、前期末より６億26百万円増の８億55百万円となりました。これ

は、税金等調整前当期純利益７億17百万円、減価償却費16億99百万円を計上したことに加え、たな

卸資産が７億88百万円増加したこと、固定資産売却益５億33百万円及び子会社株式売却益４億35百

万円を計上したこと等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 

投資活動の結果使用した資金は、前期末より52億49百万円減の15億26百万円となりました。これ

は新店の開設及び既存店の改装に伴う設備投資等による有形固定資産の取得のための支出が22億

88百万円あったこと、貸付けによる支出が10億58百万円あった反面、差入敷金等の回収による収入

が18億51百万円あったこと等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 

財務活動の結果得られた資金は、1億90百万円となりました。 

これは主に短期借入れによる収入及び長期借入金の返済による支出並びに配当金の支払いを行

ったことを反映したものであります。 
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② 当グループのキャッシュ・フロー指標は、次のとおりであります。 

 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（％） 41.3 38.6 39.4 

時価ベースの株主資本比率（％） 38.3 31.6 25.2 

債務償還年数（年） 7.3 160.3 43.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 16.2 1.0 3.1 

（注）１．株主資本比率 ： 株主資本／総資産 

２．時価ベースの株主資本比率 ： 株主時価総額／総資産 

３．債務償還年数 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

４．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 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値によって算出しております。 

※ 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、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されている負債のうち利子を支払

っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、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。 
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４． 連結財務諸表 
連結貸借対照表 

   
 

（単位：千円、 千円未満切り捨て） 

前連結会計年度 当連結会計年度 前期比 

（平成17年2月28日現在） （平成18年2月28日現在） 増減 

期別 

           

科目 金額 構成比 金額 構成比 金額 

   ％  ％ 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金 ※３  2,862,473 2,431,349  

２．売掛金   214,273 289,337  

３．営業外受取手形   － 1,072,100  

４．たな卸資産   11,057,419 11,866,798  

５．繰延税金資産   471,067 304,948  

６．その他   1,573,597 1,605,939  

流動資産合計   16,178,831 18.4 17,570,473 20.0 1,391,641

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産      

(1)建物及び構築物 ※1・3  9,122,040 8,739,401  

(2)機械装置及び運搬具 ※１  651,588 602,979  

(3)土地 ※３  13,187,359 12,251,969   

(4)建設仮勘定   17,400 2,899   

(5)その他 ※１  1,697,122 1,739,861  

有形固定資産合計   24,675,511 28.1 23,337,111 26.6 △1,338,400

２．無形固定資産      

(1)連結調整勘定   708,948 570,187  

(2)その他   1,656,191 1,554,262  

無形固定資産合計   2,365,139 2.7 2,124,450 2.4   △240,689

３．投資その他の資産      

(1)投資有価証券 ※2・3  4,735,986 5,841,543  

(2)長期貸付金   3,340,899 4,490,396  

(3)差入敷金 ※３  8,867,646 9,415,310  

(4)差入保証金 ※３  25,887,144 23,385,393  

(5)繰延税金資産   242,280 72,235  

(6)その他   1,578,863 1,607,052  

投資その他の資産合計   44,652,822 50.8 44,811,932 51.0 159,109

固定資産合計   71,693,474 81.6 70,273,494 80.0 △1,419,979

資産合計   87,872,305 100.0 87,843,968 100.0 △28,337
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前連結会計年度 当連結会計年度 前期比 

（平成17年2月28日現在） （平成18年2月28日現在） 増減 

期別 

           

科目 金額 構成比 金額 構成比 金額 

（負債の部）   ％  ％   

Ⅰ 流動負債      

１．買掛金   10,039,244 9,850,225  

２．短期借入金 ※３  36,073,359 36,424,829  

３．未払法人税等   207,949 249,754  

４．未払消費税等   59,170 256,653  

５．賞与引当金   330,608 266,741  

６．その他   3,194,257 2,535,654  

流動負債合計   49,904,588 56.8 49,583,858 56.5 △320,729

Ⅱ 固定負債      

１．長期借入金 ※３  560,000 320,000  

２．繰延税金負債   372,116 709,121  

３．退職給付引当金   111,810 104,402  

４．その他   3,045,708 2,503,705  

固定負債合計   4,089,635 4.6 3,637,229 4.1 △452,405

負債合計   53,994,224 61.4 53,221,088 60.6 △773,135

      

（資本の部）      

Ⅰ 資本金 ※４  9,946,386 11.3 9,946,386 11.3 

Ⅱ 資本剰余金   9,829,566 11.2 9,829,566 11.2 

Ⅲ 利益剰余金   12,408,741 14.1 12,380,052 14.1 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  1,695,331 2.0 2,469,102 2.8 

Ⅴ 自己株式 ※５  △1,945 △0.0 △2,228 △0.0 

資本合計   33,878,080 38.6 34,622,879 39.4 744,798

負債・資本合計   87,872,305 100.0 87,843,968 100.0 △28,337
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連結損益計算書                             （単位：千円、 千円未満切り捨て） 

前連結会計年度 当連結会計年度 前期比 

（自 平成16年３月１日      

至 平成17年２月28日） 

（自 平成17年３月１日      

至 平成18年２月28日） 
増減 

期別 

          

科目 
金額 百分比 金額 百分比 金額 

  ％  ％ 

Ⅰ 売上高   124,765,675 100.0  121,203,049 100.0 △3,562,626

Ⅱ 売上原価   93,595,272 75.0  90,500,755 74.7 △3,094,516

売上総利益   31,170,403 25.0  30,702,293 25.3 △468,109

Ⅲ 営業収入   5,011,007 4.0  4,519,222 3.7 △491,784

営業総利益   36,181,410 29.0  35,221,516 29.1 △959,894

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※１  35,177,775 28.2  35,438,722 29.2 260,946

営業利益又は営業損
失（△） 

  1,003,634 0.8  △217,206 △0.2 △1,220,841

Ⅴ 営業外収益       

１．受取利息  129,399   143,564    

２．受取配当金  30,767   32,779    

３．債務受入益  275,701   197,585    

４．持分法による投資利益  1,353   9,032    

５．その他  43,947  481,168 0.4 73,378 456,340 0.4 △24,828

Ⅵ 営業外費用        

１．支払利息  242,303   281,520    

２．その他  6,062  248,365 0.2 10,371 291,892 0.2 43,526

経常利益又は経常損
失（△） 

  1,236,438 1.0  △52,758 △0.0 △1,289,196

Ⅶ 特別利益       

１．固定資産売却益 ※２ 897   533,601    

２．投資有価証券売却益  －   413,387    

３．前期損益修正益  8,055  －   

４．子会社株式売却益  －  435,714   

５．過年度消費税還付金  －  37,356   

６．不動産仲介特別報酬  －  70,050   

７．持分変動差益  －  8,952 0.0 2,000 1,492,109 1.2 1,483,157

Ⅷ 特別損失     

１．固定資産除・売却損 ※３ 268,975 415,817   

２．投資有価証券評価損  112,400 －    

３．本部移転損失   18,934 －    

４．店舗閉鎖損失   137,339 39,418    

５．賃貸借契約等解約損  7,734 90,007    

６. 消費税等の附帯税額等  33,703 37,806    

７. 厚生年金基金解散損  53,960 －   

８．損害賠償和解金  18,000 －   

９．前期損益修正損  －  79,167   

10．ソフトウェア評価損  －  651,049 0.5 59,220 721,437 0.6 70,388
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前連結会計年度 当連結会計年度 前期比 

（自 平成16年３月１日      

至 平成17年２月28日） 

（自 平成17年３月１日      

至 平成18年２月28日） 
増減 

期別 

          

科目 
金額 百分比 金額 百分比 金額 

   税金等調整前当期純利 

益 
   594,341 0.5 717,913 0.6 123,571

   法人税、住民税及び事業

税 
  280,390   126,824   

    法人税等追徴税額  360,446   44,346   

還付法人税等  －   △22,949   

過年度法人税等戻入額  －   △44,031   

   法人税等調整額   315,971   956,808 0.8 292,118 396,309 0.3 △560,499

   当期純利益又は 

   当期純損失（△） 
   △362,466 △0.3  321,604 0.3 684,071

 

 

連結剰余金計算書                             （単位：千円、 千円未満切り捨て） 

期別 

          

科目 

前連結会計年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   9,829,566  9,829,566 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   9,829,566  9,829,566 

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   13,707,449  12,408,741 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

  １．当期純利益  － － 321,604 321,604 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．当期純損失  362,466  － - 

  ２．配当金  817,363  350,293  

  ３．役員賞与金  30,000  －  

   （うち監査役賞与金）  (   －)  (   －)  

４．連結子会社増加に伴う減
少高 

 88,877 1,298,707 － 350,293 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   12,408,741  12,380,052 
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連結キャッシュ・フロー計算書                   （単位：千円、 千円未満切り捨て） 

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） 

期別 

          

科目 
金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税金等調整前当期純利益  594,341 717,913 

減価償却費 ※１ 1,702,625 1,699,641 

連結調整勘定償却額  141,789 141,949 

退職給付引当金の増減額
（減少：△） 

 16,072 △7,408 

賞与引当金の減少額  △17,337 △61,762 

持分法による投資利益  △1,353 △9,032 

受取利息及び受取配当金  △160,166 △176,343 

支払利息  242,303 281,520 

投資有価証券売却益  － △413,387 

投資有価証券評価損  112,400 － 

子会社株式売却益  － △435,714 

固定資産売却益  △897 △533,601 

固定資産除・売却損  268,975 415,817 

前期損益修正損  － 79,167 

売掛金の増減額 
（増加：△） 

 166,552 △72,970 

たな卸資産の増加額  △853,575 △788,999 

買掛金の減少額  △1,993,654 △130,761 

未払金の減少額  △516,117 △495,274 

役員賞与の支払額  △26,240 － 

その他  1,401,047 1,045,626 

小計  1,076,765 1,256,380 

利息及び配当金の受取額  81,905 84,179 

利息の支払額  △233,708 △280,761 

法人税等の支払額  △696,476 △204,420 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 228,485 855,377 
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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） 

期別 

           

科目 金額 金額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

定期預金の預入れによ
る支出 

 △119,200 △110,200 

定期預金の払戻しによ
る収入 

 258,000 85,500 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △7,384,393 △2,288,429 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 31,687 956,624 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △10,000 － 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 － 461,684 

連結範囲の変更を伴う
子会社株式の取得によ
る支出 

 － △18,838 

連結範囲の変更を伴う
子会社株式の売却によ
る減少額 

 － △69,820 

貸付けによる支出  － △1,058,727 

貸付金の回収による収
入 

 93,000 170,000 

敷金等の差入れによる
支出 

 △115,968 △882,388 

差入敷金等の回収によ
る収入 

 750,424 1,851,479 

その他  △279,769 △623,477 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △6,776,219 △1,526,593 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

短期借入金の増加額  6,509,359 980,470 

長期借入れによる収入  800,000 － 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △305,000 △439,000 

自己株式の取得による
支出 

 △477 △283 

配当金の支払額  △816,968 △350,995 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 6,186,913 190,191 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減
少額 

 △360,820 △481,024 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 2,833,459 2,577,373 

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額 

 104,734 10,000 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※２ 2,577,373 2,106,349 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数   ６社 (1) 連結子会社の数   ６社 

 連結子会社名は「１ 企業集団の状況」
に記載のとおりであります。 

連結子会社名は「１ 企業集団の状況」
に記載のとおりであります。 

 なお、当連結会計年度より㈱フレムピ
ックは重要性が増したため、また、㈱Ｏ
ＳＣフットウェアーにつきましては平成
17年２月に設立したため連結の範囲に加
えております。 

なお、前連結会計年度において連結
子会社でありました㈱フレムピックに
つきましては平成17年８月に当社が保
有するすべての株式を売却したため、
連結の範囲から除外しました。また㈱
ホームピックにつきましては平成18年
２月に当社と合併したため、消滅会社
となりました。なお、それぞれ保有期
間の損益については、連結損益計算書
に含まれております。 
また、㈱ＯＳＣゴルフワールドについ
ては、平成17年３月に設立したため、㈱
エムケイカーズについては、平成17年９
月に当社が100％株式を取得したため、そ
れぞれ連結の範囲に加えております。 

 (2) 非連結子会社の名称等  (2) 非連結子会社の名称等   

 

㈱ファーストケアー 

㈱アバンセ 

㈱オー・アール・ディ 

㈱ファーストケアー 

㈱アバンセ 

㈱オー・アール・ディ 

 （連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） 

   非連結子会社はいずれも小規模であ
り、合計の総資産、売上高、当期純損益
（持分に見合う額）及び利益剰余金（持
分に見合う額）等が、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
であります。 

同 左 

２．持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の関連会社  (1) 持分法適用の関連会社 

 ㈱キララ 同 左 

 (2) 持分法を適用していない非連結子会

社 

(2) 持分法を適用していない非連結子会

社 

 ㈱ファーストケアー 他 ２社 ㈱ファーストケアー 他 ２社 

 (3) 持分法を適用していない非連結子会

社について持分法を適用していない

理由 

(3) 持分法を適用していない非連結子会

社について持分法を適用していない

理由 

 上記の非連結子会社は、それぞれ当
期純損益（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り、か
つ、全体としても重要性がないため、
持分法の適用範囲から除外しており
ます。 

同 左 

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

すべての連結子会社の決算日は、
連結決算日と一致しております。 
 

同 左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

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)重要な資産の評価基準及び評価方法

 ①有価証券 ①有価証券 

 その他有価証券 同 左 

 時価のあるもの  

 連結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） 

 

 時価のないもの  

 移動平均法による原価法  

 ②たな卸資産 ②たな卸資産 

 生鮮食品及びデリカテッセン等 同 左 

 最終仕入原価法による原価法  

 店舗在庫商品  

 売価還元法による原価法  

 センター在庫商品  

 先入先出法による原価法  

 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

(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 ①有形固定資産 

 定率法 同 左 

 ただし、平成10年４月１日以降に
取得した建物（附属設備は除く）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。 

建物及び構築物     10～50年

機械装置及び運搬具    6～17年

 

 ②無形固定資産 ②無形固定資産 

 営業権 ソフトウェア 

 ５年間均等償却  社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法 

 ソフトウェア  

  社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法 

 

 ③長期前払費用 ③長期前払費用 

 定額法 同 左 

 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に
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 

 従業員に対して支給する賞与の支
出に充てるため、支給見込額に基づ
き計上しております。 

同 左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 ③退職給付引当金 ③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、
当連結会計年度末における退職給付
債務に基づき計上しております。こ
の対象者は、退職給付制度を改定し
た日の前日である平成16年1月31日
時点で満50歳以上、かつ前払退職金
又は確定拠出年金を選択しなかった
従業員であります。 

同 左 

 (4)重要なリース取引の処理方法 (4)重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっております。 

同 左 

 (5)その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

(5)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 同 左 

    税抜方式によっております。  

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価に
ついては、全面時価評価法を採用して
おります。 

同 左 

６．連結調整勘定の償却に関す

る事項 

10年間の均等償却を行っております。 同 左 

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
益処分について連結会計年度中に確定
した利益処分に基づいて作成しており
ます。 

同 左 

８．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 

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。 

同 左 
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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 有形固定資産の減価償却累計額は17,576,585千円

であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は18,212,092千円

であります。 

※２ 非連結子会社及び関連会社に係る注記 ※２ 非連結子会社及び関連会社に係る注記 

非連結子会社及び関連会社に対するものは、以下

のとおりであります。 

非連結子会社及び関連会社に対するものは、以下

のとおりであります。 
 

投資有価証券 429,967千円
  

 
投資有価証券 438,999千円

  
※３ 担保資産及び担保付債務 ※３ 担保資産及び担保付債務 

(１)商品仕入代金の担保に供している資産 (１)商品仕入代金の担保に供している資産 
 
 投資有価証券 28,801千円

  

 
投資有価証券 33,537千円

  
 (２)借入金の担保に供している資産及び対応する債務 
 

 (２)借入金の担保に供している資産及び対応する債務 
 

   （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 70,000千円

建物及び構築物 2,550,601千円

土地 7,803,843千円

投資有価証券 1,002,796千円

差入敷金 60,854千円

差入保証金 166,996千円

計 11,655,092千円
  

 
現金及び預金 70,000千円

建物及び構築物 3,117,428千円

土地 8,806,848千円

投資有価証券 2,998,419千円

差入敷金 60,854千円

差入保証金 121,242千円

計 15,174,792千円
  

（担保付債務） （担保付債務） 
 

短期借入金 29,209,359千円

長期借入金 5,974,000千円

（１年内返済予定 
長期借入金を含む） 

計 35,183,359千円
  

 
短期借入金 34,387,313千円

長期借入金 560,000千円

（１年内返済予定 
長期借入金を含む） 

計 34,947,313千円
  

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式23,354千株で

あります。 

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式23,354千株で

あります。 

※５ 連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式 

1,352株であります。 

※５ 連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式 

1,596株であります。 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 
 

広告宣伝費 2,798,256千円

給料手当 12,997,757千円

賞与引当金繰入額 320,655千円

退職給付費用 386,467千円

不動産賃借料 9,138,188千円

減価償却費 1,350,664千円

 
  

 
広告宣伝費 2,555,946千円

給料手当 13,363,229千円

賞与引当金繰入額 262,600千円

退職給付費用 363,351千円

不動産賃借料 8,923,978千円

減価償却費 1,456,850千円

 
  

※２ 固定資産売却益の主な内訳は以下のとおりであ

ります。 

建物及び構築物 131千円

機械装置及び運搬具 508千円

その他 257千円

計 897千円
 

※２ 固定資産売却益は、建物の売却によるものであり

ます。 

 

 

 

 
 

※３ 固定資産除・売却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

※３ 固定資産除・売却損の内訳は次のとおりでありま

す。 
 

建物及び構築物 159,969千円

機械装置及び運搬具 13,694千円

土地 18,671千円

有形固定資産その他 75,570千円

無形固定資産その他 1,069千円

計 268,975千円
  

 
建物及び構築物 290,513千円

機械装置及び運搬具 39,816千円

土地 8,800千円

有形固定資産その他 76,686千円

計 415,817千円
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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．減価償却費と連結損益計算書の注記に掲記されて

いる科目の金額との関係 

※１．減価償却費と連結損益計算書の注記に掲記されて

いる科目の金額との関係 

売上原価 59,708千円
 

売上原価 52,815千円
 

販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 
 

減価償却費 1,350,664千円

その他（ソフトウェア等の
償却費） 

292,252千円

減価償却費 1,702,625千円
  

 
減価償却費 1,456,850千円

その他（ソフトウェア等の
償却費） 

189,110千円

  

   営業外費用 

 その他 864千円

減価償却費 1,699,641千円
 

※２．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 

※２．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年２月28日現在） （平成18年２月28日現在）
 

現金及び預金勘定 2,862,473千円

預入期間が３か月を超える
定期預金 

△285,100千円

現金及び現金同等物の期末
残高 

2,577,373千円

 

 
現金及び預金勘定 2,431,349千円

預入期間が３か月を超える
定期預金 

△325,000千円

現金及び現金同等物の期末
残高 

2,106,349千円

 
 

３．当連結会計年度に株式の売却により連結子会社で

なくなった会社の資産及び負債の主な内訳 
 

   株式の売却により、㈱フレムピ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容

は次のとおりであります。 
  

流動資産 109,554千円 

（うち現金及び預金） (75,820千円)

投資その他の資産 39,078千円 

（うち差入敷金） (34,023千円)

資産合計 148,633千円

 

流動負債 △548,347千円 

（うち短期借入金） (△455,000千円)

固定負債 △30,000千円 

（預り保証金） (△30,000千円)

負債合計 △578,347千円 
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（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

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）

 種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額
（千円） 

差額（千円）
取得原価 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額（千円）

(1）株式 604,232 2,776,824 2,172,592 529,137 3,903,687 3,374.549

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

連結貸借対
照表計上額
が取得原価
を超えるも
の 

小計 604,232 2,776,824 2,172,592 529,137 3,903,687 3,374,549

(1）株式 490,286 432,666 △57,619 526,184 410,174 △116,009

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

連結貸借対
照表計上額
が取得原価
を超えない
もの 

小計 490,286 432,666 △57,619 526,184 410,174 △116,009

合計 1,094,518 3,209,491 2,114,972 1,055,321 4,313,862 3,258,540

 

２ 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

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） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

売却額（千円）
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

－ － － 461,684 413,387 －

 

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 

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）
種類 

連結貸借対照表計上額（千円） 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） 

1,096,527 1,088,681 
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（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全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

同 上 

 

（退職給付関係） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

      当社及び連結子会社の退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、従業員が前払退職金又は確定拠出年金を選択する確定拠出型の制度を設

けております。 

なお、平成16年1月31日時点で満50歳以上、かつ前払退職金又は確定拠出年金を選択しなかった

従業員を対象に、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。 

 

２ 退職給付債務及びその内訳 

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） 

 退職給付債務  （千円） △111,810   退職給付債務  （千円） △104,402  

 退職給付引当金 （千円） △111,810   退職給付引当金 （千円） △104,402  

       

 

３ 退職給付費用の内訳 

 
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)勤務費用（千円） 10,142 14,389 

(2)確定拠出年金掛金の計上(千円) 267,360 257,686 

(3)前払退職金の計上（千円） 111,486 93,122 

(4)退職給付費用（千円） 388,989 365,198 

(5)厚生年金基金解散損（千円） 53,960 ― 

計 442,950 365,198 

         



 

 

   24

（セグメント情報） 

（１）事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成16年３月１日 至平成17年２月28日）及び当連結会計年度（自平成17年３月１日 

至平成18年２月28日） 

 小売り事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメ

ント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも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。 

 

（２）所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成16年３月１日 至平成17年２月28日）及び当連結会計年度（自平成17年３月１日 

至平成18年２月28日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも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。 

 

（３）海外売上高 

前連結会計年度（自平成16年３月１日 至平成17年２月28日）及び当連結会計年度（自平成17年３月１日 

至平成18年２月28日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

（関連当事者との取引） 

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
（千円） 

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 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員及びその近
親者が議決権の
過半数を所有し
ている会社等 

㈱ヘルス
ケア・ジ
ャパン 

東京都 
港区 

 299,000 

有料老人
ホームの
管理、運
営等 

－ 
役員 
２名 

当社店舗
の賃借 

当社店舗
の賃借 

 77,341 
前払費用 
差入敷金 

6,767
292,960

役員及びその近
親者が議決権の
過半数を所有し
ている会社等 

㈱ミスタ
ークリー
ン 

東京都武
蔵野市 

 200,000 
不動産管
理業 

－ 
役員 
１名 

当社駐車
場の管理

当社店舗
の清掃・警
備・保守

563,177 
前払費用 
差入敷金 
未払金 

36
100

50,466

役員及びその近
親者が議決権の
過半数を所有し
ている会社等 

㈱山金 
東京都 
小金井市 

 10,000 倉庫業 － 
役員 
１名 

当社店
舗・駐車
場等の賃
借 

当社店
舗・駐車場
等の賃借

243,870 

前払費用 
差入敷金 
差入保証金 
未払金 

20,700
544,143
1,383,372

947

役員及びその近
親者が議決権の
過半数を所有し
ている会社等 

㈱泰利 
東京都 
小平市 

10,000 
不動産管
理業 

－ 
役員 
２名 

当社社員
寮の賃借

当社社員
寮の賃借

23,052 
前払費用 
差入敷金 

1,921
115,000

役員及びその近
親者が議決権の
過半数を所有し
ている会社等 

㈱ビコー 
東京都 
杉並区 

50,000 
印刷物製
造販売 

－ － 
広告・社
内報の印
刷、製本

広告・社内
報の印刷、
製本 

209,843 未払金 18,600

役員及びその近
親者が議決権の
過半数を所有し
ている会社等 

㈱オー・
アール・
ディ 

東京都 
杉並区 

30,000 
不動産管
理業 

－ － 

当社店
舗・駐車
場及び店
舗設備等
の賃借並
びに金銭
の貸付け

店舗・駐車
場及び店
舗設備等
の賃借 
売上高 
貸付利息

2,817,063 
 

32,220 
80,181 

 

前払費用 
差入敷金 
差入保証金 
長期貸付金 
長期前払費
用 
未払金 
 

153,500
1,739,376
4,302,566
3,421,081
908,140

19,595

役員及びその近
親者が議決権の
過半数を所有し
ている会社等 

㈱エスプ
リ 

東京都 
武蔵村山
市 

10,000 倉庫業 8.56 
役員 
１名 

不動産売
買受託 

売上高 42,950 未収金 9,030

（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等  

賃料の決定は、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。 

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含めております。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 
１株当たり純資産額 1,450円70銭

１株当たり当期純損失金額 15円52銭
  

 
１株当たり純資産額 1,482円61銭

１株当たり当期純利益金額 13円77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であり、また、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。 

 
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

当期純利益又は純損失（純損失は△）(千円)  △ 362,466 321,604 

普通株主に帰属しない金額     (千円) － － 

普通株式に係る当期純利益     (千円) △ 362,466 321,604 

期中平均株式数          (千株) 23,353 23,352 
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５． 販売の状況 
① 業態別売上高 

 当連結会計年度の販売実績を業態別に示すと、次のとおりであります。 

業態種類の名称 売上高（千円） 構成比(％) 前期比(％) 

ハイパーマーケット 82,501,528 68.1 95.9 

ハイパーストア 13,170,815 10.9 103.0 

スーパーマーケット 8,215,178 6.8 95.7 

ホームセンター 15,196,538 12.5 97.3 

その他 2,118,988 1.7 121.3 

合計 121,203,049 100.0 97.1 

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

② 当社（㈱Ｏｌｙｍｐｉｃ）の売上高 

 当社（㈱Ｏｌｙｍｐｉｃ）の売上高は、当社グループにおいて79.4％を占めております。 

当期における、当社の販売実績を商品別に示すと、次のとおりであります。 

商品種類の名称 売上高（千円） 構成比(％) 前期比(％) 

スポーツ・レジャー 8,853,055 9.2 90.8 

カルチャー 6,516,064 6.8 56.2 

ホビー 9,713,370 10.1 91.9 

家庭雑貨 13,532,053 14.1 95.3 

家電製品 7,953,611 8.3 91.0 

衣料品 3,922,093 4.1 103.5 

一般食品 30,566,869 31.7 94.1 

生鮮食品 14,748,512 15.3 95.6 

その他 416,610 0.4 105.2 

合計 96,222,241 100.0 90.0 

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．平成18年２月28日付で合併した㈱ホームピックの合併後の売上高は、その他に含めて表示しております。 

 

 

 

 

 

 

 


