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平成１８年２月期   決算短信（非連結） 平成18年４月26日 

会 社 名 株式会社 きょくとう          上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 

コ ード番 号 2300                  本社所在都道府県 福岡県 

（ＵＲＬ http://www.cl-kyokuto.co.jp） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 牧平 年廣 
問い合わせ先  責任者役職名 常務取締役経理部長 

        氏    名 三好 清一郎      ＴＥＬ（092）503－0050 
決算取締役会開催日  平成18年４月26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29日           定時株主総会開催日  平成18年５月26日 

単元株制度採用の有無 有（１単元100株） 

 
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                 （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 
(参考) 
17年２月期(連結) 

百万円    ％
6,303（ 18.6）
5,313（ 10.4）

5,827（  8.4）

百万円    ％
316（  9.4）
288（  2.4）

323（ △0.3）

百万円    ％
351（  1.6）
346（  5.7）

375（  3.4）

 

 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 
(参考) 
17年２月期(連結) 

百万円    ％ 
189（  3.9） 
182（  5.4） 

 
200（ △2.5） 

円 銭
33.54
32.26

35.65

円  銭
――― 
――― 

 
――― 

％
7.3
7.5

8.2

％ 
8.2 
8.7 

 
9.5 

％
5.6
6.5

6.4

(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  5,543,631株     17年２月期  5,545,349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唯一の子会社であった株式会社マックスシステムを、平成17年１月１日付で吸収合併しており、当事業年度
においては子会社が存在しないため、連結財務諸表は作成しておりません。しかしながら、期間比較情報の
有用性の観点から、参考として平成17年２月期（連結）の数値を記載しております。 

(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
7.50
7.50

円 銭 
――― 
――― 

円 銭
7.50
7.50

百万円
41
41

％ 
22.4 
21.0 

％
1.6
1.7

 (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 
4,316 
4,218 

百万円
2,652
2,506

％ 
61.4 
59.4 

円   銭
477.97
451.58

(注)①期末発行済株式数   18年２月期 5,551,230株   17年２月期 5,551,230株 

②期末自己株式数    18年２月期   8,290株   17年２月期   6,770株 

(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 
(参考) 
17年２月期(連結) 

百万円 
403 

 
382 

百万円
△84

△784

百万円 
△121 

 
270 

百万円
774

577

(注) 唯一の子会社であった株式会社マックスシステムを、平成17年１月１日付で吸収合併しており、当事業年度
においては子会社が存在しないため、連結財務諸表は作成しておりません。しかしながら、期間比較情報の
有用性の観点から、参考として平成17年２月期（連結）の数値を記載しております。 
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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） 
                       （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 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  
 

中間期 
通 期 

百万円 
3,760 
6,630 

百万円
435
407

百万円
159
144

円 銭
――― 
――― 

円 銭 
――― 

7.50 

円 銭
――― 

7.50

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)   26円13銭 

 
※ 上記予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の９ページを参照してください。 
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１．企業の状況 
当社は、ホームクリーニングを主たる業務としております。なお当社には、事業のセグメ

ントによる区分はありません。 

当社の事業内容は以下の通りであります。 

 

ドライクリーニング 
ウール、絹、一部化繊等の水が使えない素材の製品を石油系溶剤
にオゾンを混入して洗浄し、仕上る方法。(背広、スカート、セー
ター等対象) 

ランドリー 
木綿、麻、一部化繊等の素材の製品を、温水に洗剤等を溶かし洗
濯機で洗浄し、仕上る方法。(カッターシャツ等対象) 

ホームクリーニング 

その他 取次営業所等への販促品の販売及び当社特別会員の年会費 

(注) 特別会員は一般顧客が営業所において年会費を払って入会をして頂く制度であり、会員特典とし

てはクリーニング料金の10％割引(100円クリーニングショップ、外注品及び特殊品を除く)を行い、

また誕生日には粗品を進呈し料金の半額割引サービス等を実施しております。 

 

当社の事業の系統図は、次のとおりであります。 
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２．経営方針 
(1) 経営の基本方針 

当社は、経営理念として 

「融和」：共通の理想と信念のもとに、多くの人や企業と一つになって協調する。 

「変革」：自己を変えることによって組織を変え、組織の力を持って業界の変革を目指す。 

「貢献」：知識と技術でお客様のクリーニングライフをお手伝いし、社会に貢献する。 

を掲げ、お客様第一主義を基本的な経営方針としております。 

その経営方針を具体的に実現するための行動指針として 

① 品質の追求 

② サービスの追求 

③ 清潔さの追求 

④ 存在価値の追求 

の実践を心がけ、企業活動を行っております。 

 

(2) 利益配分に関する基本方針 

当社は、健全かつ強固な経営体質づくりを基本におき、株主の財産と利益の極大化を最優

先事項として経営にあたります。企業としての競争力の維持、財務体質と収益力の強化及び

将来の発展を目的とした内部留保の充実を図り、各期の実績を反映させた上で、最大限の配

当を行うことを基本方針としてまいります。 

この基本方針に基づき、当期の利益配当におきましては、1株当たり7円50銭といたしてお

ります。当期の内部留保につきましては、更なる生産性の向上のため、また今後の事業拡大

のために活用し、将来に向けて配当水準の向上と安定に努める所存であります。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、投資家の株式市場への参加を促進し、株式流動性の向上を図るために投資単位の

引下げを重要課題として認識しております。そのため当社は、平成17年６月15日開催の取締

役会において、１単元の株式数の変更について決議し、平成17年８月１日付をもって１単元

の株式数を1,000株から100株に変更いたしました。 
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(4) 中長期的な経営戦略 

当社の経営戦略としては、下記の3項目に取組みます。 

① マックス店、100円ショップコインズの積極的出店を実施する。 

当社の展開する店舗は価格・サービス共に顧客満足度の高い店舗であると自負してお

ります。特に不況下の現在において当社の100円クリーニングは業界において十分な競争

力を持っており、マックス店と併せて当社の店舗展開の柱に考えております。 

② 質の高い商品の提供を含め、顧客満足度の高いサービスの実施による顧客の定着化 

当社の「オゾン＆アクア／ドライ」クリーニングは質の高いサービスを低価格で提供

でき、また特別会員制度の入会者にはクリーニング代金の割引やさまざまな季節サービ

スの案内を行っております。さらに新商品「魅せるウォッシュ」は、衣類のケアーとい

う側面から考案された商品であり、難洗衣料と呼ばれる生地のものも低価格で提供でき

る商品であります。これらの商品については、お客様に十分満足いただけるものと確信

しており、より多くのお客様に当社を利用していただき、サービスの良さを実感してい

ただくことにより定着化を図ります。 

③ 企業の成長の支えとなる人材の育成 

企業の成長は、それを支える人材なくしてはありえないと考えており、今後の更なる

飛躍のために人材の育成に力を入れ新入社員教育、職位別の教育を充実していく方針で

あります。 

 

(5) 会社が対処すべき課題 

経営環境は、景気の緩やかな回復基調により明るさが見えるものの、クリーニング業界に

おいてはクリーニング需要の回復にはまだ時間を要するものと思われます。更には原油価格

の高騰によるコストアップが不安定材料としてある中で、当社は「営業エリア内における地

域一番店」の達成を目指し、積極的な営業力強化とエリア拡大に取り組みます。 

１ 新規営業エリアの営業力強化を推進します。 

① 地域に密着した受付カウンター育成のための教育を推進します。 

② 情報提供のビジュアル化を実施します。具体的には各店舗にモニターテレビを設置し、

消費者向け商品及びサービスの説明とＰＲの推進を図ります。 

２ よりグレードの高い品質と技術の向上を目指し、生産部の組織的な強化を図ります。 

３ 地域一番店にふさわしい商品力とサービスを提供します。 

① 商品の開発を推進します。 

② 人材育成のための教育制度の確立を図ります。 



― 6 ― 

(6) 目標とする経営指標 

当社は、収益性重視の経営理念に基づき、生産性の向上、販売管理費の統制や付加価値の

高いサービスを提供することによって、売上高伸長率5％および売上高経常利益率8％を目指

し、常に収益の改善につとめ、株主に応えられる企業経営に取り組んでまいります。 

 

(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 

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令の遵守に基づく企業倫

理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営意思の決定

と、経営の健全性の向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課

題の一つとして位置づけております。 

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

① 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営上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、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、当社の規模等に鑑み取締役会の

機動性を重視し、平成18年２月28日現在の取締役は８名（うち社外取締役１名）の体制

を採るとともに、運営面では、それぞれの所管業務に携わり業務の執行状況を監督して

おります。また、取締役会は月１回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時

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定するとともに、

業務執行の状況を逐次監督しております。 

会計監査法人は、新日本監査法人を選任し、監査契約を結び正しい経営情報を提供し、

公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。また、顧問弁護士には、

法律上の判断を必要とする場合に適時アドバイスを受けております。 

② 会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係そ

の他の利害関係の概要 

社外取締役は１名、社外監査役は３名就任しておりますが、人的関係、資本関係又は

取引関係その他の利害関係はございません。 

③ 会社とコーポレート・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 

当事業年度は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

項を決定するとともに、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。 

(9) 内部管理体制の整備・運用状況 

前述(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に記

載しております。 
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３．経営成績及び財政状態 
当社は、唯一の子会社であった株式会社マックスシステムを、平成17年１月１日付で吸収

合併しており、当事業年度においては子会社が存在しないため、連結財務諸表は作成してお

りません。しかしながら、期間比較情報の有用性の観点から、各項目における前年同期比は、

前連結会計年度（平成16年３月１日から平成17年２月28日まで）における業績との比較を記

載しております。 

 

(1) 経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加や個人消

費の持ち直しから、雇用情勢にも明るさが見えはじめるなど、全体的には緩やかな回復基調

が出てきました。しかし、クリーニング業界においては依然としてクリーニング需要の回復

までには至らず、一方では原油価格の高騰から、原材料費の上昇という不安定要因を抱えな

がら厳しい経営環境の中で推移しました。このような状況の中で当社は、新規の営業エリア

を主体に、全営業エリア内における営業力の強化と顧客サービスの向上を図るため地域に密

着した組織体制を導入しました。即ち営業エリアを九州地区、中国地区、関西地区、関東地

区に分け、各々地区本部長を配し、地域に密着した営業戦略の推進および意思決定と実行力

のスピードアップを図り、地域消費者へのサービスを強化しました。また前期に引き続き新

規エリアである関東地区、関西地区の基盤づくりと営業拡大に努めました。関東地区におい

ては、平成17年３月に井草ユニットを、平成17年５月には新横浜プラントを各々新設し、関

東地区における営業所数は37店舗となりました。一方、関西地区においては、兵庫地区の経

営効率を高めるため、川西プラントを西宮工場に統合し、併せて５店舗の新規出店を果たし

ました。営業力の強化として取り組んでいる準直営化および店長制度の導入は、準直営店が

208店、店長制度による店舗が60店となり売上拡大に寄与しました。 

以上の結果、当事業年度の業績は、売上高は6,303,013千円（前年同期比8.2%増）、営業利

益は316,146千円（前年同期比2.4%減）、経常利益は351,758千円（前年同期比6.3%減）、当期

純利益は189,153千円（前年同期比5.8%減）となりました。 

 

(2) 財政状態 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、期首残高に比べ197,062

千円増加し、774,138千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は前年度に比べ21,187千円収入が増加し403,866千円となり

ました。主な収入は税金等調整前当期純利益349,711千円、減価償却費207,094千円等があり、

主な支出は法人税等の支払額158,240千円等であります。 
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（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年度に比べ699,446千円支出が減少し84,902千円となり

ました。主な収入は定期性預金の払出による収入630,594千円等があり、主な支出は定期性

預金の預入による支出654,226千円、有形固定資産の取得による支出140,043千円、差入保証

金の取得による支出29,623千円等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は前年度に比べ392,802千円支出が増加し△121,901千円と

なりました。主な収入は短期借入金の純増減額92,000千円であり、主な支出は長期借入金の

返済による支出141,757千円及び配当金の支払額41,396千円等であります。 

 

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

株主資本比率（％） 64.9 62.9 59.4 61.4

時価ベース 

株主資本比率（％）
30.2 38.4 61.8 79.9

債務償還年数（年） 3.7 1.3 2.5 2.2

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ（倍）
10.2 45.2 26.8 29.6

（注）１ 各指標は、以下の計算式により算出しております。 

     株主資本比率：株主資本／総資産 

     時価ベース株主資本比率：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 

   ２ 当社は、平成18年２月期より連結財務諸表を作成しておりません。従って、平成15

年２月期から平成17年２月期までは連結ベースの財務数値により計算し、平成18

年２月期は単体ベースの財務数値により計算しております。 

   ３ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書およびキャッシュ・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、連結貸借対照表および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。 

   ４ 利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書およびキャッシュ・フロー

計算書の支払利息及び社債利息を使用しております。 
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(3) 通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、景気は緩やかな回復基調にあるものの、原油価格の高騰等

の不安材料もあり、先行き不透明な状態が続くものと思われます。 

クリーニング業界におきましても、依然として続くクリーニング需要の減少や原油価格の

高騰による原材料費や燃料費の負担の増加により企業経営は一層厳しさを増すものと見込

んでおります。このような状況の中で、当社は、新規エリアである関東、関西地区を中心に、

新規出店の促進と人材育成等による営業力の強化を図り、併せてコストコントロールによる

諸経費の抑制と売上原価の低減を推進し、収益力の強化に取り組んでまいります。 

通期の業績見通しにつきましては、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用による減損

損失として74,215千円の特別損失を計上する予定で、売上高6,630,000千円（前年比5.2％増）、

経常利益407,691千円（同15.9％増）、当期純利益144,840千円（同23.4％減）を見込んでお

ります。 

 

(4) 業績予想に関する留意事項 

本資料に掲載されている通期の業績予想に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報

から得られた判断に基づいてまいりますが、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績

は、当社の業績をとりまく経済情勢、市場の動向などにかかわる様々な要因により、記述さ

れている業績予想とは異なる可能性があることをご承知おきください。 
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４ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
 

  
前事業年度 

(平成17年２月28日) 
当事業年度 

(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 1,075,216  1,295,910

２ 売掛金  36,291  45,197

３ 商品  8,103  13,077

４ 貯蔵品  17,119  17,639

５ 前払費用  9,289  6,776

６ 繰延税金資産  23,661  26,595

７ その他流動資産  13,951  2,961

貸倒引当金  △844  △490

流動資産合計  1,182,788 28.0  1,407,667 32.6

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 ※１ 1,200,435 1,223,562 

減価償却累計額  670,127 530,308 741,089 482,472

(2) 構築物  37,870 38,491 

減価償却累計額  27,619 10,251 29,373 9,117

(3) 機械及び装置  160,076 170,723 

減価償却累計額  113,512 46,563 137,464 33,259

(4) 車輌運搬具  104,023 102,586 

減価償却累計額  81,342 22,680 82,610 19,975

(5) 工具器具及び備品  342,394 415,038 

減価償却累計額  248,131 94,263 304,262 110,776

(6) 土地 ※１ 1,405,759  1,363,194

有形固定資産合計  2,109,827 50.0  2,018,796 46.8

２ 無形固定資産   

(1) 営業権  98,036  70,557

(2) 借地権  1,166  1,166

(3) ソフトウェア  1,024  610

(4) 電話加入権  23,306  23,516

(5) その他無形固定資産  861  1,360

無形固定資産合計  124,394 3.0  97,211 2.2
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前事業年度 

(平成17年２月28日) 
当事業年度 

(平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  91,321  71,436

(3) 出資金  60  60

(5) 長期前払費用  15,380  15,175

(6) 繰延税金資産  108,326  111,315

(7) 差入保証金  455,651  462,760

(8) 保険積立金  22,266  23,445

(9) 投資不動産  106,540  106,540

(10) その他投資その他の 
   資産 

 2,300  2,300

投資その他の資産合計  801,846 19.0  793,033 18.4

固定資産合計  3,036,068 72.0  2,909,041 67.4

資産合計  4,218,856 100.0  4,316,708 100.0
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前事業年度 

(平成17年２月28日) 
当事業年度 

(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 買掛金  30,864  35,234

２ 短期借入金 ※６ 58,000  150,000

３ 一年以内償還予定社債  30,000  30,000

４ 一年以内返済予定 
長期借入金 

※１ 141,757  103,442

５ 未払金  281,527  273,492

６ 未払費用  503  438

７ 未払法人税等  85,800  94,114

８ 未払事業所税  4,325  5,565

９ 未払消費税等  25,188  45,535

10 前受金  3,140  3,083

11 預り金  15,589  11,228

12 前受収益  354  374

13 賞与引当金  39,965  40,870

14 その他流動負債  513  700

流動負債合計  717,528 17.0  794,079 18.4

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  135,000  105,000

２ 長期借入金 ※１ 618,868  515,425

３ 退職給付引当金  95,578  100,453

４ 役員退職慰労引当金  107,700  109,000

５ 預り保証金  37,270  40,180

固定負債合計  994,416 23.6  870,058 20.2

負債合計  1,711,945 40.6  1,664,138 38.6

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※３ 555,092 13.2  555,092 12.8

Ⅱ 資本剰余金   

  資本準備金  395,907  395,907

資本剰余金合計  395,907 9.4  395,907 9.2

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  38,216  38,216

２ 任意積立金   

   別途積立金  1,250,000 1,250,000 1,380,000 1,380,000

３ 当期未処分利益  264,587  279,058

利益剰余金合計  1,552,804 36.8  1,697,274 39.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金  4,979 0.1  6,915 0.2

Ⅴ 自己株式 ※４ △1,872 △0.1  △2,619 △0.1

資本合計  2,506,911 59.4  2,652,570 61.4

負債及び資本合計  4,218,856 100.0  4,316,708 100.0
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② 【損益計算書】 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(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   

１ クリーニング売上高  5,177,854 6,128,317 

２ 商品その他売上高  135,557 5,313,411 100.0 174,696 6,303,013 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ クリーニング売上原価  1,836,697 2,179,287 

２ 商品その他売上原価   

(1) 期首商品棚卸高  6,747 8,103 

(2) 当期商品仕入高  13,722 18,861 

合計  20,469 26,964 

(3) 期末商品棚卸高  8,103 13,077 

当期商品その他売上原価  12,366 1,849,063 34.8 13,887 2,193,174 34.8

売上総利益  3,464,348 65.2  4,109,838 65.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 広告宣伝費  133,119 153,166 

２ 給料手当  319,282 383,069 

３ 役員報酬  107,880 111,330 

４ 賞与引当金繰入額  20,052 21,592 

５ 雑給  489,498 636,378 

６ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

 5,300 3,894 

７ 賃借料  192,819 248,365 

８ 支払手数料  957,845 1,082,374 

９ 減価償却費  119,175 167,112 

10 その他  830,397 3,175,370 59.8 986,408 3,793,692 60.2

営業利益  288,977 5.4  316,146 5.0

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  901 277 

２ 有価証券利息  907 939 

３ 受取配当金  305 395 

４ 受取家賃  18,701 21,165 

５ 受取手数料  4,786 3,237 

６ 店舗移転補償金  1,000 981 

７ 受取保険金  23,573 4,035 

８ その他営業外収益  31,405 81,581 1.5 19,711 50,743 0.8

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  12,893 12,422 

２ 社債利息  1,373 1,236 

３ 社債発行費償却  1,831 ― 

４ その他営業外費用  8,359 24,458 0.4 1,471 15,130 0.2

経常利益  346,100 6.5  351,758 5.6
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前事業年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(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
(％)

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益  1,433 ― 

２ 投資有価証券売却益  ― 1,433 0.0 28,222 28,222 0.4

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※１ ― 26,558 

２ 固定資産除却損 ※２ 2,784 2,967 

３ 役員退職慰労金  ― 394 

４ その他特別損失  ― 2,784 0.0 350 30,269 0.5

税引前当期純利益  344,749 6.5  349,711 5.5

法人税、住民税 
及び事業税 

 168,529 167,794 

法人税等調整額  △5,790 162,738 3.1 △7,236 160,557 2.5

当期純利益  182,010 3.4  189,153 3.0

前期繰越利益  87,911  89,904

合併に伴う 
子会社株式消却損 

 5,334  ―

当期未処分利益  264,587  279,058
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クリーニング売上原価明細書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(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) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

Ⅰ 材料費   

 １ 期首材料貯蔵品棚卸高  2,087 2,787 

 ２ 当期材料等仕入高  211,657 258,722 

計  213,744 261,510 

 ３ 期末材料貯蔵品棚卸高  2,787 210,957 11.5 2,884 258,625 11.9

Ⅱ 労務費  977,200 53.2  1,135,392 52.1

Ⅲ 外注加工費  80,591 4.4  95,896 4.4

Ⅳ 経費 ※１ 567,948 30.9  689,372 31.6

当期クリーニング売上原価  1,836,697 100.0  2,179,287 100.0

   

(注) ※１ 主な内訳は次のとおりです。 

 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

賃借料 89,958千円

消耗品費 112,484千円

燃料費 90,206千円

リース料 81,090千円

動力費 49,365千円

水道光熱費 52,688千円
 

賃借料 117,823千円

消耗品費 123,640千円

燃料費 131,518千円

リース料 85,704千円

動力費 56,646千円

水道光熱費 63,166千円
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③ 【キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
当事業年度 

(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) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税金等調整前当期純利益  349,711 

２ 減価償却費  207,094 

３ 貸倒引当金の減少額  △354 

４ 退職給付引当金の増加額  4,875 

５ 役員退職慰労引当金の増加額  1,300 

６ 賞与引当金の増加額  905 

７ 受取利息及び受取配当金  △1,612 

８ 支払利息  12,422 

９ 投資有価証券売却益  △28,222 

10 有形固定資産除却損  1,068 

11 有形固定資産売却損  25,075 

12 売上債権の増加額  △8,906 

13 たな卸資産の増加額  △5,493 

14 仕入債務の増加額  4,369 

15 未払消費税等の増加額  20,347 

16 役員賞与の支払額  △3,100 

17 その他資産の減少額  6,384 

18 その他負債の減少額  △12,932 

小計  572,933 

19 利息及び配当金の受取額  1,486 

20 利息の支払額  △12,313 

21 法人税等の支払額  △158,240 

営業活動によるキャッシュ・フロー  403,866 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 定期性預金の預入による支出  △654,226 

２ 定期性預金の払出による収入  630,594 

３ 投資有価証券の取得による支出  △15,415 

４ 投資有価証券の売却による収入  66,771 

５ 有形固定資産の取得による支出  △140,043 

６ 有形固定資産の売却による収入  35,478 

７ 無形固定資産の取得による支出  △853 

８ 貸付けによる支出  △280 

９ 貸付金の回収による収入  180 

10 差入保証金の取得による支出  △29,623 

11 差入保証金の回収による収入  22,514 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △84,902 

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  92,000 

２ 長期借入金の返済による支出  △141,757 

３ 社債償還による支出  △30,000 

４ 配当金の支払額  △41,396 

５ 自己株式の取得による支出  △747 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △121,901 
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当事業年度 

(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) 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  197,062 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  577,076 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  774,138 
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④ 【利益処分計算書及び利益処分案】 

 

  
前事業年度 

(平成17年５月30日) 
当事業年度 

(平成18年５月26日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  264,587  279,058

Ⅱ 利益処分額   

１ 配当金  41,583 41,572 

２ 役員賞与金  3,100 3,200 

(うち監査役分)  (400) (400)

３ 任意積立金   

別途積立金  130,000 174,683 140,000 184,772

Ⅲ 次期繰越利益  89,904  94,285

   

(注) 日付は株主総会承認予定日であります。 
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(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 

その他有価証券 

 ａ 時価のあるもの 

  決算期末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

により算定しております。) 

 ｂ 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

その他有価証券 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品、貯蔵品 

移動平均法による原価法 

同左 

 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

① 有形固定資産 

  定率法を採用しております。 

  なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。 

  ただし、平成10年度の税制改正に

伴い平成10年４月１日以降に取得し

た建物(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。

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、償却年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。 

  ただし、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法を採用し

ております。 

② 無形固定資産 

同左 

 ③ 長期前払費用 

  均等償却によっております。 

  なお、償却年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。 

③ 長期前払費用 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 社債発行費 

 支出時に全額費用処理しておりま

す。 

―――― 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

５ 引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、回収不能見込額を計上してお

ります。 

  ａ 一般債権 

   貸倒実績率法によっておりま

す。 

  ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債権

   財務内容評価法によっておりま

す。 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

  従業員の賞与支給に充てるため、

会社が算定した当期負担すべき支給

見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

 ③ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

に基づき、当事業年度末において発

生している額を計上しております。

③ 退職給付引当金 

同左 

 ④ 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労金の支払に

備えるため、内規に基づく当事業年

度末要支給額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

６ 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 

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

現金、要求払預金及び取得日から３ヶ

月以内に満期の到来する定期性預金か

らなっております。 

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税及び地方消費税の会計処理方法

 税抜方式によっております。 

消費税及び地方消費税の会計処理方法

同左 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成17年２月28日) 

当事業年度 
(平成18年２月28日) 

※１ 担保提供資産及び対応債務 

定期預金 16,234千円

建物 189,705千円

土地 1,105,064千円

計 1,311,004千円

   上記資産について、保証債務11,787千円、長期借

入金 618,868千円及び一年内返済予定長期借入金

141,757千円の担保に供しています。 

 

※１ 担保提供資産及び対応債務 

定期預金 11,018千円

建物 185,369千円

土地 1,105,064千円

計 1,301,453千円

   上記資産について、保証債務8,880千円、長期借

入金 515,425千円及び一年内返済予定長期借入金

   103,442千円の担保に供しています。 

 

 ２ 保証債務 

   金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保

証を行っております。 

きょくとう共済会 11,787千円

  

 ２ 保証債務 

   金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保

証を行っております。 

きょくとう共済会 8,880千円

  

※３ 授権株式数 普通株式 20,000,000株

   発行済株式数 普通株式 5,551,230株

  

※３ 授権株式数 普通株式 20,000,000株

   発行済株式数 普通株式 5,551,230株

  

※４ 自己株式の保有数 

普通株式 6,770株
 

※４ 自己株式の保有数 

普通株式 8,290株

  

 ５ 配当制限 

   有価証券の時価評価により純資産額が4,979千円

増加しております。 

   なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充当することが制限されており

ます。 

 ５ 配当制限 

   有価証券の時価評価により純資産額が6,915千円

増加しております。 

   なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充当することが制限されており

ます。 

※６ 当座貸越契約に係る借入金未実行残高 

   当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しておりま

す。 

   当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金

未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 50,000千円

差引額 450,000千円
 

※６ 当座貸越契約に係る借入金未実行残高 

   当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しておりま

す。 

   当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金

未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 650,000千円

借入実行残高 150,000千円

差引額 500,000千円
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(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

―――― ※１ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

建物 7,378千円

車輌運搬具 2千円

土地 17,694千円

その他 1,482千円

計 26,558千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 2,053千円

車輌運搬具 293千円

工具器具及び備品 437千円

計 2,784千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 226千円

車輌運搬具 839千円

工具器具及び備品 2千円

その他 1,899千円

計 2,967千円
 

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

――――  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金 1,295,910千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期性預金 

△521,771千円

現金及び現金同等物 774,138千円
 

(注) 前事業年度まで連結キャッシュ・フロー計算書を作成していたため、当事業年度（平成17年３月１日から平

成18年２月28日まで）では、キャッシュ・フロー計算書のみを記載しております。 
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(リース取引関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

 
期末残高
相当額 

機械及び 
装置 

 229,222千円 163,625千円  65,597千円

工具器具 
及び備品 

 97,036千円 25,876千円  71,160千円

合計  326,259千円 189,502千円  136,757千円

(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。 

 

 
取得価額
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

 
期末残高
相当額 

機械及び 
装置 

194,343千円 128,898千円  65,445千円

工具器具 
及び備品 

97,036千円 45,283千円  51,753千円

合計 291,380千円 174,182千円  117,198千円

同左 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 46,392千円

１年超 90,365千円

合計 136,757千円

(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。 

 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 47,458千円

１年超 69,740千円

合計 117,198千円

同左 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 57,640千円

減価償却費相当額 57,640千円

  

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 52,490千円

減価償却費相当額 52,490千円
 

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 

同左 
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(有価証券関係) 

第26期(平成17年２月28日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価(千円) 
貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価 
を超えるもの 

 

 (1) 株式 20,016 27,712 7,695

 (2) その他 31,124 38,362 7,238

小計 51,140 66,074 14,934

貸借対照表計上額が取得原価 
を超えないもの 

 

 株式 18,639 12,060 △6,579

小計 18,639 12,060 △6,579

合計 69,779 78,134 8,355

 

２ 当事業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 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券 

  該当事項はありません。 

 

４ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 貸借対照表計上額(千円) 

  その他有価証券 

   非上場株式 13,186

合計 13,186

 

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の決算日後における償還予定額 
 

該当事項はありません。 
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第27期(平成18年２月28日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価(千円) 
貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価 
を超えるもの 

 

 (1) 株式 13,465 27,436 13,970

 (2) その他 14,541 14,614 72

小計 28,007 42,050 14,042

貸借対照表計上額が取得原価 
を超えないもの 

 

 株式 18,639 16,200 △2,439

小計 18,639 16,200 △2,439

合計 46,646 58,250 11,603

 

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

区分 売却原価(千円) 売却額(千円) 売却損益(千円) 

 (1) 株式 6,550 14,800 8,249

 (2) その他 31,998 51,971 19,973

合計 38,549 66,771 28,222

 

３ 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券 

  該当事項はありません。 

 

４ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 貸借対照表計上額(千円) 

  その他有価証券 

   非上場株式 13,186

合計 13,186

 

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の決算日後における償還予定額 
 

該当事項はありません。 
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(デリバティブ取引関係) 

前事業年度、当事業年度において、当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該

当事項はありません。 

 

(退職給付関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(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退職一時金制度を

設けております。 

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退職一時金制度を

設けております。 

２ 退職給付債務及び内訳 

平成17年２月28日現在

(1) 退職給付債務 △95,578千円

(2) 退職給付引当金 △95,578千円

  なお、退職給付債務の算定については、簡便法を採

用しております。 

２ 退職給付債務及び内訳 

平成18年２月28日現在

(1) 退職給付債務 △100,453千円

(2) 退職給付引当金 △100,453千円

  なお、退職給付債務の算定については、簡便法を採

用しております。 

３ 退職給付費用の内訳 

 
(自 平成16年３月１日
至 平成17年２月28日)

  勤務費用 3,389千円

  退職給付費用 3,389千円
 

３ 退職給付費用の内訳 

 
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

  勤務費用 11,556千円

  退職給付費用 11,556千円
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(税効果会計関係) 

 

前事業年度 
(平成17年２月28日) 

当事業年度 
(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

内訳 

 (繰延税金資産) 

賞与引当金損金算入限度超過額 16,145千円

未払事業税  6,625千円

未払事業所税 710千円

退職給付引当金損金算入限度 
超過額 

35,815千円

役員退職慰労引当金損金算入限度 
超過額 

43,510千円

一括償却資産損金算入限度超過額 3,918千円

貸倒引当金繰入限度超過額 179千円

有形固定資産除却損否認 28,389千円

その他 3,096千円

小計 138,392千円

評価性引当額 △3,030千円

繰延税金資産合計 135,362千円

 (繰延税金負債) 

投資有価証券評価差額 3,375千円

繰延税金負債合計 3,375千円

繰延税金資産の純額 131,987千円

 

  うち長期繰延税金資産108,326千円、短期繰延税金

資産23,661千円 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

 (繰延税金資産) 

賞与引当金損金算入限度超過額 16,511千円

未払事業税  9,338千円

未払事業所税 681千円

退職給付引当金損金算入限度 
超過額 

39,159千円

役員退職慰労引当金損金算入限度 
超過額 

44,036千円

一括償却資産損金算入限度超過額 4,364千円

貸倒引当金繰入限度超過額 64千円

有形固定資産除却損否認 28,389千円

その他 3,082千円

小計 145,628千円

評価性引当額 △3,030千円

繰延税金資産合計 142,598千円

 (繰延税金負債) 

投資有価証券評価差額 4,687千円

繰延税金負債合計 4,687千円

繰延税金資産の純額 137,911千円

 

  うち長期繰延税金資産111,315千円、短期繰延税金

資産26,595千円 

 

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の内訳 

 

 法定実効税率 40.4％

 (調整) 

交際費等永久に損金算入されない項目 1.6％

住民税均等割等 4.1％

その他 1.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.2％
 

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の内訳 

 

 法定実効税率 40.4％

 (調整) 

交際費等永久に損金算入されない項目 1.0％

住民税均等割等 4.7％

その他 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.9％
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(持分法損益等) 

 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

――――  当事業年度において、当社は、関連会社を

有していないため該当事項はありません。 

(注)  前事業年度まで連結財務諸表を作成していたため、注記は当事業年度（平成17年３月１日から平成18年２月

28日まで）のみを記載しております。 

 

 

【関連当事者との取引】 

当事業年度(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

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 

㈲ウィズ 
（注）２ 

福岡県
大野城
市 

3,000 

損害保険代
理及び生命
保険募集に
関する業務 

― ― 
保険契約
の仲介 

営業取引保
険料支払 

22,016 ― ― 

(注)  上記金額のうち、取引金額に消費税等は含まれません。 
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５ 【生産、受注及び販売の状況】 

唯一の子会社であった株式会社マックスシステムを、平成17年１月１日付で吸収合併しており、当

事業年度においては子会社が存在しておりません。しかしながら、期間比較情報の有用性の観点から、

前年同期比は、前年を連結ベースの実績で対比して記載しております。 

 

(1) 生産実績 

 

品目 

第27期事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

(千円) 

前年同期比(％) 

ドライクリーニング 4,710,323 105.9

ランドリー 1,417,994 115.6

合計 6,128,317 108.0

(注) １ 金額は販売金額になっております。 

２ 上記金額に消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 

当社においては、基本的に受注、即生産、販売となりますので記載を省略しております。 

 

(3) 販売実績 

① 品目別売上実績 

 

品目 

第27期事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

(千円) 

前年同期比(％) 

ドライクリーニング 4,710,323 105.9

ランドリー 1,417,994 115.6

小計 6,128,317 108.0

商品その他の売上 174,696 114.2

合計 6,303,013 108.2

(注) １ 上記金額に消費税等は含まれておりません。 

２ 商品その他の売上とは取次店・準直営店への販促品等の売上及び特別会員の年会費(会員カード売上)な

どであります。 
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② 営業形態別売上実績 

 

第27期事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 営業形態 

店舗数 売上高(千円) 前年同期比(％)

一般店 425(△55) 1,575,488 96.0

マックス店 213( 17) 2,537,566 107.9

100円クリーニングショップ 107( 14) 1,646,341 117.6

スリープライスショップ 39( 15) 306,921 145.3

その他 7(△ 1) 61,999 88.7

合計 791(△10) 6,128,317 108.0

(注) １ 上記金額に消費税等は含まれておりません。 

２ 店舗数には期末付での閉鎖店を含んでおりません。 

３ ( )は前期末に対する増減であります。 

 

③ 地域別売上実績 

 

第27期事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 地域 

工場数 店舗数 売上高(千円) 
前年同期比

(％) 

福岡市内 8(△ 1) 149(△15) 1,455,774 101.8

福岡市以外 12( ―) 217(  9) 1,636,166 105.5福岡県 

小計 20(△ 1) 366(△ 6) 3,091,941 103.8

佐賀県 4( ―) 27(  5) 303,236 125.1

山口県 3(   ) 78(△ 7) 456,348 101.9

広島県 4( ―) 106(△ 5) 662,382 100.9

鳥取県 1( ―) 26(△ 1) 160,035 94.7

島根県 2( ―) 19(  1) 157,119 103.7

兵庫県 4( ―) 68( ―) 308,053 121.7

大阪府 4( ―) 64(△ 4) 612,328 109.0

神奈川県 2(  1) 13(  2) 185,350 120.5

東京都 2(  1) 24(  5) 191,520 328.4

合計 46(  1) 791(△10) 6,128,317 108.0

(注) １ 上記金額に消費税等は含まれておりません。 

２ 店舗数には期末付での閉鎖店を含んでおりません。 

３ ( )は前期末に対する増減であります。 

４ 地域別売上は、工場所在地で分類しております 
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(重要な後発事象) 

(前事業年度) 

該当事項はありません。 

 

(当事業年度) 

該当事項はありません。 

 

６ 【役員の異動】 

(1) 代表者の異動及び代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

(2) その他の役員の異動 

①新任取締役候補 

取締役 小嶋 敏治 （現 関東地区本部長） 

②退任予定取締役 

取締役 馬場 鉠  （現 取締役総務部長） 

③新任監査役候補 

該当事項はありません。 

④退任監査役候補 

該当事項はありません。 

⑤役職の異動 

該当事項はありません。 

 

(注) 当該の役員の異動は平成18年５月26日開催予定の定時株主総会で選任され、就任する予定です。 


