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代　　表　　者　役職名 取締役社長 氏名　櫻田 　厚

問合せ先責任者　役職名 取締役上級執行役員 氏名　石川 芳治 ＴＥＬ　　（03）3266－8728

決算取締役会開催日 平成18年5月15日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年6月29日 定時株主総会開催日 平成18年6月28日

単元株制度採用の有無 有（１単元100株）   

１．平成18年3月期の業績（平成17年4月1日～平成18年3月31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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年3月期 51,657 △7.2 2,874 15.4 3,687 25.2

17年3月期 55,636 △0.6 2,490 14.3 2,944 17.7

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3月期 1,806 － 58 25 58  11 5.2 8.2 7.1

17年3月期 △7,446 － △238 57 －  △18.7 5.8 5.3

（注）①期中平均株式数 18年3月期           30,753,862株 17年3月期 31,263,028株

②会計処理の方法の変更 無

③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、対前期増減率であります。

(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 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年3月期 26 00 13 00 13 00 793 44.6 2.3

17年3月期 24 00 12 00 12 00 746 － 2.1

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年3月期 43,395 34,717 80.0 1,156 86

17年3月期 46,746 35,334 75.6 1,140 89

（注）①期末発行済株式数 18年3月期 29,997,263株 17年3月期 30,960,792株

②期末自己株式数 18年3月期          2,012,647株 17年3月期 1,049,118株

２．平成19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 25,000 1,100 500 13 00 　― 　―

通　期 52,000 3,500 1,600 　― 13 00 26 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　  53円34銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の9ページを参照して下さい。
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６．個別財務諸表等
(1) 貸借対照表

前事業年度

（平成17年３月31日）

当事業年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区　分
注記

番号
金　額（千円）

構成比

（％）
金　額（千円）

構成比

（％）

増減

（千円）

（　資　産　の　部　）  

Ⅰ　流　　動　　資　　産  

現金及び預金 5,828,390 2,740,259 △3,088,130

売　　掛　　金 4,007,876 4,314,547 306,671

有　価　証　券 5,348,238 2,348,432 △2,999,806

商　　　　　品 2,117,982 2,688,971 570,988

貯　　蔵　　品 28,628 18,919 △9,708

前　払　費　用 185,638 189,931 4,292

繰延税金資産 265,528 1,669,821 1,404,292

短 期 貸 付 金  ※３ 460,737 1,760,389 1,299,651

そ　　の　　他 112,773 160,947 48,173

貸 倒 引 当 金 △483,565 △346,204 137,361

流　動　資　産　合　計  17,872,229 38.2 15,546,015 35.8 △2,326,213

Ⅱ　固　　定　　資　　産  

１．有形固定資産  

建　　　　　物 10,183,437 6,799,181  

減価償却累計額 5,563,752 4,619,685 3,396,433 3,402,747 △1,216,937

構　　築　　物 709,260 575,549  

減価償却累計額 416,879 292,381 372,988 202,561 △89,820

機械及び装置 159,850 3,444  

減価償却累計額 155,779 4,070 3,444 － △4,070

車 両 運 搬 具 2,323 2,870  

減価償却累計額 2,207 116 2,476 393 276

工具器具及び備品 3,114,479 2,488,597  

減価償却累計額 2,018,160 1,096,318 1,706,431 782,166 △314,152

土　　　　　地 3,655,843 1,875,328 △1,780,515

建 設 仮 勘 定 50,867 385 △50,482

有形固定資産合計 9,719,283 20.8 6,263,582 14.4 △3,455,701

２．無形固定資産  

借　　地　　権 2,851 2,851 －

ソフトウェア 1,306,627 1,495,363 188,735

ソフトウェア仮勘定 259,704 29,925 △229,779

電 話 加 入 権 26,448 16,921 △9,526

無形固定資産合計 1,595,632 3.4 1,545,061 3.6 △50,570
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前事業年度

（平成17年３月31日）

当事業年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区　分
注記

番号
金　額（千円）

構成比

（％）
金　額（千円）

構成比

（％）

増減

（千円）

３．投資その他の資産  

投資有価証券 3,034,810 5,543,978 2,509,167

関係会社株式 4,371,062 5,662,560 1,291,498

関係会社出資金 － 285,000 285,000

長 期 貸 付 金  ※３ 704,444 1,514,099 809,654

長期前払費用 228,507 334,127 105,620

繰延税金資産 3,608,663 404,288 △3,204,374

差 入 保 証 金 4,102,879 4,147,460 44,581

保 険 積 立 金 379,482 511,339 131,857

長  期  預  金 1,400,000 2,300,000 900,000

そ　  の  　他 240,142 296,554 56,412

貸 倒 引 当 金 △210,486 △214,229 △3,742

投資損失引当金 △300,000 △744,000 △444,000

投資その他の資産合計 17,559,505 37.6 20,041,180 46.2 2,481,674

固　定　資　産　合　計 28,874,420 61.8 27,849,823 64.2 △1,024,597

資　　産　　合　　計 46,746,650 100.0 43,395,839 100.0 △3,350,810

 

（　負　債　の　部　）  

Ⅰ　流　　動　　負　　債  

買　　掛　　金 ※３ 4,938,179 3,841,204 △1,096,974

未　　払　　金 1,946,284 1,140,688 △805,595

未　払　費　用 421,336 267,955 △153,380

未払法人税等 804,894 41,027 △763,866

未払消費税等 9,593 97,949 88,355

前　　受　　金 844 656 △188

預　　り　　金 876,700 922,970 46,269

前　受　収　益 18,218 25,808 7,589

賞 与 引 当 金 327,000 301,922 △25,078

そ　　の　　他 430,678 25,203 △405,475

流　動　負　債　合　計  ※３ 9,773,731 20.9 6,665,385 15.4 △3,108,345
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前事業年度

（平成17年３月31日）

当事業年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区　分
注記

番号
金　額（千円）

構成比

（％）
金　額（千円）

構成比

（％）

増減

（千円）

Ⅱ　固　　定　　負　　債  

退職給付引当金 67,698 5,425 △62,272

債務保証損失引当金 161,000 257,000 96,000

預 り 保 証 金 1,394,699 1,719,585 324,886

そ　　の　　他 14,808 30,701 15,892

固　定　負　債　合　計  ※３ 1,638,206 3.5 2,012,712 4.6 374,506

負　　債　　合　　計 11,411,937 24.4 8,678,098 20.0 △2,733,839

 

（　資　本　の　部　）  

Ⅰ　資　　　本　　　金 ※１ 11,412,845 24.4 11,412,845 26.3 －

Ⅱ　資　本　剰　余　金  

資本準備金 11,100,524 11,100,524 －

資本剰余金合計 11,100,524 23.7 11,100,524 25.6 －

Ⅲ　利　益　剰　余　金  

１．利益準備金 798,649 798,649 －

２．任意積立金  

別途積立金 17,000,000 12,000,000 △5,000,000

３．当期未処分利益又は当期未処

理損失（△）
△3,959,524 2,018,580 5,978,104

利益剰余金合計 13,839,124 29.6 14,817,229 34.1 978,104

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 310,655 0.7 441,375 1.0 130,720

Ⅴ　自　　己　　株　　式 ※２ △1,328,436 △2.8 △3,054,232 △7.0 △1,725,796

資　　本　　合　　計 35,334,712 75.6 34,717,741 80.0 △616,971

負債及び資本合計 46,746,650 100.0 43,395,839 100.0 △3,350,810
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(2) 損益計算書

前事業年度

（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

対前年比

区　分
注記

番号
金　額（千円）

百分比

（％）
金　額（千円）

百分比

（％）

増減

（千円）

Ⅰ　売　　上　　高  

売　　上　　高 53,488,069 49,487,000  

その他の営業収入 ※１ 2,148,615 55,636,685 100.0 2,170,882 51,657,883 100.0 △3,978,801

Ⅱ　売　上　原　価  

商品期首たな卸高 760,028 2,117,982  

当期商品仕入高 34,005,766 32,653,156  

合　計 34,765,794 34,771,139  

他 勘 定 振 替 高 ※２ 156,093 106,843  

商品期末たな卸高 2,117,982 32,491,718 58.4 2,688,971 31,975,324 61.9 △516,393

売　上　総　利　益 23,144,967 41.6 19,682,558 38.1 △3,462,408

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※３

※４
20,654,506 37.1 16,807,893 32.5 △3,846,613

営　　業　　利　　益 2,490,460 4.5 2,874,665 5.6 384,204

Ⅳ　営　業　外　収　益  

受　取　利　息 43,512 83,177  

有価証券利息 25,764 21,510  

受 取 配 当 金 41,896 65,314  

賃  貸  収  入 1,620,737 1,781,277  

キャンペーン協力金 718,032 830,952  

そ　　の　　他 246,205 2,696,147 4.8 215,475 2,997,707 5.8 301,559

Ⅴ　営　業　外　費　用  

支　払　利　息 734 1,298  

賃  貸  経  費 1,947,126 1,977,027  

商 品 廃 棄 損 189,693 64,868  

商 品 評 価 損 － 66,000  

そ　　の　　他 104,801 2,242,356 4.0 75,689 2,184,884 4.3 △57,471

経　　常　　利　　益 2,944,252 5.3 3,687,488 7.1 743,236

Ⅵ　特　別　利　益  

固定資産売却益
※５

※６
140,994 739,294  

投資有価証券売却益  － 291,533  

貸倒引当金戻入益 － 120,396  

投資損失引当金戻入益 330,000 470,994 0.8 － 1,151,224 2.2 680,229
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前事業年度

（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

対前年比

区　分
注記

番号
金　額（千円）

百分比

（％）
金　額（千円）

百分比

（％）

増減

（千円）

Ⅶ　特　別　損　失  

固定資産売却損 ※７ 42,175 11,014  

固定資産除却損 ※８ 328,752 151,003  

関係会社株式評価損 705,000 129,491  

債務保証損失引当金繰入 39,000 96,000  

減　損　損　失 ※９ 11,220,581 202,661  

投資損失引当金繰入 － 444,000  

そ　　の　　他 86,760 12,422,269 22.3 240,795 1,274,967 2.4 △11,147,302

税引前当期純利益又は税引前

当期純損失（△）
△9,007,022 △16.2 3,563,745 6.9 12,570,768

法人税、住民税及び事業税 1,077,000 46,332  

法人税等調整額 △2,637,626 △1,560,626 △2.8 1,711,104 1,757,436 3.4 3,318,062

当期純利益又は当期純損失

（△）
△7,446,395 △13.4 1,806,309 3.5 9,252,705

前 期 繰 越 利 益 3,863,601 656,945  

自己株式処分差損 1,434 41,524  

中　間　配　当　額 375,295 403,150  

当期未処分利益又は当期未処

理損失（△）
△3,959,524 2,018,580  

 

(3) 利益処分案

前事業年度
株主総会承認年月日
（平成17年６月28日）

当事業年度
株主総会承認年月日
（平成18年６月28日）

区　分
注記
番号

金　額（千円） 金　額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益又は当期未
処理損失(△）

△3,959,524 2,018,580

Ⅱ　任意積立金取崩額

別途積立金取崩額 5,000,000 5,000,000 － －

合　計 1,040,475 2,018,580

Ⅲ　利　益　処　分　額

配　当　金 371,529 389,964

役員賞与金 12,000 15,000

（うち監査役賞与金） (1,800) 383,529 (2,200) 404,964

Ⅳ　次期繰越利益 656,945 1,613,615

－37－



重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同　左

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算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、売却原価は総平均法により

算定）

(2) その他有価証券

時価のあるもの

同　左

時価のないもの

総平均法による原価法

時価のないもの

同　左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品及び貯蔵品

最終仕入原価法

商品及び貯蔵品

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

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４月１日以降取得し

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

(イ)ソフトウェア（自社利用）

社内の利用可能期間（５年）に基

づく定額法

(2) 無形固定資産

(イ)ソフトウェア（自社利用）

同　左

(ロ)買入営業権

発生時に一時償却

(ロ)買入営業権

同　左

(3) 長期前払費用

定額法

(3) 長期前払費用

同　左

４．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、

以下のように貸倒引当金を計上してお

ります。

(1) 貸倒引当金

同　左

(イ)一般債権

貸倒実績率法によっております。

(イ)一般債権

同　左

(ロ)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。

(ロ)貸倒懸念債権及び破産更生債権

同　左

(2) 投資損失引当金

関係会社への投資に対する損失に備え

るため、投資先の財政状態の実情を勘

案し、一定の算定基準による必要額を

見積計上しております。

(2) 投資損失引当金

同　左

(3) 賞与引当金

従業員に支給する賞与の支払いに備え

るため、支給見込額に基づき計上して

おります。

(3) 賞与引当金

同　左
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項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期

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。

数理計算上の差異は、その発生時の翌

事業年度に費用処理することとしてお

ります。

(4) 退職給付引当金

同　左

(5) 債務保証損失引当金

関係会社等への債務保証等に係る損失

に備えるため、被保証者の財政状態等

を勘案し損失負担見込額を計上してお

ります。

(5) 債務保証損失引当金

同　左

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同　左

６．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

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。

消費税等の会計処理

同　左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成14

年8月9日）及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第6号　平成15年10月31日））

が平成16年3月31日に終了する事業年度に係る財務諸表か

ら適用できることになったことに伴い、当事業年度から同

会計基準及び同適用指針を適用しております。これにより

税引前当期純利益は11,220,581千円減少しております。な

お、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則

に基づき各資産の金額から直接控除しております。

               

               ───────────

 

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（貸借対照表）

前事業年度まで投資その他の資産「その他」に含めて表示

しておりました「長期預金」は、当事業年度において、資

産の総額の100分の1を超えたため区分掲記することとしま

した。

なお、前事業年度末の「長期預金」の金額は52,845千円で

あります。

 

               ───────────

 

追加情報

前事業年度
（自　平成16年4月1日
至　平成17年3月31日）

当事業年度
（自　平成17年4月1日
至　平成18年3月31日）

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示方法）

実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部

分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（企

業会計基準委員会　平成16年2月13日）が公表されたことに

伴い、当事業年度から同実務対応報告に基づき、法人事業

税の付加価値割及び資本割95,063千円を販売費及び一般管

理費として処理しております。

 

                ──────────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１．授権株式数等

会社が発行する株式の総数は、普通株式  

101,610,000株であります。ただし、定款の定め

により株式の消却が行われた場合には、会社が

発行する株式について、これに相当する株式数

を減ずることとなっております。

発行済株式総数は、普通株式32,009,910株であ

ります。

※１．授権株式数等

会社が発行する株式の総数は、普通株式  

101,610,000株であります。ただし、定款

の定めにより株式の消却が行われた場合には、

会社が発行する株式について、これに相当する

株式数を減ずることとなっております。

発行済株式総数は、普通株式32,009,910株であ

ります。

※２．自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

1,049,118株であります。

※２．自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

2,012,647株であります。

※３．関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記さ

れたもののほか次のものがあります。

流動資産 606,145千円

買掛金 963,093千円

※３．関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記さ

れたもののほか次のものがあります。

短期貸付金 1,760,000千円

長期貸付金  763,100千円

買掛金 1,339,147千円

上記以外の流動及び固定負債 455,452千円

　４．偶発債務

下記のとおり関係会社の銀行借入に対し、債務

保証をしております。

　４．偶発債務

下記のとおり関係会社の銀行借入に対し、債務

保証をしております。

保証先 金額

㈱モスクレジット     1,000,000千円

㈱トモス       238,410千円

小　計     1,238,410千円

債務保証損失引当金     △161,000千円

計     1,077,410千円

保証先 金額

㈱モスクレジット      1,830,000千円

㈱トモス        424,370千円

小　計      2,254,370千円

債務保証損失引当金 △257,000千円

計      1,997,370千円

この他に、加盟店の㈱モスクレジットからの借

入に対し、債務保証をしております。

この他に、加盟店の㈱モスクレジットからの借

入に対し、債務保証をしております。

　５．配当制限

有価証券の時価評価により、純資産額が310,655

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

441,375千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。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．その他の営業収入の内容 ※１．その他の営業収入の内容

フランチャイズ加盟料   178,250千円

ロイヤルティ収入   988,555千円

広告宣伝料   918,094千円

その他の収入    63,715千円

合　計 2,148,615千円

フランチャイズ加盟料 155,250千円

ロイヤルティ収入 1,026,990千円

広告宣伝料   932,399千円

その他の収入     56,243千円

合　計  2,170,882千円

※２．他勘定振替高の内容 ※２．他勘定振替高の内容

商品廃棄損   156,093千円 商品廃棄損   40,843千円

商品評価損 66,000千円

  合  計      106,843千円

※３．販売費及び一般管理費の主なもの ※３．販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝・販売促進費 2,910,183千円

運　　賃 3,050,392千円

貸倒引当金繰入額 151,120千円

給与手当・賞与 5,733,707千円

賞与引当金繰入額 327,000千円

退職給付費用  235,503千円

家賃地代  1,527,023千円

支払手数料  1,111,191千円

減価償却費    615,357千円

ソフトウェア償却費    278,452千円

長期前払費用償却費     60,853千円

おおよその割合

販　売　費 69％

一般管理費 31％

広告宣伝・販売促進費  2,769,375千円

運　　賃  2,963,156千円

給与手当・賞与  4,124,948千円

賞与引当金繰入額    301,922千円

退職給付費用    141,847千円

家賃地代  1,095,118千円

支払手数料  1,001,580千円

減価償却費    373,967千円

ソフトウェア償却費    411,814千円

長期前払費用償却費     96,578千円

おおよその割合

販　売　費 61％

一般管理費 39％

※４．一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりで

あります。

※４．一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりで

あります。

    13,005千円      16,520千円

※５．特別利益のうち関係会社との取引に係るものが次の

とおり含まれております。

※５．特別利益及び特別損失のうち関係会社との取引に係

るものが次のとおり含まれております。

固定資産売却益 62,412千円 固定資産売却益     76,477千円

固定資産売却損 7,585千円

※６．固定資産売却益の内容 ※６．固定資産売却益の内容

建　物   102,858千円

構築物    8,288千円

工具器具及び備品    28,180千円

長期前払費用   1,667千円

合　計   140,994千円

建　物    151,779千円

構築物     10,212千円

機械及び装置 77千円

工具器具及び備品     22,364千円

土地 552,602千円

長期前払費用     2,257千円

合　計    739,294千円

※７．固定資産売却損の内容 ※７．固定資産売却損の内容

建　物    31,041千円

構築物   1,173千円

工具器具及び備品     7,591千円

長期前払費用   783千円

電話加入権    1,584千円

合　計    42,175千円

建　物        719千円

構築物        21千円

工具器具及び備品      3,203千円

電話加入権     7,069千円

合　計     11,014千円
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※８．固定資産除却損の内容 ※８．固定資産除却損の内容

建　物   204,447千円

構築物    28,028千円

車両運搬具   1,303千円

工具器具及び備品    87,943千円

ソフトウェア  1,280千円

長期前払費用     5,748千円

合　計   328,752千円

建　物     88,706千円

構築物     16,093千円

工具器具及び備品     36,926千円

長期前払費用     9,188千円

電話加入権 87千円

合　計    151,003千円

 ※９．減損損失

当事業年度に、以下の資産グループに基づき減損損失を計

上しております。資産のグルーピングは、本社、研修施設、

直営店舗につきましては各店舗ごと、貸与資産は各物件ご

とに行っております。

用　途 種　類 金　額

本社及び西葛西研

修施設
土地、建物、その他 6,992,362千円

直営店舗（80℃江

ノ島店他11店舗）
土地、建物、その他  1,262,080千円

貸与資産（守山市

土地他8物件）
土地、建物、その他 2,966,138千円

合　計 11,220,581千円

 

 ※９．減損損失

当事業年度に、以下の資産グループに基づき減損損失を計

上しております。資産のグルーピングは、直営店舗につき

ましては各店舗ごと、貸与資産は各物件ごとに行っており

ます。 

用　途 種　類 金　額

直営店舗 (笠間店

他10店舗)
 建物、その他         110,674千円

貸与資産(AEN 

GRANDE二子玉川

店他2店舗)

 建物、その他      91,987千円

合　計    202,661千円

 本社及び研修施設を売却する方向性の決定がなされているた

め、近年の地価下落傾向の中、時価が著しく下落しているた

め、それらの帳簿価額を正味売却価額まで減額し、6,992,362

千円（土地5,839,621千円、建物1,127,378千円、その他

25,362千円）を減損損失として特別損失に計上しております。

 なお、正味売却価額は、本社については不動産鑑定士による

不動産鑑定評価額、研修施設については固定資産税評価額を

採用しております。

直営店舗、貸与資産につきましては、近年の地価下落傾向

の中、時価が著しく下落し、かつ、使用価値が帳簿価額を

下回っているため、それらの帳簿価額を回収可能価額まで

減額した結果、直営店舗については1,262,080千円（土地

898,850千円、建物263,339千円、その他99,890千円）、貸

与資産については2,966,138千円（土地2,639,260千円、建

物293,497千円、その他33,380千円）を減損損失として特別

損失に計上しております。なお、回収可能価額のうち正味

売却価額は、固定資産税評価額を採用しており、使用価値

につきましては、将来キャッシュ・フローを資本コストの

6％で割り引いて算定しております。

直営店舗、貸与資産につきましては、近年の地価下落傾向

の中、時価が著しく下落し、かつ、使用価値が帳簿価額を

下回っているため、それらの帳簿価額を回収可能価額まで

減額した結果、直営店舗については  110,674千円（建物 

85,317千円、その他 25,356千円）、貸与資産については 

91,987千円（建物 74,944千円、その他 17,043千円）を減

損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可

能価額のうち正味売却価額は、固定資産税評価額を採用し

ており、使用価値につきましては、将来キャッシュ・フロー

を資本コストの6％で割り引いて算定しております。

 

 

（リース取引関係）

 当社は、ＥＤＩＮＥＴにより記載を省略しています。

（有価証券関係）

　前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年

３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税否認 90,148千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 267,718千円

賞与引当金損金算入限度超過額 132,435千円

投資損失引当金否認   121,500千円

債務保証損失引当金否認    65,205千円

未払役員退職慰労金否認    96,205千円

会員権評価損否認   42,936千円

投資有価証券評価損否認   229,347千円

関係会社株式評価損   285,525千円

退職給付引当金否認    27,418千円

営業権償却限度超過額   154,691千円

一括償却資産超過額否認    36,342千円

減損損失否認 4,495,003千円

そ　の　他 48,553千円

繰延税金資産小計 6,093,030千円

評価性引当額 △2,007,384千円

繰延税金資産合計 4,085,646千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金   211,454千円

繰延税金負債合計   211,454千円

繰延税金資産の純額 3,874,191千円

繰延税金資産

未払事業税否認       9,269千円

貸倒引当金損金算入限度超過額     187,237千円

賞与引当金損金算入限度超過額     122,278千円

投資損失引当金否認    301,320千円

債務保証損失引当金否認     104,085千円

未払役員退職慰労金否認      92,283千円

会員権評価損否認      42,916千円

投資有価証券評価損否認     168,568千円

関係会社株式評価損否認     337,969千円

退職給付引当金否認       2,197千円

営業権償却限度超過額     121,284千円

一括償却資産超過額否認      20,592千円

減損損失否認   1,336,109千円

繰越欠損金 1,647,803千円

そ　の　他     50,741千円

繰延税金資産小計   4,544,659千円

評価性引当額 △2,170,117千円

繰延税金資産合計   2,374,542千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金     300,431千円

繰延税金負債合計     300,431千円

繰延税金資産の純額   2,074,110千円

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

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

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異については、税引前当期純損失が計上さ

れているため記載しておりません。

   法定実効税率 40.5％

   (調  整)  

    交際費等永久に損金に算入されない項目 3.3

    受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.5 

    住民税均等割等 1.3

    評価性引当額の増減 4.5

    その他 0.2

    税効果会計適用後の法人税等の負担率  49.3
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額         1,140.89円

1株当たり当期純損失（△）      △238.57円

１株当たり純資産額            1,156.86円

１株当たり当期純利益 58.25円

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益

58.11円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失（△）及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純

損失(△)
                     

当期純利益又は当期純損失(△)（千円） △7,446,395 1,806,309

普通株主に帰属しない金額（千円） 12,000 15,000

（うち、利益処分による役員賞与金）

（千円）
(12,000) (15,000)

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失(△)（千円）
△7,458,395 1,791,309

期中平均株式数（株） 31,263,028 30,753,862

潜在株式調整後１株当たり当期純利益又は１

株当たり当期純損失(△)

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 71,609

（うち、ストックオプション制度の採用

により取得した自己株式）（株）
－ (71,609)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

ストックオプション制度の採用によ

り取得した自己株式

311,000株

 

──────
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．本社（土地・建物）の売却について

当社は、資産効率の向上及び固定資産の資金化を図る

ため、本社土地および建物の譲渡契約を平成17年５

月31日付にて締結しております。

(1) 譲渡先

株式会社エスプリ

東京都武蔵村山市大南三丁目15番14

(2) 資産の内容

当社本社土地(1,022.02㎡)および建物（4,654㎡）

所在地：東京都新宿区箪笥町22番地

(3) 譲渡予定日

平成17年６月30日

(4) 譲渡価額

　　1,717百万円

(5) 損益に与える影響

当該固定資産の譲渡による譲渡益は、翌営業年度に

おいて、特別利益に32百万円計上する予定でおりま

す。

(6) その他

譲渡後は現在使用している建物部分を賃借し、引き

続き本社として使用する予定であります。

 

           ───────────

 

 

 

 

 

 

 

　

 

 

 

 

７．役員の異動

(1) 代表者の異動

 該当事項はありません。

(2) その他役員の異動（平成18年6月28日付）

　　　新任取締役候補

　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ほった  とみお 

　　　　　取締役上席執行役員商品統括本部長　　　　　    堀 田   富 雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （上席執行役員商品統括本部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかい　じゅん

　　　　　取締役上席執行役員クリエイティブ統括本部長 　 中 井    順

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（上席執行役員クリエイティブ統括本部長）

 

        退任予定取締役

                                                        ただ   かずひこ

                                                        多 田   和 彦

                                                       (取締役相談役)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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