
１．平成18年3月期の連結業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）113円36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８ページを参照して下さい。 

  

平成18年3月期 決算短信（連結） 
平成18年5月18日

会社名 株式会社 デンコードー 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 8290 本社所在都道府県 宮城県 

(URL http://www.denkodo.co.jp/) 

代表者 役職名 代表取締役 

  氏名 井上 元延 

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長 

  氏名  高橋 正 ＴＥＬ （022）382－8822 

決算取締役会開催日 平成18年5月18日 

米国会計基準採用の有無 無 

(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。

 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 118,612 ( △0.6) 1,524 (  17.8) 3,188 ( △0.6)

17年3月期 119,280 (  1.9) 1,294 ( △6.4) 3,205 (  0.1)

 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 1,330 (△20.5) 89 35 89 15 6.6 6.8 2.7

17年3月期 1,673 (  7.1) 111 40 110 77 8.9 7.1 2.7

（注）①持分法投資損益 18年3月期 －百万円 17年3月期 －百万円

   ②期中平均株式数（連結） 18年3月期           14,775,285株 17年3月期 14,922,230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、対前期増減率であります。 

(2）連結財政状態 （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 47,572 20,568 43.2 1,412 41

17年3月期 46,084 19,469 42.3 1,315 88

（注）期末発行済株式数（連結） 18年3月期           14,555,549株 17年3月期 14,787,331株

(3）連結キャッシュ・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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年3月期 2,103 △1,871 △881 2,120 

17年3月期 1,427 △2,242 870 2,770 

(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 4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） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年3月期の連結業績予想（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 

  百万円 百万円 百万円

中間期 54,500  1,160  500  

通 期 121,000  3,400  1,650  
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１．企業集団の状況 

 当社グループは、当社（株式会社デンコードー）および子会社４社で構成され、主に家電事業及びリサイクル事業を

行っております。家電事業では、主に当社が家電・情報・エンタテインメント商品等の販売を行っており、リサイクル

事業では、株式会社エコプラスが一般家庭用品・ＡＶ・パソコン等のリサイクル商品の販売を行っております。 

 当社グループの概略図は、以下のとおりであります。なお、株式会社神奈川デンコードーは、平成18年３月31日の臨

時株主総会により解散することと致しました。これによる当社の連結業績に与える影響額はありません。 
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２．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は創業以来、四つ葉のクローバーを社章とし、そこに象徴される４つの「感謝の心」を変わらぬ経営理念とし

て掲げてまいりました。 

一．お客様への感謝 

一．株主様への感謝 

一．お取引先様への感謝 

一．社員とその家族への感謝 

 当社は、経営理念でもある「真心感謝」を、より堅固な「Core Competent（経営の核）」として、常に接客の原点

として、常に心の拠り所として具現化を図り、次の世代に継承して行こうと考えております。 

(2）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、中長期的な視点から経営戦略を策定し、企業収益構造の確立を図ることによって、将来にわたる株主価値

増大のために株主の皆様に対する安定的利益確保と、業績に見合った継続的配当を実施して行きたいと考えておりま

す。 

 具体的には、連結当期純利益の20％前後を目安に配当性向を維持するとともに、安定的な配当を維持するよう努力

いたします。  

 内部留保資金につきましては、市場ニーズに即応した付加価値商品の開発・提供や販売拠点のリニューアル及び店

舗網の拡充に向けた設備投資に充当し、将来業績の向上を通じて、株主の皆様への利益還元を図ってまいりたいと考

えております。 

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、当社株式の流動性の向上、流通の活性化及び投資家層の拡大を重要課題と認識し、平成18年８月に単元株

式数を500株から100株に変更することを平成18年５月18日の取締役会において決議いたしました。 

(4）目標とする経営指標 

 当社は、目標とする経営指標として、財務の安定性と投下資本の効率性を重視しており、家電業界において業績の

成長性等を見る指標として最適と考えるＲＯＡ（総資本経常利益率）と財務資金において大きな影響をもつ在庫に焦

点を当て効率面の視点から在庫回転率を設定し、株主価値の増加のために努力しております。 

 目標値としては在庫回転率、年10回転以上、ＲＯＡ（総資本経常利益率）10％以上を目標としております。。 

(5）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は2001年４月、中長期的な視点に立った経営計画「VISION21」を策定し、下記に示す４つの基本戦略に基づ

き、経営目標の実現に向けて、各年度毎に具体的な施策計画とその実施取り組みを進めております。 

この取り組みは、事業環境の変化に伴い適切な軌道修正を図りながら、厳しい市場環境の中でも企業が継続発展でき

るものを目指しております。 

基本戦略その１；顧客満足経営の深化によりブランドの強化を図る 

 デンコードーならではのＣＳ（品揃え×価格×接客サービス×買い場創り）の深化を、企業理念である真心感

謝の精神で実現し、他社との差異化を明確にして、高い企業ブランドの確立を目指す。地域密着の営業姿勢を強

め、お客様個々とのつながりを大事にして関係の維持強化を進める。 

基本戦略その２；市場の変化を察知し戦略型リストラを継続的に挑戦して行く 

 地域No.1戦略で「流通サービス業」への転換を目指し、新事業・新業態の開発を積極化するとともに既存店の

スクラップ・アンド・ビルドと業態集積型の「デンコードー・ビレッジ（村）」造りを進めて行く。 

基本戦略その３；企業価値を高めローコストで筋肉質な経営体質の構築を図る 

 不断に業務改革を進め、業務プロセスの見直しを図り、情報システムの活用と合わせて、スピーディで効率的

な企業運営体質への変革を進める。キャッシュフロー重視の経営方針のもと、投下資本運用の効率化や在庫回転

率の向上を図り、堅固な財務体質を構築する。 

基本戦略その４；個が全体を正し、自己啓発の継承で１人１人が「自分が主役」を担う 

 個人の成長と活性化のため、目標管理制度を充実させ、お客様満足度の向上と仕事の品質向上を不断に実行で

きる社員を目指す。人事制度や教育研修制度の拡充を図り、自律型社員の育成を進め、全員が自己啓発・自己改

造に励む真摯な企業風土を創る。地域社会の活動に積極的に参画し、社会貢献に寄与するとともに、法令遵守

（コンプライアンス）で信頼される会社を目指す。 
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(6）会社の対処すべき課題 

 当社が対処すべき課題としては、営業面では、お客様満足向上を追及した地域密着型の店舗サービス体制や商品

開発力の強化を進め、それを補完する物流システムや顧客情報システムなどの基盤構築を図るとともに、開発面で

は、スクラップ・アンド・ビルド等による既存店舗の活性化と競争力強化に取り組んでまいります。また、安定し

た収益基盤確立に向けて、「家電小売業」から「流通サービス業」への転換を目指し、社内の構造改革を一層進め

てまいります。企業の継続発展を目指し、企業理念である「真心感謝」のもと、中期経営計画「VISION21」の達成

のため、その実現に全力を尽くしてまいります。 

 （7）親会社等に関する事項 

      該当事項はありません。 

（8）内部管理体制の整備・運用状況 

① 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制整備の状況 

  当社は、管理・営業・開発の３本部制を敷いているほか、情報システムグループが設置されており、相互に牽制

並びに機能を分けております。管理本部の統制下にある管理部門の配置状況は、経理、財務、経理企画の機能を経

理グループの管理とし、人事・総務・教育研修の機能は総務人事統括の管理下にあります。営業・開発部門に対し

て内部統制が適切かつ合理的に機能するよう運営されております。 

  また、当社は、コーポレート・ガバナンス強化を図るべく、内部管理体制強化のための牽制組織として、社長直

属の指揮命令下にある監査室が「内部監査規程」に基づき、経営・業務・会計及び予防監査を範囲として中期経営

計画の経営統制の状況や各部門における業務執行等の社内ルールの適正運用と法令遵守の状況を把握する内部監査

が主業務であります。なお、内部監査は、定例、テーマ別並びに特命監査に区分され、子会社を含め実施しており

ます 

  当社は、平成18年5月施行の会社法に対応し、内部統制システムの構築に向けた方針を決定し、組織体制を含め

た見直しと内部管理体制の更なる整備を目指し取組んでおります。 

  また、社内規程については、「経理規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」「稟議規程」などを適正、適法に

業務を運営すべく、社内の業務を網羅するよう整備・運用しており、法改正などへの対応改訂を継続的に実施して

おります。  

 ② 内部管理体制の充実に向けた取組みと最近1年間における実施状況 

 当期は、以下の施策により、内部統制面における充実を図りました。 

 ・ 個人情報保護法に対応した情報セキュリティ並びに情報の保管管理の強化 

 ・ コンプライアンス委員会活動強化による社内の倫理行動規範の具現化と実践ならびに啓蒙活動 

 ・ 社内通報制度の整備並びに公益通報者保護制度に関する通報制度の整備 

 ・ 各部門の業務執行に対するトップマネジメントによる報告会の充実 

 ・ 社内テレビ会議並びにインターネット活用による社内情報の指示等について迅速な発信とその定着状況の把

握受領 

 ・ 適時開示の管理及び統制等の整備と強化 

 （9）その他、会社の経営上の重要な事項 

    該当事項はありません。  
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３．経営成績 

(1）当期の概要 

 当連結会計年度における我が国経済は、着実に回復を続け息の長い拡大基調を維持しております。企業収益は好調

に推移し、設備投資も着実に増加が見られるほか、雇用や賃金も改善が進んでおります。リストラ一巡による雇用不

安の緩和から消費マインドが安定するとともに、個人消費が堅調に推移し始めて、景気拡大を安定化させる役割を担

ってきております。一方、公共投資は総じて低調に推移し、輸出や生産の比率が低い地域の経済を刺激するには至ら

ず、地域間の経済格差が顕著に見え始めております。 

 このような経済環境の中、家電事業では当社営業エリアにおける地上デジタル放送の開始やトリノ冬季オリンピッ

クの開催などにより、薄型テレビなどデジタル家電が伸長いたしましたが、梅雨明けの遅れによるエアコン等季節商

品の不振やゲームソフト・音楽ソフトなどエンタテインメント商品の低迷がありました。また、リサイクル事業につ

きましても、電気用品安全法（ＰＳＥ法）施行に端を発した関連商品取り扱いの混乱等の影響もありました。 

 この結果、売上高は1,186億12百万円（前期比0.6％減）、営業利益15億24百万円（前期比17.8％増）、経常利益31

億88百万円（前期比0.6％減）となりました。 

 当期純利益につきましては、減損会計の導入による5億90百万円の減損損失を計上したため、13億30百万円（前期

比20.5％減）となりました。 

【家電事業】 

 家電事業におきましては、家電国内総需要が微増にとどまる中で、薄型テレビやＤＶＤレコーダーなどのデジタ

ル家電商品の売上台数は順調に推移いたしましたが、販売単価の低下が著しく売上金額は台数ほどの伸長には至り

ませんでした。パソコンなど情報商品も低調を続ける中、デジタルオーディオ商品が大きく伸長いたしましたが、

反面従来型の音楽CDソフトやゲームソフトが前年を割り込むなど、盛衰サイクルの渦中で低迷している商品もあり

ます。また、全国展開家電量販店の当社営業エリア内出店も続いており、経営をめぐる環境は概して厳しいものと

なっております。 

 このような状況の中で当社グループにおきましては、携帯電話販売やブロードバンド商品の取り次ぎを拡大する

など、インセンティブ商品の取り組み強化を進めた他、キャンペーンによる集中販売での粗利益改善を図り、利益

確保に努力いたしました。また、経営体質改革の一環として業務プロセスの見直しを進め、お客様満足度の向上を

図るとともに業務の効率化によるローコスト化にも注力いたしました。 

 当期における家電事業の設備投資は、当社最大規模店舗「ＭＡＸデンコードー」を１店舗新設したほか、中規模

店舗「ＳＵＰＥＲデンコードー」を１店舗新設並びに３店舗を移転増床し、専門店業態においては「Ｍｒ．コンセ

ント」３店舗、「ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ」１店舗および「ＴＳＵＴＡＹＡ」１店舗を新設いたしました。また、効率

を重視する観点から不採算店舗を８店舗閉鎖いたしました。なお、当連結会計年度末における店舗数は、115店舗と

なりました。 

 この結果、家電事業の売上高は1,162億80百万円（前期比0.8％減）、営業利益は14億39百万円（前期比21.3％

増）となりました。 

【リサイクル事業】 

リユース・リサイクル業界は、全世界的に環境問題が注目され、我が国でも地球温暖化防止策の法律施行及び削

減目標を明確にされるなど、循環型社会を必要とする時代性と社会的意識も大きく変わり、リサイクルを求める消

費者のご支持を受けるに至っております。 

 一方において、ＰＳＥ法の中古電気用品販売における法律が、平成18年４月１日より施行されることに伴い、そ

の内容・解釈が不明瞭な状態の中で２～３月に対象商品の大幅な値下げ販売をいたしました。３月末には、経済産

業省の通達により絶縁耐力検査機による漏電検査を行うことにより、ＰＳＥマークの表示で販売ができる事となる

など、リユース市場は混乱のなかで当期末を迎えるに至りました。 

 当社グループのリサイクル事業におきましては、「ハードオフ」３店舗、「オフハウス」４店舗を新設いたしま

した。また、収益重視の観点から１店舗を閉鎖いたしました。なお、当連結会計年度末における店舗数は、42店舗

となりました。 

 この結果、リサイクル事業の売上高は、新規出店に伴う既存店舗からの商品の供給実施等による負担増加の影響

がありましたが、前期新設店舗の売上貢献並びにオフハウス関連商品が堅調に推移したこともあり、23億35百万円

（前期比11.7％増）となりました。利益面につきましては、経費の抑制に懸命に努めましたが、新設店舗の一時費

用の発生やＰＳＥ法の施行に備え、対象商品の大幅な値下げ販売を実施したことなどもあり、営業利益は85百万円

（前期比20.5％減）となりました。 
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(2）財政状態 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動で得た資金なら

びに前期より繰越しした資金を長期借入金の返済に充てたほか、投資活動で使用した結果、前連結会計年度末より

649百万円減少し、21億20百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は、21億３百万円（前期比６億75百万円増）となりまし

た。これは主に、税金等調整前当期純利益26億31百万円（前期29億82百万円）、減価償却費12億円（同12億83百万

円）、仕入債務の増加額５億47百万円（同減少額６億38百万円）があり、法人税等の支払額14億64百万円（同14億

95百万円）があったためです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は、18億71百万円（前期比3億70百万円減）となりまし

た。これは主に、新規出店およびリニューアルを中心とする有形固定資産の取得による支出17億34百万円（前期15

億６百万円）があったためです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において、財務活動の結果支出した資金は、8億81百万円（前期比17億51百万円増）となりまし

た。これは、長期借入金の返済による支出37億11百万円（前期11億98百万円）があったものの、設備投資資金のた

めの長期借入による収入30億円（同45億円）があったためです。 

  

※ 自己資本比率：自己資本比率／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

3.営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを採用してお

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。 

平成18年３月期期末現在店舗数  

MAXデンコードー 16店 TSUTAYA 7店 ハードオフ 21店 

SUPERデンコードー 38店 メディアサイト 7店 オフハウス 20店 

Regularデンコードー 12店 Mr.コンセント 24店 ガレージオフ １店 

Wonder GOO 11店   エコプラス店舗計 42店 

    直営物販店舗合計 115店 グループ物販店舗計 157店 

  
40期 

平成１６年３月期 

41期 

平成１７年３月期 

42期 

平成１８年３月期 

自己資本比率（％） 41.5 42.3 43.2 

時価ベースの自己資本比率（％） 24.7 30.8 36.4 

債務償還年数(年） 2.9 7.4 5.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 47.9 18.3 27.4 
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（3）事業等のリスク 

有価証券報告書に記載した事業の概況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能

性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 1.財政状態及び経営成績の異常な変動 

 ① 出店政策による経営成績の影響について 

当社グループは、販売拠点である東北６県、北海道、東京都及び神奈川県にて新規出店及び売場面積の拡大を

図っており、平成18年３月期末、店舗数は157店舗となっております。 

 当社グループとしましては、今後も新規出店及び既存店のリニューアルを計画しており、新規店舗数及び当該

リニューアル店舗数の増加に伴い、人件費及び広告宣伝費等の諸経費の増加が見込まれるとともに、物件の手当

てが進まず、出店計画の変更及び延期等が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 ② 競合について 

当社グループの販売拠点では大手家電量販店との競争は激しく、また今後も大手家電量販店が当該拠点に新規

出店することが予想されることから、競争は更に激化する可能性があります。 

 当社グループとしましては店舗網の拡大を図るとともに、品揃えの充実や販売力の強化等により既存店の活性

化等を図っておりますが、当該量販店との競争により更なる価格競争にさらされた場合には、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ③ 業績の季節要因によるリスク 

当社グループの月ごとの販売高は季節要因により、総売上高に締める割合が次のように変化いたします。売上

高の季節指数の高い順に12月、１月と冬物商品を中心とした年末年始商戦があり、更に３月には新入学商戦など

があり下期に売上高のウエイトが高くなっております。一方、上期の７月には、夏商戦がありますが、下表のご

とく売上、営業利益、経常利益がそれぞれ上期に比べて下期に占める割合が高くなっております。また、季節要

因の高い12月、１月、７月に異常気象により冷夏暖冬となった場合には、収益に与える影響が大きくなる可能性

があります。 

 2.法的規制等について 

 出店に関する規制について 

 店舗の新規出店及び増床に際しては、平成12年６月１日より「大規模小売店舗立地法」（以下、「大店立地

法」）が施行されたため、当社グループが今後の新規出店並びに増床を予定している店舗につきましては、「大店

立地法」による規制を受けております。「大店立地法」では、売場面積1,000㎡を超える新規出店並びに増床につ

いて、都市計画、交通、地域環境等の観点から地元自治体による出店の規制が行われます。そのため、申請前の環

境調査や、出店が環境に与える影響の予測等が実施されることにより出店までに要する期間が長期化し、当社グル

ープの今後の出店計画が影響を受ける可能性があります。 

区分 
平成17年３月期 平成18年３月期 

上半期 下半期 年度計 上半期 下半期 年度計 

売上高（百万円） 53,511 65,769 119,280 53,761 64,850 118,612 

（構成比率）（％） 44.9 55.1 100.0 45.3 54.7 100.0 

営業利益（百万円） 186 1,108 1,294 393 1,131 1,524 

（構成比率）（％） 14.4 85.6 100.0 25.8 74.2 100.0 

経常利益（百万円） 1,140 2,065 3,205 1,157 2,030 3,188 

（構成比率）（％） 35.6 64.4 100.0 36.3 63.7 100.0 
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(4）次期の見通し 

国内経済は、個人消費や設備投資が引き続き堅調に推移し、民間需要に牽引されて穏やかな回復が続くものと予

測されております。 

 このような環境のもとで当社グループの次期連結業績見通しは、売上高121,000百万円、経常利益3,400百万円、

当期純利益1,650百万円を見込んでおります。 

【家電事業】 

 家電業界の環境は、総需要の伸びが難しい中、地上デジタル放送の開始エリア拡大に伴い、薄型テレビなどデジ

タル家電商品が継続して伸長するものの、従来型商品の落ち込みも見込まれ、楽観できない状況が続くものと思わ

れます。また、全国展開家電量販店との競合も、一層厳しさが増すものと予測されます。 

 このため、競合環境下で企業が継続して発展していくための中期経営計画「VISION21」の実現に向けて、年度別

の施策実施を急ぎ、お客様に強く支持される顧客満足度の高い企業を目指して、企業体質改革に引き続き取り組み

をしてまいります。 

 これにより次期の業績見通しは売上高118,200百万円、経常利益3,300百万円を見込んでおります。 

【リサイクル事業】 

 リユース・リサイクル業界におきましては、引き続き市場が拡大するものと予測され、大手企業の中古小売業界

への新規参入と既存同業者の新規出店が続くものと思われます。 

 このような状況下で、当社グループのリサイクル事業は、PSE法順守の対応として全店舗に漏電を調べる絶縁耐

力検査機を導入し、お客様の安心と信頼を得られるよう取り組んでまいります。 

 また、エコロジーという時代の変化を的確に捉え経営に生かし、株式会社ハードオフコーポレーション（本店所

在地：新潟県新発田市）の本部指導に基づくビジネスモデルの確立を目指すとともに、開発面におきましては、多

様化するお客様に対応した「ハードオフ」「オフハウス」等の複合店舗の出店展開を進め、お客様のご支持を得る

中で高い経営効率の事業基盤の実現と運営体制の確立に取組み、経営理念の実現に全社一丸となって取り組んでま

いります。 

 次期の業績見通しは、売上高2,800百万円、経常利益100百万円を見込んでおります。 

 次期の予想は、本資料の発送日現在において入手可能な情報に基づいており、将来の業績に影響を与える不確実な

要因がふくまれているため、あくまで本資料発送日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後、

様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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４．連結財務諸表等 
(1）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

増減
(百万円)

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   2,769   2,120  △649

２．売掛金   3,750   3,836  85

３．有価証券   0   0  0

４．たな卸資産   14,095   15,091  995

５．繰延税金資産   700   747  46

６．その他   578   618  40

貸倒引当金   △2   △0  1

流動資産合計   21,893 47.5  22,413 47.1 519

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※１ 22,393   23,793   

減価償却累計額  △10,915 11,478  △11,779 12,013  534

(2）土地 
※１ 
※２ 

 4,376   4,181  △195

(3）建設仮勘定   120   50  △70

(4）その他  678   692   

減価償却累計額  △514 163  △522 169  6

有形固定資産合計   16,139 35.0  16,414 34.5 275

２．無形固定資産   64 0.2  95 0.2 31

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   951   1,576  624

(2）長期貸付金   127   115  △11

(3）差入保証金・敷金   5,382   5,484  102

(4）繰延税金資産   1,052   881  △170

(5）その他   564   635  70

貸倒引当金   △91   △44  47

投資その他の資産合計   7,987 17.3  8,648 18.2 661

固定資産合計   24,190 52.5  25,159 52.9 968

資産合計   46,084 100.0  47,572 100.0 1,488
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

増減
(百万円)

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形及び買掛金   7,489   8,036  547

２．短期借入金 ※１  2,950   3,500  550

３.一年以内返済長期借入
金 

※１  3,486   2,918  △568

４．未払法人税等   1,006   968  △38

５．賞与引当金   653   680  26

６．ポイント割引引当金   632   746  113

７．その他   2,837   2,579  △257

流動負債合計   19,056 41.3  19,430 40.9 373

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金 ※１  4,230   4,086  △143

２．退職給付引当金   2,113   2,146  33

３．役員退職慰労引当金   413   413  －

４．その他   794   920  126

固定負債合計   7,550 16.4  7,567 15.9 16

負債合計   26,607 57.7  26,997 56.8 390

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   7 0.0  6 0.0 △0

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金   2,866 6.2  2,866 6.0 －

Ⅱ 資本剰余金   2,518 5.5  2,518 5.3 －

Ⅲ 利益剰余金   14,336 31.1  15,371 32.3 1,034

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  258 0.6  630 1.3 372

Ⅴ 自己株式 ※３  △510 △1.1  △818 △1.7 △308

資本合計   19,469 42.3  20,568 43.2 1,098

負債、少数株主持分及
び資本合計 

  46,084 100.0  47,572 100.0 1,488
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(2）連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

増減
(百万円)

Ⅰ 売上高   119,280 100.0  118,612 100.0 △667

Ⅱ 売上原価 ※１  95,268 79.9  94,227 79.4 △1,040

売上総利益   24,012 20.1  24,384 20.6 372

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２  22,717 19.0  22,859 19.3 142

営業利益   1,294 1.1  1,524 1.3 230

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  37   37   

２．受取配当金  5   6   

３．仕入割引  1,389   1,313   

４．その他  622 2,054 1.7 465 1,822 1.5 △232

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  75   74   

２．不動産管理費用  48   67   

３．その他  19 143 0.1 17 159 0.1 △15

経常利益   3,205 2.7  3,188 2.7 △17

Ⅵ 特別利益        

１. 貸倒引当金戻入益  －   17   

２. 電気設備補助金収入  － － － 52 69 0.0 69

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※３ 186   30   

２．減損損失 ※４ －   590   

３．電話加入権評価損  14   －   

４．賃借契約解約損  18   5   

５．訴訟和解金  4 223 0.2 － 626 0.5 402

税金等調整前当期純
利益 

  2,982 2.5  2,631 2.2 △350

法人税、住民税及び
事業税 

 1,381   1,426   

法人税等調整額  △73 1,307 1.1 △124 1,301 1.1 △5

少数株主損益（△加算）   0 0.0  △0 0.0 △1

当期純利益   1,673 1.4  1,330 1.1 △343

        

- 11 -



(3）連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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（百万円） 金額（百万円） 
増減
(百万円)

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,518  2,518 △0

Ⅱ 資本剰余金減少高        

   自己株式処分差損   0 0 － － △0

Ⅲ 資本剰余金期末残高   2,518  2,518 －

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   12,963  14,336 1,373

Ⅱ 利益剰余金増加高      

当期純利益  1,673 1,673 1,330 1,330 △343

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  271  266  

２．役員賞与  15  11  

３．自己株式処分差損  13 300 17 295 △4

Ⅳ 利益剰余金期末残高   14,336  15,371 1,034

      

- 12 -



(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４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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（百万円） 金額（百万円） 
増減
(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

税金等調整前当期純
利益 

 2,982 2,631 △350

減価償却費  1,283 1,200 △82

ポイント割引引当金
の増減額（減少：
△） 

 31 113 82

退職給付引当金の増
減額（減少：△） 

 176 33 △143

その他引当金の増減
額（減少：△） 

 1 △22 △23

受取利息及び受取配
当金 

 △43 △43 0

支払利息  75 74 △0

減損損失  － 590 590

固定資産除却損及び
評価損 

 200 30 △170

売上債権の増減額 
（増加：△） 

 △421 △85 336

たな卸資産の増減額
（増加：△） 

 △487 △995 △508

仕入債務の増減額 
（減少：△） 

 △638 547 1,185

前受金の増減額 
（減少：△） 

 62 △376 △439

その他  △316 △96 219

小計  2,907 3,601 694

利息及び配当金の受
取額 

 43 43 0

利息の支払額  △77 △76 1

火災保険の受取額  50 － △50

法人税等の支払額  △1,495 △1,464 31

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 1,427 2,103 675

 

- 13 -



  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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（百万円） 金額（百万円） 
増減
(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

有価証券の取得によ
る支出 

 △209 － 209

有形固定資産の取得
による支出 

 △1,506 △1,734 △227

有形固定資産の売却
による収入 

 1 － △1

無形固定資産の取得
による支出 

 △6 △38 △32

保証金・敷金の差入
による支出 

 △866 △436 429

保証金・敷金の返還
による収入 

 316 315 △0

貸付金の回収による
収入 

 30 30 0

その他  △1 △8 △6

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △2,242 △1,871 370

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

短期借入金の純減少
額 

 △700 550 1,250

長期借入による収入  4,500 3,000 △1,500

社債の償還による支
出 

 △1,000 － 1,000

長期借入金の返済に
よる支出 

 △1,198 △3,711 △2,512

自己株式の取得によ
る支出 

 △407 △364 43

配当金の支払額  △271 △265 5

その他  △52 △90 △38

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 870 △881 △1,751

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
増減額（減少額：△） 

 55 △649 △704
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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（百万円） 金額（百万円） 
増減
(百万円) 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 2,715 2,770 55

Ⅶ 現金及び現金同等物の
期末残高 

 2,770 2,120 △649
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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４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  すべての子会社を連結しております。 

 連結子会社は、株式会社エコプラス、

株式会社北日本ワンダックス、株式会社

メディアキャストおよび株式会社神奈川

デンコードーの４社であります。 

 上記のうち、株式会社神奈川デンコー

ドーについては、当連結会計年度におい

て、新たに設立したため、連結の範囲に

含めております。 

 すべての子会社を連結しております。 

 連結子会社は、株式会社エコプラス、

株式会社北日本ワンダックス、株式会社

メディアキャストおよび株式会社神奈川

デンコードーの４社であります。 

 上記のうち、株式会社神奈川デンコー

ドーについては、平成18年３月31日臨時

株主総会において解散することとなりま

した。それによる当社の連結業績に与え

る影響額はありません。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 該当なし 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事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。 

同左 

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 

イ．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しておりま

す。） 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

 ロ．たな卸資産 

商品 

総平均法による低価法 

ただし、オーディオ・ビジュアル

ソフト、ＴＶゲームソフト・機

器、書籍およびリサイクル商品等

については、移動平均法による原

価法もしくは売価還元法による原

価法 

ロ．たな卸資産 

商品 

総平均法による低価法 

ただし、オーディオ・ビジュアル

ソフト、ＴＶゲームソフト・機

器、書籍およびリサイクル商品等

については、主として移動平均法

による原価法もしくは売価還元法

による原価法 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ．有形固定資産 

定率法 

 ただし、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。 

 なお、耐用年数および残存価額につ

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。 

イ．有形固定資産 

同左 

 ロ．無形固定資産 

定額法 

 なお、耐用年数については、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。 

ロ．無形固定資産 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ハ．長期前払費用 

均等償却 

 なお、償却期間については、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。 

ハ．長期前払費用 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

イ．貸倒引当金 

 債権の貸倒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。 

イ．貸倒引当金 

同左 

 ロ．賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与に充て

るため、将来の支給見込額のうち当連

結会計年度の負担額を計上しておりま

す。 

ロ．賞与引当金 

同左 

 ハ．ポイント割引引当金 

 将来のメンバーズカードのポイント

の使用による売上値引に備えるため、

過去の使用実績率に基づき将来使用さ

れると見込まれる金額を計上しており

ます。 

ハ．ポイント割引引当金 

同左 

 ニ．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

及び年金資産に基づき、当連結会計年

度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

 なお、数理計算上の差異は、３年に

よる定額法によりそれぞれ発生した連

結会計年度から費用処理しておりま

す。 

ニ．退職給付引当金 

同左 

 ホ．役員退職慰労引当金 

 平成16年6月29日定時株主総会の日を

もって役員の退職慰労金制度を廃止

し、内規に基づく制度廃止時の要支給

額を役員の退任時に支払うこととなっ

たため、当該支給予定額を計上してお

ります。 

ホ．役員退職慰労引当金 

       同左 

(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 

消費税等の会計処理 

税抜方式 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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。 

同左 

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結会計年度中に確定した利益処分に

基づいております。 

同左 

７．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 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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） 

 当連結会計年度より、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）を適用しており

ます。 

 これにより税金等調整前当期純利益は590百万円減少

しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 
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表示方法の変更 

(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４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産売却

益」は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏し

くなったため「その他」に含めております。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている固

定資産売却益」は０百万円であります。 

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の増減

額」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示して

おりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記して

おります。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている 

「前受金の増減額」は、23百万円であります。 

３．投資活動によるキャッシュ・フローの「有価証券の売

却による収入」は、当連結会計年度において、金額的重

要性が乏しくなったため「その他」に含めております。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「有価証券の売却による収入」は、12百万円でありま

す。 

          ────── 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

※１ 担保提供資産 担保提供資産 

  下記資産は短期借入金1,312百万円、長期借入金

（一年以内返済長期借入金を含む） 1,647百万円の

担保に供しております。 

 下記資産は短期借入金  687百万円、長期借入金

（一年以内返済長期借入金を含む） 2,402百万円の

担保に供しております。 

 建物  512  百万円

土地   2,077   

計 2,589 

建物    445百万円

土地 2,002 

計 2,447 

※２． 未利用用地    242百万円       ──────      

※３ 自己株式の保有数 自己株式の保有数 

  連結会社が保有する当社の株式の数は以下のとお

りであります。 

 連結会社が保有する当社の株式の数は以下のとお

りであります。 

 普通株式 660,321株 普通株式        892,103株

  なお、当社の発行済株式総数は、普通株式

15,447,652株であります。 

 なお、当社の発行済株式総数は、普通株式

15,447,652株であります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 低価法による商品評価減額   275百万円 低価法による商品評価減額      218百万円

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの 販売費及び一般管理費の主なもの 

 広告宣伝費     2,086百万円

貸倒引当金繰入額 0 

給与及び手当 7,378 

賞与引当金繰入額 653 

退職給付費用 377 

役員退職慰労引当金繰入額 3 

地代家賃 2,796 

減価償却費     1,294 

広告宣伝費      2,041百万円

貸倒引当金繰入額 0  

給与及び手当 7,612  

賞与引当金繰入額  680 

退職給付費用  228 

地代家賃 2,927 

減価償却費 1,190 

※３ 固定資産除却損の内訳 固定資産除却損の内訳 

 建物及び構築物 154百万円

その他 31 

計 186  

建物及び構築物  16百万円

その他 14 

計 30 
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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４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※４ ──────   当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上いたしまし

た。 

  当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として店舗を基本単位とし、また、賃貸不

動産等については物件単位ごとにグルーピングして

おります。 

 上記の資産について、収益性が低下又は用途変更

が予定されている資産グループ及び主要資産の市場

価格が帳簿価額より著しく下落している資産グルー

プの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上しております。 

 なお、資産グループごとの回収可能価額は、正味

売却価額により測定しており、土地・建物について

は不動産鑑定士からの評価額を基準としておりま

す。なお、閉鎖後廃棄を予定している店舗設備につ

いては、原則として正味売却価額を零として評価し

ております。 

用途 場所 種類 金額 

 店舗 

 北海道 

 山形県 

その他  

建物及び 

構築物  
131百万円

その他  2  

賃貸 

不動産  

 宮城県 

 福島県 

 その他 

建物及び 

構築物 
254 

土地   166 

その他 6 

 遊休 

不動産 
 宮城県 土地 29 

合計      590 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定   2,769百万円

有価証券  0百万円

現金及び現金同等物   2,770百万円

現金及び預金勘定    2,120百万円

有価証券   0百万円

現金及び現金同等物    2,120百万円
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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 
（百万円）

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

有形固定資産 
その他 

2,173 976 1,197 

無形固定資産 117 38 79 

合計 2,291 1,014 1,276 

 
取得価額相
当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

有形固定資産 
その他 

2,227 1,183 1,044 

無形固定資産 187 99 87 

合計 2,414 1,283 1,131 

 （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。 

 （注）        同左 

② 未経過リース料期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内    428百万円

１年超 848百万円

合計     1,276百万円

１年内       413百万円

１年超    718百万円

合計      1,131百万円

 （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。 

 （注）        同左 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料   420百万円

減価償却費相当額   420百万円

支払リース料      440百万円

減価償却費相当額      440百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

（借主側） （借主側） 

未経過リース料 未経過リース料 

１年内     2,339百万円

１年超    23,094百万円

合計    25,433百万円

１年内      2,518百万円

１年超     25,706百万円

合計     28,225百万円

（貸主側） （貸主側） 

未経過リース料 未経過リース料 

１年内  71百万円

１年超    452百万円

合計    524百万円

１年内    208百万円

１年超       928百万円

合計      1,137百万円
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（有価証券関係）  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

(注）減損処理にあたっては、下落率が30％以上の株式について、著しく下落したものと判断しております。 

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 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 種類 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式 414 852 438 414 1,476 1,062 

(2）債券       

① 国債・地方債等 － － － －  －  －  

② 社債 － － － －  － －  

③ その他 29 29 0 29 30 0 

(3）その他 － － － －   － －  

小計 444 882 439 444 1,507 1,063 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株式 36 31 △4 36 31 △4 

(2）債券       

① 国債・地方債等 29 29 △0 29 29 △0 

② 社債 － － － －  －   － 

③ その他 － － － －  －  －  

(3）その他 － － － －  －  －  

小計 66 61 △4 66 61 △4 

合計 510 944 434 510 1,568 1,058 

前連結会計年度 
（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

売却額（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

売却額（百万円）
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

12 5 0 － － － 

 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

 非上場株式（店頭売買株式を除く） 7 7 

合計 7 7 
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４．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連結決算日後における償還予定額 

 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

１年以内 

（百万円） 

１年超５年

以内 

（百万円）

５年超10年

以内 

（百万円）

10年超 

（百万円）

１年以内 

（百万円）

１年超５年

以内 

（百万円） 

５年超10年

以内 

（百万円）

10年超 

（百万円）

１．債券                 

国債・地方債等 － 29 － － － 29 － － 

合計 － 29 － － － 29 － － 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社および連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度、厚生年金基金制度（複数事業主制

度）および適格退職年金制度を設けております。 

 退職一時金制度については、会社設立時等に設定されております。なお、厚生年金基金については昭和54年

６月に、適格退職年金については昭和63年７月にそれぞれ設定され、退職給与の一部を移行いたしました。 

２．退職給付債務に関する事項 

 （注） 厚生年金基金制度を含めておりません。なお、厚生年金基金制度における年金資産の額は以下の通りでありま

す。 

当連結会計年度の年金資産     7,544百万円 

前連結会計年度の年金資産    6,235百万円 

３．退職給付費用に関する事項 

 （注） 厚生年金基金制度を含めておりません。なお、年金拠出額は以下のとおりであります。また、会計基準変更時

差異は発生しておりません。 

当連結会計年度の年金拠出額    166百万円 

前連結会計年度の年金拠出額    167百万円 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日現在）

当連結会計年度 

（平成18年３月31日現在）

イ．退職給付債務 △3,690 △3,806 

ロ．年金資産 1,468 1,745 

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △2,221 △2,061 

ニ．未認識数理計算上の差異 108 △85 

ホ．退職給付引当金（ハ＋ニ） △2,113 △2,146 

  （単位：百万円）

 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日）

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日）

イ．勤務費用 206 220 

ロ．利息費用 65 73 

ハ．期待運用収益 △20 △22 

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 125 △44 

ホ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ） 377 228 

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日現在）

当連結会計年度 

（平成18年３月31日現在）

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

ロ．割引率 2.0％ 2.0％ 

ハ．期待運用収益率 1.5％ 1.5％ 

ニ．数理計算上の差異の処理年数 ３年 ３年 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31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 

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  

賞与引当金計上額   264百万円

ポイント割引引当金計上額 255 

未払事業税否認 61 

退職給付引当金計上額 842 

役員退職慰労引当金計上額 167 

土地評価損計上額 156 

その他 320 

繰延税金資産合計 2,067 

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △133 

その他有価証券評価差額金 △174 

その他 △8 

繰延税金負債合計 △316 

繰延税金資産の純額 1,751 

繰延税金資産  

賞与引当金計上額    264百万円

ポイント割引引当金計上額 301 

未払事業税否認 58 

退職給付引当金計上額 867 

役員退職慰労引当金計上額 167 

土地評価損計上額 156 

 減損損失計上額 207 

その他 299 

繰延税金資産小計 2,322 

 評価性引当額 △131 

繰延税金資産合計 2,190 

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △129 

その他有価証券評価差額金 △426 

その他 △10 

繰延税金負債合計 △567 

繰延税金資産の純額 1,623 

 （注） 当連結会計年度における繰延税金資産の純額

は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれて

おります。 

 （注） 当連結会計年度における繰延税金資産の純額

は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれて

おります。 

流動資産－繰延税金資産   700百万円

固定資産－繰延税金資産 1,052 

固定負債－繰延税金負債 △1 

  

流動資産－繰延税金資産    747百万円

固定資産－繰延税金資産 881 

固定負債－繰延税金負債 △5 

  

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 40.4％

（調整）  

住民税均等割等 3.2 

その他 0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.9 

法定実効税率 40.4％

（調整）  

住民税均等割等 3.8 

評価性引当額 5.0 

その他 0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.5 
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（セグメント情報） 

ａ．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４月１日至平成17年３月31日） 

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な商品 

家電事業    家電・情報・通信・エンタテインメント商品等 

リサイクル事業 一般家庭用品・ＡＶ・パソコン等 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（3,058百万円）の主なものは、余資運用資金（現金及

び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）であります。 

 
家電事業 
（百万円） 

リサイクル事
業（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 117,189 2,090 119,280 － 119,280 

(2）セグメント間の売上高又は

振替高 
7 － 7 (7) － 

計 117,196 2,090 119,287 (7) 119,280 

営業費用 116,009 1,983 117,992 (7) 117,985 

営業利益 1,187 107 1,294 － 1,294 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
     

資産 41,220 1,804 43,025 3,058 46,084 

減価償却費 1,211 71 1,283 － 1,283 

資本的支出 1,503 84 1,587 (22) 1,565 
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当連結会計年度（自平成17年４月１日至平成18年３月31日） 

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な商品 

家電事業    家電・情報・通信・エンタテインメント商品等 

リサイクル事業 一般家庭用品・ＡＶ・パソコン等 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（2,461百万円）の主なものは、余資運用資金（現金及

び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）であります。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

    前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

    当連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

    前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

    当連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 
家電事業 
（百万円） 

リサイクル事
業（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 116,276 2,335 118,612 －  118,612 

(2）セグメント間の売上高又は

振替高 
3 －  3 (3) －  

計 116,280 2,335 118,616 (3) 118,612 

営業費用 114,840 2,250 117,091 (3) 117,087 

営業利益 1,439 85 1,524 －  1,524 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
     

資産 42,955 2,155 45,111 2,461 47,572 

減損損失 590 － 590 － 590 

減価償却費 1,122 78 1,200  － 1,200 

資本的支出 1,760 356 2,117 － 2,117 
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⑦ 関連当事者との取引 

前連結会計年度（平成17年３月31日現在） 

役員及び個人主要株主等 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

 業務の執行は、他の税理士が行っており、一般的取引条件によっております。 

当連結会計年度（平成18年３月31日現在） 

役員及び個人主要株主等 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

 業務の執行は、他の税理士が行っており、一般的取引条件によっております。 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

関係内容 
取引の内
容 

取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高 
（百万円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員及びそ

の近親者 

㈲第一経営会計

センター 

代表取締役 

金澤 七郎 

青森県

八戸市 
3 会計事務 － 

当社監

査役 

税務顧

問 

会計サー

ビス 
1 － －

属性 会社等の名称 住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

関係内容 
取引の内
容 

取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高 
（百万円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員及びそ

の近親者 

㈲第一経営会計

センター 

代表取締役 

金澤 七郎 

青森県

八戸市 
3 会計事務 － 

当社監

査役 

税務顧

問 

会計サー

ビス 
2  未払金 0  
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額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。 

（重要な後発事象） 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

    該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

    該当事項はありません。 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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 1,315.88円

１株当たり当期純利益       111.40円

１株当たり純資産額         1,412.41円

１株当たり当期純利益            89.35円

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
      110.77円

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
           89.15円

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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   

当期純利益（百万円） 1,673 1,330 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 11 10 

（うち利益処分による役員賞与金） （11） (10)  

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,662 1,320 

普通株式の期中平均株式数（株） 14,922,230 14,775,285 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（百万円） － －  

普通株式増加数（株） 85,725 33,464 

（うち自己株式取得方式によるストッ

クオプション（株）） 
85,725 33,464 

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 

────── ────── 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1）事業の種類別売上高 

(注）1.セグメント間の取引については相殺消去しております。 

   2.金額には、消費税等を含んでおりません。  

(2）事業の種類別仕入高 

(注）1.セグメント間の取引については相殺消去しております。 

   2.金額には、消費税等を含んでおりません。  

 売上高（百万円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

家電事業     

Ⅰ 家電商品 51,708 44.5  101.7 

(1）一般家電商品 16,420 14.1  103.0 

(2）季節・冷蔵庫商品 11,116 9.6  99.8 

(3）ビジュアル商品 19,305 16.6  102.1 

(4）オーディオ商品 4,865 4.2  100.1 

Ⅱ 情報・通信商品 50,014 43.0  99.8 

Ⅲ エンタテインメント商品 11,073 9.5  89.8 

Ⅳ その他 3,480 3.0  89.6 

家電事業合計 116,276 100.0 98.0 99.2 

リサイクル事業 2,335  2.0 111.7 

連結売上高 118,612  100.0 99.4 

 仕入高（百万円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

家電事業     

Ⅰ 家電商品 41,310 44.1  101.0 

(1）一般家電商品 12,446 13.3  103.0 

(2）季節・冷蔵庫商品 8,776 9.4  98.9 

(3）ビジュアル商品 16,131 17.2  100.7 

(4）オーディオ商品 3,957 4.2  100.9 

Ⅱ 情報・通信商品 41,396 44.2  99.5 

Ⅲ エンタテインメント商品 8,993 9.6  92.3 

Ⅳ その他 1,932 2.1  70.4 

家電事業合計 93,634 100.0 99.2 98.6 

リサイクル事業 794  0.8 107.7 

連結仕入高 94,428  100.0 98.6 

- 31 -


