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平成 18 年３月期   個別財務諸表の概要              平成18年５月23日 

上 場 会 社 名 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 上場取引所    東証第一部 

コ ー ド 番 号 ４７５６ 本社所在都道府県 大阪府 

（ＵＲＬ http://www.ccc.co.jp） 

代 表 者   役職名 代表取締役社長 増田 宗昭 

問 合 せ 先 責 任 者   役職名 取締役     谷田 昌広        ＴＥＬ （03）5424－1381 

決算取締役会開催日 平成18年５月23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 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                           （記載金額は、百万円未満切捨て表示） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％
30,725    △5.6 
32,531   △10.8 

百万円   ％
    5,748    25.4 

4,583    29.5 

百万円   ％
    6,041    20.3 

5,024    37.7 
 

 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

 
18年３月期 
17年３月期 

  百万円   ％ 
3,738    △0.8 
3,767    127.4 

円  銭
69  93  
75  08 

円  銭
67  87 
74  17 

％
11.4 
18.2 

％ 
10.5 
9.9 

％
19.7 
15.5 

(注)①期中平均株式数     18年３月期 53,004,121株   17年３月期 49,831,993株 

②会計処理の方法の変更   有 

 添付資料64ページの重要な会計方針「１．有価証券の評価基準及び評価方法」で会計処理の方法の変更について詳述。 

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、対前期比増減率 

(2) 配当状況 

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３月期 

17年３月期 

円  銭

13  50 

6  00 

円  銭 

6  00 

3  00 

円  銭

7  50 

3  00 

百万円

780 

300 

％ 

19.3 

8.0 

％

1.9 

1.3 

 (3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円 

61,545 

53,232 

百万円

41,985 

23,382 

％ 

68.2 

43.9 

円   銭

666   24 

463   04 

(注)①期末発行済株式数    18年３月期 62,969,804株   17年３月期 50,441,452株 

②期末自己株式数     18年３月期   143,716株   17年３月期     68株 

 

２ 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） 

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 

1,650 

3,300 

百万円

600 

1,200 

百万円

360 

720 

円 銭

 2  50 

――― 

円 銭 

――― 

2   50 

円 銭

――― 

5   00 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) ３ 円 81 銭 
(注)平成18年３月８日開催の取締役会決議により、平成18年３月31日現在の株主に対し平成18年４月１日付をもって、

普通株式１株につき３株の割合で株式分割を実施いたしました。 
なお、１株当たり予想当期純利益（通期）は、当該株式分割後の発行済株式により算出しております。 
上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、「決算短信（連結）」添付資料の12ページを参照して
ください。 

 

http://www/
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２【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３月31日） 

当事業年度 

（平成18年３月31日） 

増減 

（△印減） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比

（％） 
金額（百万円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  985 791  △194

２．受取手形  35 －  △35

３．営業未収入金 ※４ 4,094 96   △3,997

４．商品  447 －  △447

５．前払費用 ※４ 230 15  △214

６．繰延税金資産  685 247  △438

７．短期貸付金 ※４ 22,041 7,123  △14,917

８．未収入金 ※４ 1,725 －  △1,725

９．未収法人税等  75 －  △75

10．立替金 ※４ 2,794 －  △2,794

11．その他 ※４ 25 94  69

貸倒引当金  △641 △178  463

流動資産合計  32,498 61.1 8,188 13.3 △24,309

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

（１）建物  727 －   

減価償却累計額  321 405 － －  △405

（２）構築物  8 －   

減価償却累計額  3 4 － －  △4

（３）車輌運搬具  9 9   

減価償却累計額  2 7 4 5  △2

（４）器具備品  894 0   

減価償却累計額  477 417 0 0  △416

有形固定資産合計  835 1.5 5 0.0 △829
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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） 

増減 

（△印減） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比

（％） 
金額（百万円）

２．無形固定資産    

（１）商標権  8 7  △1

（２）意匠権  0 0  △0

（３）ソフトウェア  3,126 －  △3,126

（４）ソフトウェア仮勘定  15 －  △15

（５）その他  33 －  △33

無形固定資産合計  3,184 6.0 7 0.0 △3,176

３．投資その他の資産    

（１）投資有価証券  3,251 2,490  △761

（２）関係会社株式  10,310 38,733  28,423

（３）出資金  0 －  △0

（４）長期貸付金  435 －  △435

（５）関係会社長期貸付金  － 12,154  12,154

（６）破産更生債権等  126 80  △45

（７）長期前払費用  135 0  △135

（８）敷金保証金  2,028 －  △2,028

（９）長期預け金  392 －  △392

（10）繰延税金資産  － 1  1

（11）その他  168 144  △23

貸倒引当金  △135 △262  △127

投資その他の資産合計  16,713 31.4 53,342 86.7 36,628

固定資産合計  20,733 38.9 53,356 86.7 32,622

資産合計  53,232 100.0 61,545 100.0 8,312
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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） 

増減 

（△印減） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比

（％） 
金額（百万円）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金 ※４ 1,051 －  △1,051

２．短期借入金  6,080 4,750  △1,330

３．一年以内返済予定長期

借入金 
 3,213 2,981  △232

４．未払金 ※４ 6,122 168  △5,954

５．未払費用  61 6  △54

６．未払法人税等  － 2,051  2,051

７．未払消費税等  341 7  △334

８．前受金  2 －  △2

９．預り金 ※４ 1,599 4,236  2,636

10．前受収益  113 －  △113

11．賞与引当金  449 14  △435

12．ポイント引当金  7 －  △7

13．閉店損失引当金  142 －  △142

流動負債合計  19,184 36.1 14,215 23.1 △4,969

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  8,098 5,116  △2,981

２．繰延税金負債  397 －  △397

３．役員退職慰労引当金  310 227  △82

４．長期未払金  735 －  △735

５．預り保証金  869 －  △869

６．長期預り金  254 －  △254

固定負債合計  10,665 20.0 5,344 8.7 △5,321

負債合計  29,850 56.1 19,559 31.8 △10,290
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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） 

増減 

（△印減） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比

（％） 
金額（百万円）

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※1,2 5,384 10.1 11,683 19.0 6,298

Ⅱ 資本剰余金    

 １．資本準備金  6,243 17,041   

資本剰余金合計  6,243 11.7 17,041 27.7 10,797

Ⅲ 利益剰余金    

 １．利益準備金  48 48   

 ２．任意積立金    

  （１）別途積立金  1,007 1,007   

 ３．当期未処分利益  9,329 12,582   

利益剰余金合計  10,385 19.5 13,638 22.2 3,254

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,368 2.6 328 0.5 △1,040

Ⅴ 自己株式 ※３ △0 △0.0 △706 △1.2 △705

資本合計  23,382 43.9 41,985 68.2 18,603

負債資本合計  53,232 100.0 61,545 100.0 8,312
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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） 

増減 

（△印減） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

百分比

（％）
金額（百万円） 

百分比 

（％） 
金額（百万円）

Ⅰ 営業収入    

１．ＦＣ事業収入  18,899 18,245   

２．受取経営指導料  － 91   

３．その他の営業収入  2,430 21,329 <65.6> 1,951 20,289 <66.0> △1,039

Ⅱ 売上高    

１．商品売上高  (11,202) 11,202
<34.4>

(100.0)
(10,436) 10,436 

<34.0> 

(100.0) 
△766

営業総収入合計  32,531
<100.0>

100.0
30,725 

<100.0> 

100.0 
△1,805

Ⅲ 営業収入原価  2,313 <20.5> 2,139 <20.4> △174

Ⅳ 売上原価    

１．商品期首棚卸高  2,206 447   

２．当期商品仕入高  8,894 8,309   

合計  11,101 8,756   

３．会社分割に伴う棚卸資産

減少高 
 － 313   

４．商品期末棚卸高  447 －   

５．他勘定振替高 ※１ 1,661 85   

商品売上原価  (8,992) 8,992
<79.5>

(80.3)
(8,357) 8,357 

<79.6> 

(80.1) 
△634

売上総利益  (2,209) (19.7) （2,078)  (19.9) 

営業総原価合計  11,305
<100.0>

34.8
10,496 

<100.0> 

34.2 
△808

営業総利益  21,225 65.2 20,228 65.8 △997
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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） 

増減 

（△印減） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

百分比

（％）
金額（百万円） 

百分比 

（％） 
金額（百万円）

Ⅴ 販売費及び一般管理費    

１．広告宣伝費  1,392 989   

２．ポイント引当金繰入額  20 8   

３．役員報酬  243 203   

４．給料手当  3,346 3,046   

５．賞与  468 489   

６．賞与引当金繰入額  449 408   

７．役員退職慰労引当金繰

入額 
 50 9   

８. 退職金  6 －   

９．退職給付費用  39 49   

10．法定福利費  489 470   

11. 福利厚生費  94 －   

12．旅費交通費  554 535   

13. 荷造発送費  377 －   

14. 通信費  166 －   

15. 水道光熱費  162 －   

16．地代家賃  905 701   

17. 消耗品費  264 －   

18. 租税公課  107 －   

19．賃借料  1,873 1,817   

20．支払手数料  3,993 3,049   

21．減価償却費  270 189   

22. 営業権償却  15 －   

23．商標権償却  1 1   

24．長期前払費用償却  25 24   

25．ソフトウェア償却  935 953   

26．その他  389 16,642 51.1 1,532 14,480 47.1 △2,162

営業利益  4,583 14.1 5,748 18.7 1,165
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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） 

増減 

（△印減） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

百分比

（％）
金額（百万円） 

百分比 

（％） 
金額（百万円）

Ⅵ 営業外収益    

１．受取利息 ※５ 199 273   

２．受取配当金 ※５ 335 157   

３．受取手数料 ※５ 93 81   

４．受取家賃収入 ※５ 180 195   

５．その他 ※５ 53 862 2.7 62 769 2.5 △93

Ⅶ 営業外費用    

１．支払利息  219 188   

２．新株発行費  12 81   

３．投資有価証券評価損  1 －   

４．受取家賃収入原価  172 191   

５．その他  15 421 1.3 14 475 1.5 54

経常利益  5,024 15.5 6,041 19.7 1,017

Ⅷ 特別利益    

１．投資有価証券売却益  3 21   

２．固定資産売却益 ※２ 0 －   

３．貸倒引当金戻入益  127 130 0.4 275 297 0.9 167
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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） 

増減 

（△印減） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

百分比

（％）
金額（百万円） 

百分比 

（％） 
金額（百万円）

Ⅸ 特別損失    

１．投資有価証券売却損  0 0   

２．投資有価証券評価減  164 －   

３．関係会社株式評価減  419 80   

４．固定資産売却損 ※３ － 6   

５．固定資産除却損 ※４ 129 66   

６．営業権償却  49 －   

７．リース解約損  69 8   

８．貸倒引当金繰入額  600 －   

９．閉店損失引当金繰入額  142 33   

10．その他  4 1,580 4.9 4 199 0.6 △1,380

税引前当期純利益  3,574 11.0 6,140 20.0 2,565

法人税、住民税及び事業

税 
 293 2,108   

法人税等調整額  △486 △192 △0.6 293 2,401 7.8 2,594

当期純利益  3,767 11.6 3,738 12.2 △28

前期繰越利益  5,711 9,152  

中間配当額  149 308  

当期未処分利益  9,329 12,582  
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③【利益処分案】 

  

前事業年度 

株主総会承認日 

（平成17年６月23日） 

当事業年度 

株主総会承認予定日 

（平成18年６月28日） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益   9,329  12,582 

Ⅱ 利益処分額      

１．配当金  151  472  

２．役員賞与金  26 177 32 504 

（うち監査役賞与金）  （2） （2） 

Ⅲ 次期繰越利益   9,152  12,077 

      

（注）１．平成16年12月７日に、１株につき３円00銭、総額149百万円の中間配当を実施しております。 

   ２．平成17年12月６日に、１株につき６円00銭、総額308百万円の中間配当を実施しております。 



重要な会計方針 

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．有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

当事業年度末日の市場価格等に基づく時 

価法（評価差額は部分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。） 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

当事業年度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。） 

―――――― （会計処理の方法の変更） 

その他有価証券の時価のあるものに係る 

評価差額の処理方法については、従来、部 

分資本直入法により処理しておりましたが、

当事業年度において、当社グループの事業 

セグメントの再編を契機に投資に対する当 

社経営方針を見直した結果、今後、事業提 

携を前提とした長期保有目的の有価証券が 

増加すると見込まれることから、その他有 

価証券の評価差額をすべて資本の部に計上 

する原則的な方法にすることで、市場価格 

の変動による財務諸表の不安定性を回避し、

期間損益をより適正に反映するため、当事 

業年度より、全部資本直入法による処理に 

変更しております。 

この変更により、従来の方法によった場 

合に比べ、経常利益及び税引前当期純利益 

に与える影響はそれぞれ軽微であります。 

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 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

店舗サプライ商品、リサイクル商品 

総平均法に基づく原価法 

販売用映像・音楽ソフト、書籍等 

売価還元法による原価法 

店舗サプライ商品、リサイクル商品 

同左 

販売用映像・音楽ソフト、書籍等 

同左 
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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） 

３．固定資産の減価償却の方法 ３．固定資産の減価償却の方法 

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（附属設備を除く）については定額

法）によっております。 

有形固定資産 

定率法によっております。 

無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、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）に基づく定額法によっており

ます。 

また、営業権については一括償却しておりま

す。 

無形固定資産 

定額法によっております。また、営業権につ

いては一括償却しております。 

  （会計処理の方法の変更） 

営業権の減価償却の方法については、従来５

年の定額法を採用しておりましたが、当社グル

ープにおける直営店の再編成を契機に財産価値

の見直しを行ったことや営業譲受方法等の多様

化に伴い、発生原因も複雑化しており、その効

果の発現期間を合理的に見積もることが非常に

困難な状況であることに鑑み、より健全性の高

い財務体質を目指すことを目的に、当事業年度

末において一括償却する方法に変更しておりま

す。 

なお、当事業年度末時点の帳簿価額を特別損

失の「営業権償却」として処理しております。

この結果、従来の方法と比較して税引前当期

純利益が49百万円減少しております。 

また、当該会計処理の変更は、当下半期にお

いて直営店運営連結子会社で多額の連結調整勘

定が発生したことを受けて、当社グループにお

ける直営店及び直営店運営連結子会社の再編成

を実施したことを契機に財産価値の見直しを行

ったことによるものであります。 

従って、当中間会計期間は従来の方法によっ

ており、当中間会計期間末において一括償却す

る方法に変更する場合と比べ、当中間会計期間

の税引前中間純利益が17百万円多く計上されて

おります。 

 

長期前払費用 

均等償却によっております。 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期前払費用 

同左 

４．繰延資産の処理方法 ４．繰延資産の処理方法 

   新株発行費    新株発行費 

支出時に全額費用として処理しております。 同左 
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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） 

５．引当金の計上基準 ５．引当金の計上基準 

貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権については、貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるた

め、支給見込額基準により計上しております。 

賞与引当金 

同左 

 

ポイント引当金 

 店舗運営事業において、販売促進を目的として

店舗会員へ付与したポイントの将来の使用に備え

るため、発生見積額を計上しております。 

（会計処理の方法の変更） 

前事業年度まで、店舗運営事業において販売

促進を目的として店舗会員へ付与されたポイン

トの使用については、使用された期に売上高か

ら控除しておりましたが、平成16年４月１日か

らのポイント共通化システム参加に伴い、当該

制度が販売促進費としての性格を有しているこ

と並びにその金額的重要性を鑑み、期間損益の

適正化及び財務内容の健全化を図るため、当事

業年度より発生見積額を引当計上するとともに

当該額を販売費及び一般管理費に計上すること

に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、

「売上高」が19百万円増加し、「販売費及び一

般管理費」が20百万円増加しており、営業利益、

経常利益及び税引前当期利益は1百万円減少し

ております。 

―――――― 

 

閉店損失引当金 

店舗の閉店に伴って発生すると見込まれる損失

額を計上しております。 

―――――― 
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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） 

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、各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（３年）による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用処理することとして

おります。 

当事業年度において、年金資産の額が企業年金

制度に係る退職給付債務を超えており、当該超過

額36百万円を前払年金資産として長期前払費用に

含めて計上しております。このため、当事業年度

末における退職給付引当金残高はありません。 

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、各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（３年）による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用処理することとして

おります。 

当事業年度において、年金資産の額が企業年金

制度に係る退職給付債務を超えた当該超過額0百

万円は前払年金資産として長期前払費用に含めて

計上しております。このため、当事業年度末にお

ける退職給付引当金残高はありません。 

役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上しております。 

（追加情報） 

  平成17年６月23日を支給打切日として支給打切

日以降の役員退職慰労金制度を廃止する旨、当社

取締役会及び定時株主総会で決議しております。

役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上しております。 

なお、平成17年６月23日を支給打切日として、

支給打切日以降の役員退職慰労金制度を廃止する

旨、当社取締役会及び定時株主総会で決議してお

ります。 

６．リース取引の処理方法 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。 

―――――― 

 

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 

  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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（会計処理の方法の変更） 

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 

   当事業年度から「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

基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用

指針第６号）を適用しております。 

なお、これに伴う損益に与える影響はありません。

 

（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） 

―――――― 
 
 
 
 

（貸借対照表関係） 

１．前事業年度まで区分掲記しておりました流動資

産の「未収入金」（当事業年度93百万円）につい

ては、資産の総額の百分の一以下となりましたの

で、流動資産の「その他」に含めて表示しており

ます。 

２．前事業年度まで区分掲記しておりました投資そ

の他の資産の「敷金保証金」（当事業年度0百万円）

については、資産の総額の百分の一以下となりま

したので、投資その他の資産の「その他」に含め

て表示しております。 

（損益計算書関係） 

前事業年度まで区分掲記しておりました販売費及

び一般管理費の「退職金」（当事業年度9百万円）、

「福利厚生費」（同81百万円）、「荷造発送費」（同

387百万円）、「通信費」（同148百万円）、「水道

光熱費」（同102百万円）、「消耗品費」（同270百

万円）及び「租税公課」（同126百万円）については、

持株会社への移行に伴って、金額的及び質的重要性

が低くなりましたので、販売費及び一般管理費の「そ

の他」に含めて表示しております。 
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（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） 

（損益計算書関係） 

法人事業税における外形標準課税制度の導入 

  「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15

年法律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平

成16年４月１日以後に開始する事業年度より外形

標準課税制度が導入されたことにより、当事業年度

から、「法人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（企

業会計基準委員会 平成16年２月13日 実務対応

報告第12号）に基づき、法人事業税のうち付加価値

割及び資本割50万円を「販売費及び一般管理費」の

「18．租税公課」に計上しております。 

―――――― 
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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     普通株式  175,996,000株

   発行済株式総数   普通株式   50,441,520株

※１ 授権株式数     普通株式  218,429,680株

   発行済株式総数   普通株式   63,113,520株

※２ 当期中の発行済株式数の増加 

(1)旧商法第280条ノ19の規定による新株引受権の行使

による株式の増加 

   平成12年６月29日定時株主総会決議に基づくもの

    発行株式数   普通株式     386,000株

   平成13年６月28日定時株主総会決議に基づくもの

    発行株式数   普通株式     941,000株

※２ 当期中の発行済株式数の増加 

 (1)第三者割当増資による株式発行 

    発行株式数   普通株式    3,000,000株

 (2)株式交換による株式発行 

    発行株式数   普通株式    8,078,400株

 (3)旧商法第280条ノ19の規定による新株引受権の行使

による株式の増加 

   平成13年６月28日定時株主総会決議に基づくもの

    発行株式数   普通株式     244,000株

 (4)旧商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21に基づく

もの 

   平成14年６月26日定時株主総会決議によるもの 

    発行株式数   普通株式     671,400株

   平成15年６月26日定時株主総会決議によるもの 

    発行株式数   普通株式     676,200株

   平成17年６月23日定時株主総会決議によるもの 

    発行株式数   普通株式      2,000株

※３ 自己株式 ※３ 自己株式 

   当社が保有する自己株式の数 

             普通株式       68株

   当社が保有する自己株式の数 

             普通株式    143,716株

※４ 関係会社に対する資産及び負債 

  （区分掲記したものを除く） 

※４ 関係会社に対する資産及び負債 

  （区分掲記したものを除く） 

 営業未収入金          1,626百万円

 短期貸付金           22,041 

 未収入金             668 

 立替金             2,699 

 買掛金              117 

 未払金              629 

 預り金             1,529 

 

 営業未収入金            96百万円

 前払費用               2 

 短期貸付金           7,123 

 流動資産（その他）         85 

 未払金               25 

 預り金             4,185 
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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） 

 ５ 保証債務 

関係会社に対する債務保証  
保 保 金証内容 証先 額（百万円）

日 4本ソフトサービス㈱ 95 

㈱ 4TSUTAYA STORES 東京 74 

㈱ 6TSUTAYA STORES 大阪 4 

㈱関東ツタヤ 22 

㈱
デ

1
シー・シー・シーメ
ィア 

7 

㈱ 1TSUTAYA STORES 九州 5 

取

㈱ 2

引保証 

ツタヤオンライン  

合 1計７社 ,092 

  

 ５ 保証債務 

関係会社に対する債務保証  
保証内容 保証先 金額（百万円）

㈱TSUTAYA STORES 東京 176 
取引保証

㈱TSUTAYA STORES 大阪 288 

合計２社 464 

上記の他に関係会社㈱TSUTAYA STORES 東京と連帯

して同社の一部の店舗の敷金3,520百万円について、金

融機関及び貸主との間で代位預託契約を締結してお

り、当該契約に基づき、金融機関は、貸主に対して敷

金相当額3,520百万円を同社に代わって預託しており

ます。 

上記の他に関係会社㈱TSUTAYA STORES 東京と連帯

して同社の一部の店舗の敷金3,520百万円について、 

金融機関及び貸主との間で代位預託契約を締結してお

り、当該契約に基づき、金融機関は、貸主に対して敷

金相当額3,520百万円を同社に代わって預託しており

ます。 

 

６ 配当制限 ６ 配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産が1,368百万円増

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。

有価証券の時価評価により、純資産が328百万円増加

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 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 ※１ 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。  
店舗譲渡に伴う振替 1,592百万円

販売費及び一般管理費 69  

計 1,661  
  

 
販売費及び一般管理費 85百万円

計 85  
  

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ―――――― 
 

器具備品 0百万円

計 0 
  

 
 

  
  

―――――― ※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

 
 

建物及び構築物 6 百万円

計 6 
  

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
 

建物 7 百万円

器具備品 2 

ソフトウェア 112 

撤去費用 4 

その他 2 

計 129 
  

 
建物及び構築物 5 百万円

器具備品 2 

ソフトウェア 54 

長期前払費用 1 

原状回復費用 2 

計 66 
  

※５ 各項目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりであります。 

※５ 各項目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりであります。 
 

受取利息 185 百万円

受取配当金 327 

受取手数料 24 

受取家賃収入 180 

営業外収益（その他） 45 
  

 
受取利息 260 百万円

受取配当金 124 

受取手数料 16 

受取家賃収入 195 

営業外収益（その他） 56 
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（リース取引関係） 

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．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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

（単位：百万円） ―――――― 
 

 
取 得 価 額 
相 当 額 

減 価 償 却
累 計 額
相 当 額

期 末
残 高
相 当 額

車輌運搬具 236 122 114

器具備品 4,483 1,628 2,854

ソフトウェア 12 10 2

合計 4,732 1,761 2,971
  

  

(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等 
 

 

１年以内 937 百万円

１年超 2,149 

合計 3,087 
  

未経過リース料期末残高相当額 

―――――― 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 
 

支払リース料 968 百万円

減価償却費相当額 957 

支払利息相当額 53 
  

 
支払リース料 933 百万円

減価償却費相当額 897 

支払利息相当額 45 
  

(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 

(5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

同左 

―――――― （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

（注）上記（リース取引関係）の注記情報において、財務諸表等規則第８条の６第６項の規定に基づき省略してお

りますリース取引に係る注記情報のうち資産及び負債に係る事項は次のとおりであります。 
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(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       （単位：百万円）

 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） 

 取 得 価 額 
相 当 額 

減価償却累計
額 相 当 額

期 末 残 高
相 当 額

車輌運搬具 34 14 20

器具備品 1,612 714 898

レンタル用商品 147 80 67

合計 1,795 809 985

―――――― 

 

(2)未経過リース料期末残高相当額 
 

 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年以内 369 百万円 ―――――― 

  １年超 658     

    合計 1,027     

 
（有価証券関係） 

１．子会社株式及び関連会社株式                           （単位：百万円） 
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） 
区分 

貸借対照表 
計上額 

時価 差額 
貸借対照表 
計上額 

時価 差額 

子会社株式 3,703 8,644 4,940 15,506 18,067 2,561

合計 3,703 8,644 4,940 15,506 18,067 2,561

（注）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）   

貸倒引当金繰入限度超過額 294百万円

賞与引当金損金不算入 182 

役員退職慰労引当金 126 

販売促進費損金不算入 121 

閉店損失引当金損金不算入 57 

有価証券評価損損金不算入 333 

営業権償却超過額金 22 

その他 100 

繰延税金資産合計 1,238 

（繰延税金負債）  

前払年金資産 △14 

その他有価証券評価差額金 △935 

繰延税金負債合計 △950 

繰延税金資産の純額 287 
 

   
（繰延税金資産）   

貸倒引当金繰入限度超過額 102百万円

賞与引当金損金不算入 5 

役員退職慰労引当金 92 

未払事業税 175 

有価証券評価損損金不算入 54 

その他 43 

繰延税金資産合計 474 

（繰延税金負債）  

前払年金資産 △0 

その他有価証券評価差額金 △224 

繰延税金負債合計 △225 

繰延税金資産の純額 248 
 

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 40.6％ 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項

目 1.3 

住民税均等割等 0.8 

受取配当等永久に益金に算入されない

項目 

ＩＴ投資減税 

子会社株式有債減資に伴うみなし譲渡

損失認容 

 

△2.9 

△0.9 

 

△44.2 

その他 △0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △5.4 
 

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適用後の法人税等の負担率と

の間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため

注記を省略しております。 

 

（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 463円04銭 １株当たり純資産額 666円24銭 

１株当たり当期純利益金額 75円08銭 １株当たり当期純利益金額 69円93銭 

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額 

74円17銭 
潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

67円87銭 

 （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金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 
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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） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 3,767 3,738 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 26 32 

（うち利益処分による役員賞与金）（百万円） （26） （32）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,741 3,706 

普通株式の期中平均株式数（株） 49,831,993 53,004,121 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数（株） 610,207 1,610,315 

（うち新株予約権） （610,207） （1,610,315）

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 

新株予約権の数   10,030個 

 

 

―――――― 

（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） 

１．当社の平成 17 年６月 23 日開催の定時株主総会特別決議に基づき、業績向上に対するインセンティブ

として当社及び当社関係会社の取締役及び社員に対して、商法第 280 条ノ 20 及び商法第 280 条ノ 21 の

規定に基づく新株予約権（ストックオプション）の付与を行います。 

 株式の種類          普通株式 

 新規発行の予定株数      500,000 株 

 付与対象者          当社及び当社関係会社の取締役及び社員 

 行使期間           平成 19 年７月１日から平成 27 年６月 22 日まで 

 （注）新株予約権１個当たりの払込みをすべき金額は、次により決定される１株当たりの払込価額（以

下「払込価額」という。）に新株予約権１個につき、割当てられる株式数を乗じた金額とする。 

    払込価額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における

東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.03 を乗じた金額とし、１円

未満の端数は切り上げる。 

    ただし、かかる金額が新株予約権発行日の前営業日の終値を下回る場合には、当該終値とする。

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価

額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

１ 
調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×

分割・併合の比率 

    また、新株予約権発行日以後に、時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分（新

株予約権の行使または平成 14 年４月１日改正前商法第 280 条ノ 19 の規定に基づく新株引受権の

行使による場合を除く。）を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式

総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとし、自己株式を処分する場合には、

「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

    新規発行株式数×払込価額 
既発行株式数＋

新株式発行前の１株当たり株価調 整 後 
＝

払込価額 
調 整 前 

× 
払込価額 既発行株式数＋新規発行株式数 

    また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行

う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な

範囲で、払込価額は適切に調整されるものとする。 
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２．当社の平成 17 年６月 23 日開催の定時株主総会特別決議に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ス

トックオプションとして、商法第 280 条ノ 20 及び商法第 280 条ノ 21 の規定に基づく新株予約権（スト

ックオプション）の付与を行います。 

 株式の種類          普通株式 

 新規発行の予定株数      20,000 株 

 付与対象者          当社取締役 

 行使期間           平成 17 年６月 24 日から平成 37 年６月 30 日まで 

  （注）新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、株式 1 株当たりの払込金額 1 円に、新株予

約権 1個につき割当てられる株式数を乗じた金額とする。 

 

当事業年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 平成 18 年３月８日開催の取締役会において、次のように株式分割を行うことを決議しております。 

(1)分割の方法 

  平成 18 年４月 1 日付をもって、平成 18 年３月 31 日 終の株主名簿および実質株主名簿に記載または

記録された株主の所有株式数を、普通株式１株につき３株の割合をもって分割する。 

(2)分割により増加する株式数 

   普通株式                     126,227,040 株 

(3)配当起算日 

  平成 18 年４月１日 

 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報及び当期首に行

われたと仮定した場合の当事業年度における１株当たり情報は、それぞれ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株当たり純資産額 154円35銭 １株当たり純資産額 222円08銭 

１株当たり当期純利益金額 25円03銭 １株当たり当期純利益金額 23円31銭 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

24円72銭 
潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

22円62銭 
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役員の異動(平成 18 年６月 28 日付） 

 

 平成 18 年５月 23 日開催の取締役会決議により、下記のとおり役員の異動を実施することを内定いた

しましたのでお知らせいたします。 

なお、平成 18 年６月 28 日開催予定の第 21 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定

される予定です。 

 

１．新任取締役 

  釜田 雅彦（現 当社執行役員 グループシナジー本部長、㈱ＴＳＵＴＡＹＡ取締役 グループ

ＩＴ本部長） 

 

  木村 元昭（現 当社執行役員、㈱ＴＳＵＴＡＹＡ取締役 運営本部長、㈱TSUTAYA STORES ホー

ルディングス代表取締役社長） 

 

２．役員の異動 

  日下 孝明 代表取締役副社長（現 当社取締役） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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