
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） 

※ 上記の業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものです。実際の業績は、
今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、資料の 
６ページをご参照下さい。 

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 株式会社マツモトキヨシ 上場取引所 東 
コード番号 9875 本社所在都道府県 千葉県 
(URL http://www.matsukiyo.co.jp) 
代  表  者  代表取締役社長  松本南海雄 
問合せ先責任者  取締役財務本部長  唐樋和明 ＴＥＬ （047）344－5111 
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 
配当金支払開始予定日 平成18年６月30日 定時株主総会開催日 平成18年６月29日 
単元株制度採用の有無 有（１単元 100株）     

(1)経営成績 （百万円未満は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 300,252 3.1 12,824 △8.8 14,376 △7.8
17年３月期 291,174 6.8 14,060 0.9 15,586 0.5

  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 2,056 △60.6 37 53  － 2.1 8.0 4.8
17年３月期 5,215 △40.1 98 86  － 5.8 9.1 5.4
（注） ①期中平均株式数 18年３月期        53,574,315株 17年３月期 52,124,989株 
  ②会計処理の方法の変更 有 
  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 

(2)配当状況  

  
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 30 00 10 00 20 00 1,607 79.9 1.7
17年３月期 30 00 10 00 20 00 1,607 30.3 1.7
（注）①18年３月期期末配当金の内訳  記念配当0円00銭  特別配当0円00銭 

(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 
  百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 181,581 97,345 53.6 1,816 17
17年３月期 179,857 96,834 53.8 1,806 31
（注）①期末発行済株式数 18年３月期 53,573,966株 17年３月期 53,574,498株 
  ②期末自己株式数 18年３月期 5,048株 17年３月期 4,516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 154,000   6,800   2,700   10 00  ―  ― 
通 期 310,000   15,600   7,800    ― 20 00 30 00

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 145円59銭 
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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） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金   24,266    22,832   

２ 売掛金 ※３  6,708    7,553   

３ 商品   34,174    37,924   

４ 貯蔵品   877    1,186   

５ 前払費用   274    174   

６ 繰延税金資産   4,604    2,623   

７ 短期貸付金 ※３  3,360   5,921  

８ 未収入金   5,834   6,515  

９ その他   606   106  

貸倒引当金   △35   △107  

流動資産合計   80,671 44.9  84,731 46.7 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1）建物   21,321   21,319   

減価償却累計額  9,949 11,372  10,540 10,778  

(2) 構築物  1,706   1,624   

減価償却累計額  1,115 590  1,166 457  

(3）船舶  69   69   

減価償却累計額  25 44  41 27  

(4) 車両運搬具  151   102   

減価償却累計額  97 54  74 28  

(5) 器具備品  2,766   3,113   

減価償却累計額  1,643 1,123  1,876 1,237  

(6) 土地    45,127   36,197  

(7) 建設仮勘定   18   25  

有形固定資産合計   58,331 32.4  48,752 26.8 
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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） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

２ 無形固定資産        

(1) 借地権   234   234  

(2) 電話加入権   102   93  

(3) 施設利用権   6   4  

(4) 営業権   64   43  

(5) 商標権   2   2  

(6) ソフトウェア   479   495  

(7) ソフトウェア仮勘定   500   －  

無形固定資産合計   1,390 0.8  873 0.5 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   407    2,419   

(2) 関係会社株式   4,222    4,388   

(3) 出資金   5   5  

(4) 長期貸付金   35   813  

(5) 関係会社長期貸付金   85   －  

(6) 破産債権、再生債
権、更生債権その他
これらに準ずる債権 

  69   189  

(7) 長期前払費用   1,745   1,910  

(8) 繰延税金資産   1,623   5,564  

(9) 差入敷金保証金   30,489    30,944   

(10) 開店前差入敷金保証
金 

  401   743  

(11) 保険積立金   130   122  

(12) その他   340   332  

貸倒引当金   △91   △211  

投資その他の資産合計   39,464 21.9  47,223 26.0 

固定資産合計   99,185 55.1  96,850 53.3 

資産合計   179,857 100.0  181,581 100.0 
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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） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形   315    284   

２ 買掛金 ※３  42,836    42,641   

３ １年内返済予定長期借
入金 

   2,500    5,000   

４ 未払金   2,659    2,457   

５ 未払費用   829   879  

６ 未払法人税等   4,054   710  

７ 未払消費税等   445   152  

８ 預り金   1,014   806  

９ 賞与引当金   1,856    1,855   

10  販売促進引当金   1,374    2,448   

11 その他   338   531  

流動負債合計   58,225 32.4  57,769 31.8 

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金    21,250    22,500   

２ 退職給付引当金   2,347    2,537   

３ 役員退職慰労引当金   785    851   

４ 預り敷金保証金   415   423  

５ その他   －   154  

固定負債合計   24,797 13.8  26,467 14.6 

負債合計   83,022 46.2  84,236 46.4 
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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） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※１  21,086 11.7  21,086 11.6 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金  21,866   21,866   

資本剰余金合計   21,866 12.2  21,866 12.0 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 利益準備金  540   540   

２ 任意積立金        

(1) 別途積立金  47,865   51,365   

３ 当期未処分利益  5,385   2,272   

利益剰余金合計   53,791 29.9  54,177 29.9 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  102 0.0  228 0.1 

Ⅴ 自己株式 ※２  △12 △0.0  △13 △0.0 

資本合計   96,834 53.8  97,345 53.6 

負債資本合計   179,857 100.0  181,581 100.0 
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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) 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高 ※1,4  291,174 100.0  300,252 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１       

１ 商品期首たな卸高  36,531   34,174   

２ 当期商品仕入高  222,676   229,775   

合計  259,208   263,949   

３ 他勘定振替高 ※２ 5,097   －   

４ 商品期末たな卸高 ※３ 34,174 219,936 75.6 37,924 226,025 75.3 

売上総利益 ※１  71,237 24.4  74,227 24.7 

Ⅲ 営業収入        

１ フランチャイズ収入 ※５ 130   136   

２ その他の営業収入 ※６ 1,281 1,412 0.5 1,321 1,457 0.5 

営業総利益   72,650 24.9  75,685 25.2 

Ⅳ 販売費及び一般管理費        

１ 広告宣伝費  4,990   5,130   

２ 販売促進費  －   3,153   

３ 販売促進引当金繰入額  608   1,074   

４ 給与及び手当  20,630   21,359   

５ 賞与引当金繰入額  1,856   1,855   

６ 退職給付費用  684   592   

７ 法定福利厚生費  2,458   2,486   

８ 水道光熱費  2,443   2,573   

９ 消耗品費  1,312   1,333   

10 減価償却費  1,937   1,863   

11 地代家賃  12,710   13,936   

12 賃借料  1,649   1,663   

13 その他 ※７ 7,306 58,590 20.1 5,838 62,861 20.9 

営業利益   14,060 4.8  12,824 4.3 
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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) 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅴ 営業外収益        

１ 受取利息  183   228   

２ 受取配当金  87   97   

３ 仕入割引  428   304   

４ 器具備品受贈益  403   535   

５ 発注処理手数料  379   395   

６ 雑収入  257 1,740 0.6 289 1,852 0.6 

Ⅵ 営業外費用        

１ 支払利息  78   70   

２ 貸倒引当金繰入額  28   195   

３ 新株発行費  58   －   

４ 支払手数料  23   8   

５ 現金過不足  22   22   

６ 雑損失  3 214 0.0 1 299 0.1 

経常利益   15,586 5.4  14,376 4.8 

Ⅶ 特別利益        

１ 固定資産売却益 ※８ 37   74   

２ 貸倒引当金戻入額   1   －   

３ 投資有価証券売却益   352 390 0.1 0 74 0.0 

Ⅷ 特別損失        

１ 固定資産売却損 ※９ 922   9   

２ 固定資産除却損 ※10 235   138   

３ 店舗閉店損失  46   46   

４ 過年度役員退職慰労引
当金繰入額 

  311     －     

５ 役員退職功労金   100     －     

６ 債権譲渡損  80     －     

７ たな卸資産評価変更差
額 

 5,097     －     

８ 減損損失 ※11 －     10,399     

９ その他  － 6,793 2.3 0 10,593 3.5 
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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) 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

税引前当期純利益   9,184 3.2  3,857 1.3 

法人税、住民税及び事
業税 

 7,125   3,846   

法人税等調整額  △3,156 3,968 1.4 △2,045 1,801 0.6 

当期純利益   5,215 1.8  2,056 0.7 

前期繰越利益   706   751  

中間配当額   535   535  

当期未処分利益   5,385    2,272   
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(3) 利益処分案 

    前事業年度 当事業年度 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益   5,385  2,272 

Ⅱ 利益処分額      

１ 配当金  1,071  1,071  

２ 役員賞与金  62  45  

（うち監査役賞与金）  (3)  (2)  

３ 任意積立金      

別途積立金  3,500 4,633 － 1,116 

Ⅲ 次期繰越利益   751  1,155 
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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 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(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）を採用しております。 

(2）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を採用し

ております。 

 時価のないもの 

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) 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品 

 生鮮食品は最終仕入原価法を採用し

ております。その他の商品は売価還元

法による低価法を採用しております。 

（会計方針の変更） 

 従来、商品(生鮮食品を除く。)の評

価基準及び評価方法は、売価還元法に

よる原価法によっておりましたが、当

事業年度から売価還元法による低価法

に変更いたしました。 

 この変更は、当事業年度の下期よ

り、将来の企業規模の拡大と経営管理

体制の強化を目的としてERP（統合基幹

業務システム）導入にむけた多角的な

検討を行ってきた過程で、コンピュー

タの集計プロセスが改善され売価変更

額がより正確に把握できるようになっ

たこと、並びに当社を取り巻く経済環

境の変化、とりわけ昨今の販売競争激

化が今後とも継続することが見込まれ

ることから、この実態を期間損益に適

切に反映させ、より適正な期間損益計

算の実現と財政状態の健全化及び競争

力の強化を図ることを目的に行ったも

のであります。  

 この変更に伴い、従来の方法に比較

して営業利益及び経常利益は1,423百万

円減少し、期首における商品の売価還

元原価法に基づく評価額と同低価法に

基づく評価額との乖離額をたな卸資産

評価変更差額として特別損失に計上し

ておりますので税引前当期純利益は

6,521百万円減少しております。 

 なお、ERP導入にむけた検討は下期か

ら行っているため、当中間会計期間は

従来の方法によっております。 

 従って、当中間会計期間は変更後の

方法によった場合に比べて、営業利益

及び経常利益は1,024百万円多く、税引

前中間純利益は6,121百万円多く計上さ

れています。 

(1）商品 

 生鮮食品は最終仕入原価法を採用し

ております。その他の商品は売価還元

法による低価法を採用しております。 

 (2）貯蔵品 

 最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

(2）貯蔵品 

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) 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）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）を採用してお

ります。なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

(1）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）を採用してお

ります。なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物 ８年～34年

構築物 10年～20年

船舶 ５年

器具備品 ５年～８年

建物 ８年～34年

構築物 10年～20年

船舶 ５年

車両運搬具 ４年～６年

器具備品 ５年～８年

 (2) 無形固定資産及び長期前払費用 

 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

基づいております。 

(2) 無形固定資産及び長期前払費用 

同左 

４．繰延資産の処理方法 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理しており

ます。 

  

────── 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3）販売促進引当金  

 販売促進を目的とするポイントカー

ド制度により付与されたポイントの使

用に備えるため、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額

を計上しております。 

(3）販売促進引当金  

同左 

 (4) 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（５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。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

 (5）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、内規に基づく事業年度末要支給額

を計上しております。 

(5）役員退職慰労引当金  

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) 

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．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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会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

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) 

  

────── 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、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。 

 これにより営業利益及び経常利益は159百万円増加

し、税引前当期純利益は10,239百万円減少しておりま

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。 

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） 

１．前事業年度ま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した「販売促進引当金

繰入額」は、重要性が増したため区分掲記いたしま

した。 

 なお、前事業年度における「販売促進引当金繰入

額」は533百万円であります。 

２．前事業年度まで営業外費用の「雑損失」に含めて

表示しておりました「支払手数料」は、営業外費用

の総額の100分の10を超えたため区分掲記いたしまし

た。 

 なお、前事業年度における「支払手数料」は10百

万円であります。 

（損益計算書） 

 前事業年度ま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した「販売促進費」は販売費及び

一般管理費の合計額の100分の５を超えたため区分掲記い

たしました。 

 なお、前事業年度における「販売促進費」は2,010百万

円であります。 

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) 

（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329百万円を販

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   普通株式 160,000,000株 ※１ 授権株式数   普通株式 210,000,000株 

 （注）「株式の消却が行われた場合には、これに相当

する株式数を減ずる」旨を定款に定めておりま

す。 

   発行済株式総数 普通株式 53,579,014株 

 （注）        同左 

   発行済株式総数 普通株式 53,579,014株 

※２ 自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式4,516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5,048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   

売掛金 1,897百万円

短期貸付金 2,705 

流動負債   

買掛金 2,500  

※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   

売掛金 2,307百万円

短期貸付金 4,490 

流動負債   

買掛金 2,005  

    

配当制限  

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付

したことにより増加した純資産額は102百万円でありま

す。 

  

配当制限  

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付

したことにより増加した純資産額は228百万円でありま

す。 

  

当座貸越契約及びコミットメントライン契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀

行４行と当座貸越契約及びコミットメントライン設定契

約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末

の借入金未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越契約及びコミットメントライン契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀

行４行と当座貸越契約及びコミットメントライン設定契

約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末

の借入金未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越契約及びコミットメン

トラインの総額 

10,000百万円 

借入実行残高 －  

 差引額 10,000  

当座貸越契約及びコミットメン

トラインの総額 

11,000百万円 

借入実行残高 －  

 差引額 11,000  
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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 この中には、売上仕入（いわゆる消化仕入）契約

に基づくテナントの売上に係るものが次のとおり含

まれております。 

※１ この中には、売上仕入（いわゆる消化仕入）契約

に基づくテナントの売上に係るものが次のとおり含

まれております。 

売上高 435百万円 

売上原価 352百万円 

売上総利益 82百万円 

売上高 366百万円 

売上原価 297百万円 

売上総利益 68百万円 

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２        ────── 

たな卸資産評価変更差額 5,097百万円  

※３ 商品期末たな卸高は売価還元低価法による評価減

1,423百万円を行った後の金額によって計上されてい

ます。 

※３ 商品期末たな卸高は売価還元低価法による評価減

5,849百万円を行った後の金額によって計上されてい

ます。 

※４ この中には、卸売上高（フランチャイジー及び子

会社等への商品供給）が13,731百万円含まれており

ます。 

※４ この中には、卸売上高（フランチャイジー及び子

会社等への商品供給）が15,498百万円含まれており

ます。 

※５ フランチャイジーからのロイヤリティ収入等であ

ります。 

※５          同左 

※６ テナントからの受取家賃及び広告収入等でありま

す。 

※６          同左 

※７ 一般管理費に含まれる研究開発費は18百万円であ

ります。 

※７ 一般管理費に含まれる研究開発費は97百万円であ

ります。 

※８ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※８ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

構築物 0百万円 

車両運搬具 1  

土地 35  

計 37 

建物 0百万円 

車両運搬具 1  

器具備品 0  

土地 72  

計 74 

※９ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※９ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

構築物 3百万円 

車両運搬具 0 

土地 917 

計 922 

建物 0百万円 

器具備品 0 

土地 9 

計 9 

※10 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※10 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 138百万円 

構築物 3 

器具備品 13 

ソフトウェア 0 

解体撤去費用 79 

計 235 

建物 31百万円 

構築物 1 

器具備品 6 

解体撤去費用 98 

計 138 
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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) 

※11        ────── 

  

※11 減損損失 

 当事業年度において、当社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、遊休資産については物件単

位ごとにグルーピングしております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである

資産グループ及び土地等の時価の下落が著しい資産グ

ループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額10,399百万円を減損損失として特別損

失に計上いたしました。 

 その内訳は、次のとおりであります。 

 なお、資産グループごとの回収可能価額は正味売却

価額と使用価値のうち、いずれか高い方の金額で測定

しております。重要性の高い資産グループの不動産に

ついての正味売却価額は、不動産鑑定評価基準に基づ

く不動産鑑定士による評価額を基準とし、使用価値は

将来キャッシュ・フローを6.8％で割り引いて算出し

ております。 

場所 用途 種類 減損損失 
 (百万円) 

千葉県
39件 

店舗及び
遊休資産 

土地及び建物、その他 4,607

東京都 
18件 

店舗 土地及び建物、その他 3,936

埼玉県 
 7件 

店舗 土地及び建物、その他 1,315

その他 
30件 

店舗及び
遊休資産 

土地及び建物、その他 539

建物 896百万円 

土地 8,827  

その他 674  

計 10,399 
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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) 

 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．借主側  １．借主側  

(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 

  
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） 

器具備品 7,844 3,865 3,978 

車両運搬具 193 123 70 

ソフトウェア 16 1 14 

合計 8,054 3,991 4,063 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

減損損失
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

器具備品 8,004 3,825 312 3,867 

車両運搬具 167 102 － 64 

ソフトウエア 16 5 － 10 

合計 8,188 3,933 312 3,943 

 （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等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,486百万円 

１年超 2,576百万円 

合計 4,063百万円 

１年内 1,519百万円 

１年超 2,736百万円 

合計 4,255百万円 

リース資産減損 

勘定の残高 
312百万円 

 （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、リース資産減損勘定の取崩額、減価

 償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 1,616百万円 

減価償却費相当額 1,616百万円 

支払リース料 1,700百万円 

リース資産減損勘定の取崩額 77百万円 

減価償却費相当額 1,700百万円 

減損損失 389百万円 

(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 

２．貸主側 ２．貸主側 

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 63百万円 

１年超 177百万円 

合計 241百万円 

１年内 56百万円 

１年超 150百万円 

合計 206百万円 

（注）上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経

過リース料期末残高相当額であります。  

なお、当該転貸リース取引は、同一の条件でリー

スしており、同額の残高が上記の借主側の未経過リ

ース料期末残高相当額に含まれております。 

 （注）         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。 

-52-



（有価証券関係） 

 前事業年度（平成17年３月31日）及び当事業年度（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。 

（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（流動）   

商品 2,636百万円 

賞与引当金 750 

販売促進引当金 555 

未払事業税 318 

未収入金 155 

未払費用 87 

未払事業所税 45 

一括償却資産 40 

その他 13 

繰延税金資産（流動）計 4,604 

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金 936 

差入敷金保証金（建設協力金） 535 

役員退職慰労引当金 317 

貸倒損失否認額 313 

投資有価証券 147 

貸倒引当金 34 

一括償却資産 14 

その他 21 

繰延税金資産（固定）計 2,322 

繰延税金負債（固定）   

長期前払費用 629 

投資有価証券 69 

繰延税金負債（固定）計 698 

繰延税金資産（固定）の純額 1,623 

繰延税金資産の純額 6,228 

繰延税金資産（流動）   

販売促進引当金 989百万円 

賞与引当金 750 

商品 432 

未収入金 155 

未払費用 89 

一括償却資産 78 

未払事業所税 47 

貸倒引当金 42 

未払事業税 28 

その他 8 

繰延税金資産（流動）計 2,623 

繰延税金資産（固定）   

減損損失 3,348 

退職給付引当金 1,025 

差入敷金保証金（建設協力金） 592 

関係会社株式 443 

役員退職慰労引当金 344 

貸倒損失否認額 323 

投資有価証券 148 

貸倒引当金 85 

一括償却資産 63 

ソフトウエア 40 

その他 14 

繰延税金資産（固定）計 6,430 

繰延税金負債（固定）   

長期前払費用 711 

投資有価証券 154 

繰延税金負債（固定）計 866 

繰延税金資産（固定）の純額 5,564 

繰延税金資産の純額 8,188 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.4％ 

（調整）   

住民税均等割等 3.1 

その他 △0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.2 

  

法定実効税率 40.4％ 

（調整）   

住民税均等割等 7.4 

その他 △1.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.7 
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（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

７．役員の異動（平成18年６月29日付） 

  

新任取締役候補 

取締役  成 田 一 夫 （現 業務提携管理本部長、経営企画室長兼務） 

取締役  矢 部   一 （現 営業本部副本部長） 

  

退任予定取締役 

常務取締役  寺 田 勝 彦 （現 社長室長）  

以 上

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          1,806円31銭 １株当たり純資産額          1,816円17銭 

１株当たり当期純利益金額         98円86銭 １株当たり当期純利益金額           37円53銭 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

  
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) 

当期純利益（百万円） 5,215 2,056 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 62 45 

（うち利益処分による役員賞与金） (62) (45) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 5,153 2,010 

期中平均株式数（千株） 52,124 53,574 
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