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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）

(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 78,771 △2.0 436 － 2,501 515.1

17年３月期 80,348 △8.6 △187 － 406 △87.6

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 1,504 － 77 56 77 56 4.9 4.8 3.2

17年３月期 101 △94.1 5 21 － － 0.3 0.8 0.5

（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           19,400,609株 17年３月期 19,520,838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 52,535 31,613 60.2 1,626 18

17年３月期 52,321 30,081 57.5 1,550 64

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期       19,440,319株 17年３月期 19,399,645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 2,514 8,563 △494 20,912

17年３月期 △40 △3,262 △624 10,219

(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 8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） 2社 （除外） 1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 38,500 980 540

通　期 79,500 1,850 1,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　51円44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。
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１．企業集団の状況

　当企業集団は、全国のチェーン店にギフト用品ならびに生活関連用品を供給するチェーン本部の役割を果たしている

シャディ株式会社（当社）を中核会社として、連結子会社６社および非連結子会社５社で構成されております。

　当企業集団の特徴は、当社および連結子会社を含めたグループ全体が“ギフト関連事業”に特化し、日本の良き生活

習慣である「贈りもの文化」の推進と向上に取組んでいることであります。

　当企業集団の事業に係わる位置づけは次のとおりであります。

 

消      費      者 

 (連結子会社)［物流業務］ 

スリーハート・コーポレーション株式会社 

連結財務諸表提出会社 

シ ャ デ ィ 株 式 会 社 

全国チェーン店 

(連結子会社)［商品供給・業務の受託］ 

上海謝迪礼品有限公司 

株式会社ｱﾋﾟｯｸｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

シャディ陶器株式会社 

シャディ漆器工芸株式会社 

シャディ中忠株式会社 

 

(非連結子会社) 

電子金券開発株式会社 

他４社 

受 

注 

納 

品 

出
荷 

宅 

配 

代 

行 

サ ラ ダ 館 

一 般 加 盟 店 

出
荷
指
示 

受 
 
 

注 

納 

入

 

発  注 

（親会社） 

ＵＣＣ上島珈琲株式会社   

発 
 

注

 

納 入 

　（注）１．前連結会計年度において親会社であった株式会社ツインツリー・ホールディングス(現社名：ＭＲＣホー

　　　　　　ルディングス株式会社)の全株式を、平成17年10月11日付をもってＵＣＣ上島珈琲株式会社が取得したこ

　　　　　　とに伴い、同社が開示対象の親会社となりました。(間接保有　議決権比率56.7％)

　　　　　　なお、ＭＲＣホールディングス株式会社との営業上の取引はありません。

　（注）２．当連結会計年度から株式会社シャディグルメ倶楽部およびシャディサンクス＆サービス株式会社の２社を

連結の範囲に含めております。

なお、当該２社は事業再編の一環として業務をシャディ株式会社およびスリーハート・コーポレーション

株式会社に移管するため、平成18年３月末日をもって解散し、清算手続きを行っております。

　（注）３．連結子会社のスリーハートロジスティクス株式会社は、平成18年３月27日付をもって、社名をスリーハー

ト・コーポレーション株式会社に変更いたしました。
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２．経営方針

１．会社の経営の基本方針

①　当社は1926年に創業以来、ギフト用品ならびに生活関連用品を取扱う生活者・消費者に極めて関連の深い生活直

結事業にたずさわっており、全国のチェーン店と強い連携をはかりながら「良い商品を（品質）、迅速に（納

期）、しかも低廉な価格で（価格）提供すること」を営業推進上の重要な指針としております。

②　当社グループの経営の最重要課題は株主価値の最大化をはかることであり、投資家にとって魅力ある企業になる

ことを目指しております。

③　 小売流通業界における当社グループの最大の特徴は「全国に組織化されたチェーン店網」、「カタログ等の印刷

媒体」、「ＴＶや新聞広告などのマス媒体」、「インターネットやモバイル」などのメディアを複合させて多面

的な顧客接点を持ちながら、顧客にあわせた商品提案を行う「メディアミックスマーケティング」という独特の

販売方式であり、当社が永年にわたって築き上げてきた「対応力のある物流力」、「メーカーからチェーン店を

結んだ情報ネットワーク」ならびに「ギフトに関するノウハウ」などを基盤として、強固な仕組みを作り上げて

おります。

④　これにより、全国のチェーン店は最少の在庫負担での営業が可能となり、地域密着、家庭密着を前提とし、カタ

ログなどをモトにして、消費者との良き人間関係を築きながら販売を行っております。

⑤　このように業務を分担することにより各々が得意な分野に注力することができ、変化の激しい環境のなかで消費

者への適時、適切な対応が可能になります。さらに全国的に店舗展開することによって経営の効率化やお客様に

信頼を得るなどの相乗効果を発揮し、業容の拡大をはかっております。

⑥　当社は全国のチェーン店と“商販一体”のパートナーとなることが重要と考えております。そのため当社はチェー

ン店における生産性を高め、効率の良い店舗運営に関する支援を行い、個々のチェーン店の努力に見合った適正

な利益が計上できるように努めております。

２．会社の利益配分に関する基本方針

①　株主の皆様には、業績に応じた増配・株式分割などの利益配分に努める方針であり、配当性向は30％以上の継続

的実現を目標としております。また証券市場の動向も勘案して、自社株買い付けにも機動的に対応する方針であ

ります。

②　当社は、長期的な経営基盤の安定のため、財務の健全性を維持しながら内部留保の充実をはかっていくことを基

本としております。

③　今期（平成18年３月期）の株主配当は、既にお知らせのとおり、本年が創業80周年にあたること、また株主重視

という観点から利益還元に努めることとして、７円増配し、１株当たり年間35円（うち中間配当14円）にさせて

いただきました。次期（平成19年３月期）の株主配当につきましても、さらに１円増配し、１株当たり年間36円

（うち中間配当金18円）とすることを予定しております。なお、平成18年５月の会社法の施行後の配当支払いに

関しましては、従来どおり中間配当、期末配当の年２回の配当を継続する予定であります。

④　内部留保資金につきましては、全国チェーン店への支援や、物流機能の一層の強化、営業ネットワークの構築、

情報システムの高度化など合理化、効率化などへの投資や事業拡大のために充当していく方針であります。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　現状、適時開示規則第２条第10項の適用を受ける会社には該当いたしませんが、将来、そのような場合には「株式

の分割」や「１単元の株式数のくくり直し」などにより対応する方針であります。

４．目標とする経営指標

　営業面においては「生産性」、財務面においては「健全性」に経営の重点を置いております。なかでも、生産性は、

効率化・合理化の追求であり、「低い経費率」いわゆる「ローコスト経営」が重要な課題であると認識しております。

その理由は、最終ユーザーに安価で良質の商品を供給するため、当社ならびに全国のチェーン店が「低い経費率」の

経営体質であることが重要であり、わかりやすい指標を掲げて、当社ならびにチェーン店を含めた経営の効率化・合

理化を徹底することを目指しております。 

　なお、具体的には、売上高に対する経費の総額（販管費から貸倒引当金、減価償却費を控除したもの）の比率が将

来的には14％以内にすることを目標とします。

　また、財務面においては健全性重視の観点から、流動比率の基準を150％に置きながら無借金経営を持続し、資金の

有効活用とバランスを重視しております。
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５．中長期的な会社の経営戦略

  当社グループは、平成17年10月11日付の親会社株式の譲渡に伴いＵＣＣ上島珈琲株式会社を親会社とするＵＣＣグ

ループの一員となり、新生シャディとしてスタートいたしました。「個々の事業会社がその分野においてフルポテン

シャルを追求し、ナンバーワンとなる」というＵＣＣグループの基本思想に則り、「質的追求による競争力の獲得」

と「グループ総合力の強化」を基本方針として企業価値向上に取り組んでまいります。

具体的には戦略マトリックスとして、①「成長戦略」、②「競争戦略」、③「効率化戦略」に区分しグループ内にお

ける現状認識と戦略の明確化、共有化を図ることからスタートしております。それぞれについて「選択と集中」の考

え方にもとづいてスピードをあげて実行してまいります。

①成長戦略

  「返礼ギフト」、「中元・歳暮」をシャディのコア事業と位置づけ、市場シェア拡大のために徹底強化してまいり

ます。また、ギフト市場の変化に対応しながらシャディの強みが発揮できる分野を厳選し、メディアミックスマーケ

ティング実現のために新規ビジネスへの集中投資を行います。さらに、シャディの成長を加速できるＭ＆Ａや提携な

どにも積極的に取り組んでまいります。

②競争戦略

  シャディの持つ強みを生かし、競争力を強化するためには、商品開発、ＭＤ力強化が最も重要な戦略となります。

顧客創造を意識した自己消費型商材の投入や、アズユーライクを含む各種カタログ・チラシなどのメディア強化に取

り組み、ホームページでは新たな電子カタログも展開してまいります。

また、新生シャディの新広告宣伝戦略として、「ギフトの国に、ギフトのお店」というスローガンやコミュニケーショ

ンロゴを策定し、ブランドをリローンチするための新ＴＶＣＭをスタートさせ、ギフト専門店であるシャディグルー

プの強みを広くアピールしてまいります。

③効率化戦略

  効率的資源配分によってコア事業、厳選された新規ビジネスに経営資源を集中投下していくために、各事業の見直

しを行い、将来においても不採算事業と判断されるものについては、引き続き順次廃止をしてまいります。

業務プロセスの見直しを行い、非効率な業務の廃止のほかシステム、物流等での分野でＵＣＣグループ内の連携強化

を図りながらシナジー効果を生み出してまいります。

また、余剰資金の効率的な運用や事務処理軽減の効果を生み出すキャッシュマネージメントも積極的に導入してまい

ります。

これらの戦略マトリックスについては、目標達成の状況と経営環境の変化に応じて柔軟にかつ明確に変化させてまい

ります。

以上のような戦略が成功し、あらゆるステークホルダーの期待にお応えしていくための基盤となりますのは、人であ

り組織であると考えております。

社内外の人的資源の活用強化と人材育成、業務を効率的に進めるためのシステム強化、社会的責任を果たすためのコー

ポレートガバナンス強化などを通じて、強い組織の実現に努めてまいります。

６．会社の対処すべき課題

　上記５．に記載したとおりであります。

７．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方、およびその施策の実施状況

①　基本的な考え方

  当社グループは、経営環境の変化にともなう「経営判断の迅速化」や市場に対する「経営の透明性」がますま

す求められる情勢において、「企業経営は誰のために行うのか」「経営陣を誰がどのように監督するのか」といっ

たいわゆる「企業統治」に関することは、当社グループの経営を継続して上での根幹に関わる重要課題であると

位置づけております。
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②　施策の実施状況

  当社は平成15年６月開催の定時株主総会で承認を受けて、「委員会設置会社」に移行いたしました。取締役に

よる経営の監督機能と執行役による業務執行とを明確に分離し、経営の透明性の確保と経営判断の迅速化の実現

に努めております。

  平成18年３月31日現在の取締役５名のうち、社外取締役３名が執行役を兼務しない取締役であります。社外取

締役２名を含む３名で構成する指名委員会および報酬委員会を、また社外取締役のみで構成する監査委員会を設

置しております。

  取締役会および執行役会は、原則として毎月１回開催し、それぞれ重要課題について議論を重ねるとともに、

監査委員会において議論の内容や業務執行状況の報告を行い、経営の透明性を確保、ならびに経営の監督機能を

果たしております。当期に於ける各会の開催状況は、取締役会14回、執行役会30回となっております。

  また、内部監査につきましては、企業の社会的責任という観点から法令順守を基本とした業務執行の重要性が

増してきているとの判断に基づき、監査部による監査のみでなく、監査委員会と連携しながら、外部機関にも委

託して内部監査機能の強化にも取り組んでおります。

  会計監査につきましては、当連結会計年度における業務執行社員としては新日本監査法人の北浦康弘、阿部修

二、林由佳の３氏のほか、補助者として公認会計士および公認会計士補による会計監査を受けております。

８．親会社等に関する事項

①親会社等の商号等

親会社等の名前 属性
親会社等の議決権所有割合

（％）(※１)

親会社等が発行する株券が

上場されている証券取引所等

ＵＣＣ上島珈琲株式会社 親会社
56.65％

(56.65％)
非上場

ＭＲＣホールディングス株式会社 　親会社 　56.65％ 　非上場 

(注)親会社等の議決権所有割合欄の(　)内は、間接被所有割合であります。

②親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号及びその理由

　　当社に与える影響が最も大きいと認められる会社名

　　　　　ＵＣＣ上島珈琲株式会社

　　その理由

　　　　　当社の株式を直接所有しているＭＲＣホールディングス株式会社の全株式を、ＵＣＣ上島珈琲株式会社が　

　　　　　所有していることから、ＵＣＣ上島珈琲株式会社が当社の実質的な親会社に該当いたします。

③親会社等の企業グループにおける上場会社の位置づけその他の上場会社と親会社との関係

　当社は、平成17年10月11日付のＵＣＣ上島珈琲株式会社による株式会社ツインツリー・ホールディングス(現社

名：ＭＲＣホールディングス株式会社)株式全株の取得に伴いＵＣＣグループの一員となりました。

営業活動においては、ＵＣＣグループ商品の取扱いによる品揃えの強化のほか、物流、システム、事務作業等の分

野でグループとして効率化をはかり、シナジー効果を生み出すための取組みを進めております。

なお、商品の仕入、販売等に係る取引条件に関しては通常の取引に準ずるものであり、他社商品の仕入、販売に関

しても事業上の制約は特にないものと認識しております。

人事面では取締役兼代表執行役を含む３名の取締役(うち２名は執行役兼務)、執行役４名を兼任もしくは出向とし

て受け入れております。

従業員に関しては、親会社およびＵＣＣグループより計８名の出向者を各部門にて受け入れております。

　経営面では、グループ内においてギフト関連事業に特化した独特の事業モデルを確立しており、グループ企業の

自主独立性を重んじる親会社の基本思想のもとで、今後も経営の独立性を確保できるものと考えております。

 

　親会社との取引高につきましては「４．連結財務諸表」の「⑦関連当事者との取引」をご参照ください。

 

９．その他、会社の経営上の重要な事項

　特にありません。
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３．経営成績および財政状態

１．経営成績

(1）当期の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善や製造業を中心とした設備投資の拡大など、全体として

景気は回復基調に入ったとの認識が定着してまいりました。一方で、原油価格は高騰を続けており、個人消費面で

は高額品の売れ行き回復と消費財の価格下落など、商品や業種によって業績回復のスピードには差が生じてきてお

ります。

　当社グループが主たる市場としております返礼ギフトの市場におきましては、少子高齢化の進展や婚礼市場をは

じめとした返礼ギフトの簡素化が進む中、依然、厳しい状況で推移いたしました。

　このような状況の中で、当社は、昨年10月、親会社株式の譲渡にともないＵＣＣ上島珈琲株式会社を新たな親会

社とするＵＣＣグループの一員となりました。これを期に「成長戦略」「競争戦略」「効率化戦略」を柱とした

「2005年シャディ戦略マトリックス」を制定し、全社の共通認識とするとともに「選択と集中」という考え方に基

づき、事業構造の改革に取り組んでまいりました。

　具体的には、本年２月に商品企画部門および戦略部門を中心とした本部機能を東京に移転し、商品企画力および

マーケティング力の強化に向けた取り組みを開始いたしました。

また、営業部門の競争力強化策として支店網の拡充とＳＶの増員により販売店支援力の向上に取り組んでおります。

効率化においては、不採算部門の見直しを図り、その第１弾として、直営店舗「Della＆James銀座」を閉鎖し「シャ

ディ銀座ビル」についても売却をいたしました。

　こうした経営判断とともに、新たな取組みについてはＣＦＴの導入により、全社の問題として当事者意識の醸成

を図りながら目標の明確化と、その達成に向けた社内コミュニケーション重視の制度改革、組織改革を通じて基盤

整備に努めてまいりました。

　「コア事業の強化」および「新規分野への参入」を中心とする「成長戦略」を実行段階に移すための準備段階と

してはほぼ予定通り推移したと認識しており、その成果については第47期の進行期にご報告できるものと考えてお

ります。

　こうした取組みの結果、当連結会計年度の売上高は787億71百万円（前期比15億77百万円減、2.0％減）となりま

した。利益面では、売上総利益率の改善と厳格な経費管理に努めた結果、営業利益は４億36百万円（前期比６億24

百万円増、前期は営業損失１億87百万円）となりました。

経常利益は、営業外収益に未回収商品券受入益11億22百万円を計上したほか、長期為替予約の時価評価が損益に与

える影響が大きくなったため、これを解約したことによる為替予約解約益５億15百万円の計上などにより25億１百

万円(前期比20億94百万円増、前期比約６倍増)となりました。

また、当期利益面では、事業再構築の観点から既存事業全般の見直しを進めた結果、特別利益にシャディ銀座ビル

の売却益26億８百万円を計上したほか、特別損失に子会社整理損10億28百万円および減損損失５億41百万円の計上

などにより、当期純利益は15億４百万円（前期比約15倍増）となりました。

(2）次期の見通し

　次期については、当社グループのコア事業である「返礼ギフト」「中元・歳暮」に代表されるギフト事業の徹底

強化と、厳選された新規ビジネスへの経営資源集中投下による新生シャディの本格的なスタートの年と位置づけて

おります。

新戦略子会社「スリーハート・コーポレーション」を中心に、メディアミックスの実現に向けて「ネットショッピ

ング」「アウトバウンドテレマ事業」への取組みもスタートしております。

また、効率化戦略として、ＵＣＣグループとのコストシナジー活用により、高収益体質の早期実現に向けた取り組

みが、計画フェーズから実行フェーズへと移行していく年でもあります。

　次期の業績予想につきましては、売上高は795億円（前期比0.9％増）、経常利益は18億50百万円（前期比26.0％

減）、当期純利益は10億円（前期比33.5％減）を見込んでおります。

減益の予想とはなっておりますが、前期の固定資産売却益による特殊要因を除くと、実質的には増益を見込んでお

ります。
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２．財政状態

キャッシュ・フロー等の状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は税金等調整前当期純利益 3,563百万円(前

年同期比 3,332百万円増)を計上し、売上債権の減少および有形固定資産の売却による収入があったこと等により、

前連結会計年度に比べ10,692百万円増加し20,912百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、2,514百万円(前年の営業活動の結果使用した資金は、40百万円）となりました。

これは主に税金等調整前当期純利益 3,563百万円の計上に対して、仕入債務の減少額 1,701百万円があったものの、

減価償却費 1,266百万円および売上債権の減少額1,206百万円ならびにその他流動資産の減少額1,036百万円等の収

入があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は 8,563百万円(前年の投資活動の結果使用した資金は、3,262百万円) となりまし

た。これは主に有形固定資産の売却による収入 9,041百万円等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は 494百万円(前年同期比20.8%減)となりました。これは主に配当金の支払額 541百

万円および自己株式の処分による収入53百万円が発生したこと等によるものです。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 54.9 55.7 57.5 60.2

時価ベースの自己資本比率

（％）
41.9 44.0 41.2 81.0

債務償還年数（年） － － － －

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）
－ － － －

　（注）１．各指標の計算式は以下のとおりです。

自己資本比率：自己資本／総資本

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

２．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。

３．株式時価総額は、期末株式終値×期末発行株式数により算出しております。

４．債務償還年数は有利子負債がありませんので、またインタレスト・カバレッジ・レシオは利払いの金額が僅

少のため、それぞれの記載を省略しております。
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３．事業等のリスク

(1) 新しい事業計画が奏功しなかった場合について

　日本の社会慣習である冠婚葬祭の「お返し」や「中元・歳暮」などのいわゆる「伝統的な贈りもの」といわれる

ものは近年になって少子高齢化や長引く不況の影響等、諸々の要因により需要は減少の傾向にあります。

　当社グループとしても「お返し」や「中元・歳暮」の市場が急速に縮小していることから、従来の「ギフト向け

の商品」とは異なる、生活関連用品を中心とした通販的な商品の取扱いも積極的に行ってまいります。そのために、

新しい商材を開発し、全国のチェーン店は魅力的な店舗に衣替えすることにより、「お返し」や「中元・歳暮」の

市場のみならず、自己需要および贈りもの全般の市場も開拓して行く方針であります。

　このような事業が予想通りに進展しなかった場合や、他業態との競争の激化などにより収益予想が悪化した場合、

当社グループの業績拡大が奏功しない場合があります。

(2) 情報システムや物流システムの障害が発生した場合の影響について

　情報システムについては耐震性の高い外部の情報センター内に格納するなどの防災対策を講じておりますが、大

規模な自然災害などにより、当社グループの情報システムや物流システムなどの中枢機能が壊滅的な損害を受けた

場合、当社グループの出荷が不可能あるいは遅延することにより復旧までの期間の売上高が低下する可能性があり

ます。さらに、それらの設備機能の修復や代替などのための費用が、損害保険により担保している金額を超えるこ

とになった場合に、巨額な資金が必要となる可能性があります。

(3) 売上高の季節的変動の影響について

　当社グループの年間売上高の構成比として、中元期（６月～７月）および歳暮期（11月～12月）の４ケ月におけ

る売上高が、年間売上高の約49％と大きな比率を占めております。

　冷夏暖冬、台風、災害等の気象状況の変化や中元歳暮商戦の商品政策の誤りなどにより、この時期の売上高が計

画を下回った場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 個人情報の管理について

　当社グループは、チェーン店の顧客および当社ホームページやカスタマーセンターを通じて蓄積した顧客に関す

る情報を保有しております。個人情報については、その重要性を認識して、情報の利用や保管等、社内管理体制を

整備しておりますが、予期せぬコンピュータシステムのトラブルや犯罪等不測の事態により、個人情報が外部に漏

洩するような事態となった場合には、社会的信用、企業ブランドが失墜し、売上の減少、損害賠償による費用の発

生等により業績に影響を及ぼす可能性があります。
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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 10,527 21,174  

２．受取手形及び売掛金  10,990 9,853  

３．たな卸資産 3,631 3,450  

４．繰延税金資産 414 419  

５．その他 2,750 1,736  

６．貸倒引当金 △998 △954  

流動資産合計 27,317 52.2 35,681 67.9 8,364

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物及び構築物 11,841 10,885  

減価償却累計額 5,093 6,748 5,461 5,423  

２．機械装置及び運搬具 6,944 6,952  

減価償却累計額 3,841 3,102 4,272 2,679  

３．土地 10,625 4,715  

４．建設仮勘定 0 6  

５．その他 1,575 1,700  

減価償却累計額 1,168 407 1,276 423  

有形固定資産計 20,883 39.9 13,248 25.2 △7,634

(2）無形固定資産  

１．その他 1,037 919  

無形固定資産計 1,037 2.0 919 1.8 △118

(3）投資その他の資産  

１．投資有価証券 ※１ 314 900  

２．商品券発行保証金 ※２ 801 800  

３．繰延税金資産 693 538  

４．その他 ※１ 1,810 852  

５．貸倒引当金 △537 △404  

投資その他の資産計 3,083 5.9 2,685 5.1 △397

固定資産合計 25,004 47.8 16,854 32.1 △8,150

 　資産合計 52,321 100.0 52,535 100.0 214
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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  13,216 11,579  

２．未払法人税等 24 2,046  

３．商品券 ※２ 4,086 2,772  

４．賞与引当金 186 182  

５．その他 1,690 1,744  

流動負債合計 19,204 36.7 18,325 34.9 △878

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 821 850  

２．役員退職慰労引当金 480 182  

３．預り保証金 506 450  

４．連結調整勘定 303 230  

５．その他 231 201  

固定負債合計 2,343 4.5 1,915 3.6 △427

負債合計 21,548 41.2 20,241 38.5 △1,306

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 692 1.3 681 1.3 △10

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※３ 3,435 6.6 3,435 6.6 －

Ⅱ　資本剰余金 4,796 9.2 4,799 9.1 2

Ⅲ　利益剰余金 22,896 43.7 23,849 45.4 953

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

4 0.0 433 0.8 429

Ⅴ　為替換算調整勘定 △35 △0.1 62 0.1 97

Ⅵ　自己株式 ※４ △1,015 △1.9 △966 △1.8 48

資本合計 30,081 57.5 31,613 60.2 1,531

負債、少数株主持分及び
資本合計

52,321 100.0 52,535 100.0 214
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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　 80,348 100.0 78,771 100.0 △1,577

Ⅱ　売上原価 65,099 81.0 63,099 80.1 △1,999

売上総利益 15,249 19.0 15,671 19.9 422

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．広告宣伝費 1,254 1,198  

２．発送梱包費 5,610 5,564  

３．貸倒引当金繰入額 90 －  

４．従業員給与賞与 2,936 2,885  

５. 賞与引当金繰入額 182 196  

６. 退職給付引当金繰入額 102 94  

７. 役員退職慰労引当金繰
入額 

33 19  

８．その他 5,226 15,437 19.2 5,274 15,235 19.3 △202

営業利益又は営業損失
（△）

△187 △0.2 436 0.6 624

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 8 10  

２．仕入割引 152 155  

３．未回収商品券受入益 870 1,122  

４．為替予約解約益 － 515  

５．その他 243 1,274 1.5 296 2,100 2.6 826

Ⅴ　営業外費用  

１．為替予約評価損 645 －  

２．売上割引 － 29  

３．その他 34 679 0.8 6 36 0.0 △643

経常利益 406 0.5 2,501 3.2 2,094

Ⅵ　特別利益  

 １．投資有価証券売却益  － 5  

 ２．固定資産売却益 ※１ 2 2,608  

 ３．貸倒引当金戻入益  － 106  

 ４．保険積立金解約益  － 2 0.0 20 2,740 3.4 2,737
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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）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 ※２ 66 －  

２．固定資産除却損 ※３ 33 34  

３．貸倒引当金繰入額 79 －  

４．子会社整理損 ※４ － 1,028  

５．減損損失 ※５ － 541  

６．その他 － 179 0.2 73 1,678 2.1 1,498

税金等調整前当期純利
益

230 0.3 3,563 4.5 3,332

法人税、住民税及び事
業税

191 2,121  

法人税等調整額 △55 136 0.2 △59 2,062 2.6 1,925

少数株主損失（△） △8 △0.0 △3 △0.0 4

当期純利益 101 0.1 1,504 1.9 1,403

 

(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 4,796 4,796 －

Ⅱ　資本剰余金増加高  

　　　自己株式処分差益 － － 2 2 2

Ⅲ  資本剰余金期末残高 4,796 4,799 2

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 23,205 22,896 △309

Ⅱ　利益剰余金増加高  

当期純利益 101 101 1,504 1,504 1,403

Ⅲ　利益剰余金減少高  

１.配当金 411  543   

２.連結範囲変更に伴う減
少額

－ 411 8 551 140

Ⅳ　利益剰余金期末残高 22,896 23,849 953
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(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）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（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 230 3,563

減価償却費  1,352 1,266

連結調整勘定償却額  △61 △78

退職給付引当金の増減額 34 28

役員退職慰労引当金の増
減額

△20 △298

賞与引当金の増減額 △26 △4

貸倒引当金の増減額 21 △176

受取利息及び受取配当金 △9 △10

投資有価証券売却益 － △5

為替差損益 △8 △16

為替予約評価損 645 －

有形固定資産売却益 △2 △2,608

有形固定資産売却損 66 －

有形固定資産除却損 33 34

売上債権の増減額 1,363 1,206

たな卸資産の増減額 △233 205

その他の流動資産の増減
額

△180 1,036

仕入債務の増減額 △2,236 △1,701

未払消費税等の増減額 △1 258

その他の流動負債の増減
額

△226 △514

子会社整理損 － 680

減損損失 － 541

その他 10 △851

小計 751 2,555

利息及び配当金の受取額 12 12

利息の支払額 － △1

法人税等の支払額 △804 △51

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△40 2,514
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金等の預入による
支出

△108 △167

定期預金等の払戻による
収入

135 212

投資有価証券の取得によ
る支出

△102 △6

投資有価証券の売却によ
る収入

－ 11

子会社株式の取得による
支出

－ △17

出資金の払込による支出 △669 △0

有形固定資産の取得によ
る支出

△2,449 △285

有形固定資産の売却によ
る収入

25 9,041

無形固定資産の取得によ
る支出

△39 △324

貸付けによる支出 △92 △195

貸付金の回収による収入 3 4

保証金の差入による支出 △2 △46

保証金の返還による収入 21 39

商品券発行保証金の差入
による支出

－ △800

有価証券の償還による収
入

－ 800

その他 14 297

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△3,262 8,563

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

自己株式の取得による支
出

△186 △2

自己株式の処分による収
入

－ 53

配当金の支払額 △410 △541

少数株主への配当金の支
払額

△26 △3

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△624 △494
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

6 43

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額

△3,920 10,627

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

14,069 10,219

Ⅶ　連結子会社と非連結子会社
の合併に伴う現金及び現金
同等物の増加額

71 －

Ⅷ　連結範囲の変更を伴う現金
及び現金同等物の増加額

－ 64

Ⅸ　現金及び現金同等物の期末
残高

10,219 20,912
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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 (1）連結子会社数　　７社 (1）連結子会社数　　８社

連結子会社名 連結子会社名

　スリーハートロジスティクス㈱

　シャディ金物㈱

　上海謝迪礼品有限公司

　㈱アピックスインターナショナル

　シャディ陶器㈱

　シャディ漆器工芸㈱

　シャディ中忠㈱

スリーハート・コーポレーション㈱

上海謝迪礼品有限公司

㈱アピックスインターナショナル

シャディ陶器㈱

シャディ漆器工芸㈱

シャディ中忠㈱

㈱シャディグルメ倶楽部

シャディサンクス＆サービス㈱

　シャディ金物㈱は平成16年9月1日付

をもってシャディ㈱と合併し、解散い

たしました。

　インテルモ㈱は平成16年10月１日付

をもって非連結子会社の㈱アピックス

インターナショナルと合併し、社名を

㈱アピックスインターナショナルに変

更いたしました。

 ㈱シャディグルメ倶楽部およびシャ

ディサンクス＆サービス㈱の２社は、

当連結会計年度から連結の範囲に含め

ております。

なお、当該２社は事業再編の一環とし

て業務をシャディ㈱およびスリーハー

ト・コーポレーション㈱に移管するた

め、平成18年３月末日をもって解散し、

清算手続きを行っております。

　

　シャディ物流㈱は平成16年11月１日

付をもって、社名をスリーハートロジ

スティクス㈱に変更いたしました。

　スリーハートロジスティクス㈱は平

成18年３月27日付をもって、社名をス

リーハート・コーポレーション㈱に変

更いたしました。 

(2）主要な非連結子会社の名称等 (2）主要な非連結子会社の名称等

　主要な非連結子会社

㈱シャディグルメ倶楽部

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないため

であります。

　主要な非連結子会社

電子金券開発㈱

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないため

であります。

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用の関連会社数

　　該当事項はありません。

(2）持分法を適用していない非連結子会社

（㈱シャディグルメ倶楽部他６社）及び関

連会社（セキセー㈱、㈱オフィス２０２０

新社）は、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除いても連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないため持分法の適用

範囲から除外しております。

(1）持分法適用の関連会社数

　　該当事項はありません。

(2）持分法を適用していない非連結子会社

（電子金券開発㈱ほか５社）及び関連会社

（セキセー㈱、㈱オフィス２０２０新社）

は、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないため持分法の適用範囲か

ら除外しております。
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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）

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　上海謝迪礼品有限公司の決算日は、12月

31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、連結決算日との間に発生した重要

な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

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

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

イ　有価証券

同左

その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの

　連結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。）

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

ロ　デリバティブ

　時価法

ロ　デリバティブ

　　　　　　   同左

ハ　たな卸資産

　先入先出法による原価法によっており

ます。

ハ　たな卸資産

同左

(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

　主として定率法によっております。

　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。

イ　有形固定資産

同左

　建物及び構築物　　　　３年～50年

　機械装置及び運搬具　　４年～17年

ロ　無形固定資産

　定額法によっております。

　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。

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）

(3）重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　売上債権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計

上し、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては、個別に回収の可能性を検討し、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の支出に

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　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の見

込額に基づき、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。

ハ　退職給付引当金

同左

ニ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えて、役

員退職慰労金規程および内規に基づく当

連結会計年度末要支給額を計上しており

ます。

ニ　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）重要なヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…デリバティブ取引（為替

予約取引等）

　ヘッジ対象…外貨建金銭債務および外

貨建予定取引

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…同左

　ヘッジ対象…同左

ハ　ヘッジ方針

　輸入取引に係る外貨建金銭債務および

外貨建予定取引に対して為替相場の変動

によるリスクをヘッジする目的で行って

おります。

ハ　ヘッジ方針

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　取引すべてが将来の購入予定に基づく

ものであり、実行の可能性が極めて高い

ため、有効性の判定は省略しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要

な条件が同一であるため、ヘッジに高い

有効性があるものと判断しております。

－ 18 －



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）

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

　消費税の会計処理

　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。

　消費税の会計処理

同左

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につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金およ

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カ月以内に満期または償還期限の

到来する短期投資からなっております。

同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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」（企業会計審議会

　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、541百万円減少し

ております。

なお、減損損失累計額については、当該資産の金額から直

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）

（連結損益計算書）

　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取手数

料」（当連結会計年度は43百万円）は、営業外収益の総額

の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」

に含めて表示することにしました。　

（連結損益計算書）　　　　

 「売上割引」は、前連結会計年度まで営業外費用の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度に

おいて営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲

記しました。

　なお、前連結会計年度における「売上割引」の金額は2

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）

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　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資有価証券（株式） 197百万円

その他（出資金） 703百万円

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資有価証券（株式） 130百万円

その他（出資金） 23百万円

※２　担保資産および担保付債務 ※２　担保資産および担保付債務

担保に供している資産 担保に供している資産

商品券発行保証金 801百万円 商品券発行保証金 800百万円

商品券発行保証金は国債にて供託しております。 商品券発行保証金は現金にて供託しております。

担保付債務 担保付債務

商品券 4,086百万円 商品券 2,772百万円

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式20,287,575株で

あります。　

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式20,287,575株で

あります。　

※４　当社が保有する自己株式の数は、普通株式887,930

株であります。 

※４　当社が保有する自己株式の数は、普通株式847,256

株であります。 

  

（連結損益計算書関係）

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）

※１　固定資産売却益の明細　 ※１　固定資産売却益の明細　

土地 2百万円

運搬具 0百万円

土地 2,162百万円

建物 446百万円

※２　固定資産売却損の明細 ※２　　　──────

土地 49百万円

建物 16百万円

その他 0百万円

   

※３　固定資産除却損の明細 ※３　固定資産除却損の明細

建物 6百万円

構築物 4百万円

機械装置 20百万円

その他 2百万円

構築物 4百万円

その他 30百万円

※４　    ────── ※４　子会社整理損の明細

子会社出資金評価損 680百万円

貸倒引当金繰入(貸付金) 296百万円

清算費用（未払費用） 52百万円

－ 20 －



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     ────── ※５  減損損失

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しました。

  場　所：大阪市天王寺区

　用　途：店舗

　種　類：土地および借地権

　減損額：346百万円

 

　場　所：大阪市天王寺区ほか　

　用　途：遊休資産

　種　類：土地

　減損額： 58百万円

 

　場　所：山梨県甲府市

　用　途：賃貸土地

　種　類：土地

　減損額：136百万円

 

 　当社グループの資産グルーピングは本社機能および各地

 　の物流センター、支店については共用資産として行い、　

　 直営店舗、遊休資産については個別物件単位で行ってお

　 ります。

   このうち市場価格が著しく下落した物件について帳簿価

　 額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失  

   541百万円として計上いたしました。

　 なお、当該資産の回収可能価額は不動産鑑定評価を行い

 　主に正味売却価額で算定しております。

 

（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）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係　

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記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 10,527百万円

預入期間が３カ月を超える定期預

金等
△307百万円

現金及び現金同等物 10,219百万円

現金及び預金勘定 21,174百万円

預入期間が３カ月を超える定期預

金等
△262百万円

現金及び現金同等物 20,912百万円

①　リース取引

　　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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②　有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

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）

連結貸借対照表
計上額

(百万円)

時価
(百万円)

差額
（百万円）

連結貸借対照表
計上額

(百万円)

時価
(百万円)

差額
（百万円）

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えるもの

国債 801 803 1 － － －

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えないもの

－ － － － － － －

合計 801 803 1 － － －

　（注）　投資その他の資産の「商品券発行保証金」として表示しております。

２．その他有価証券で時価のあるもの

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

株式 12 25 13 71 594 523

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の

株式 28 21 △6 3 2 △0

合計 40 47 6 74 596 522

３．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

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）

－ － － 11 5 －

４．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

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）

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）
266 5

投資事業有限責任組合への出資 － 168
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５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額　

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）

国債 800 － － － － － － －

合計 800 － － － － － － －

　（注）　当連結会計年度において、有価証券について34百万円（時価評価されていない主な有価証券34百万円）減損処

理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30％～50％程下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ

ております。

③　デリバティブ取引

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要　

　当社および国内連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

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）

退職給付債務    △821百万円  △850百万円

退職給付引当金    △821百万円      △850百万円

　（注）　当社および国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項

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）

勤務費用   140百万円    　　108百万円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務としております。
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⑤　税効果会計

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳　

（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）
────────────

繰延税金資産

貸倒引当金

賞与引当金

未払事業税

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

繰越欠損金

子会社整理損

販促費用

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

繰延税金負債

未収還付事業税

その他有価証券評価差額金

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額

433

75

－

309

188

127

－

－

21

1,155

△42

1,113

△1

△2

△4

1,108

78

71

148

329

52

－

373

93

24

1,170

－

1,170

－

△212

△212

958

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。

（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）
────────────

流動資産－繰延税金資産

固定資産－繰延税金資産

流動負債－繰延税金負債

固定負債－繰延税金負債

414

693

－

－

419

538

－

－
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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

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）
────────────

法定実効税率

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目

留保金課税

法人税税額控除額

住民税均等割額

未収還付事業税

繰越欠損金

連結調整勘定償却額

評価性引当額

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

40.69％

  

24.09％

－ 

△14.49％

7.55％

△2.11％

16.25％

△10.80％

－ 

△1.87％

59.31％

40.69％

  

1.54％

3.47％

△2.59％

0.56％

－ 

－ 

△0.90％

15.77％

△0.66％

57.88％
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⑥　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）

　当連結会計年度におけるギフト用品および生活関連用品の卸売事業の売上高、営業損失および資産の金額の

合計額は、いずれも全セグメントに占める割合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省

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）

　当連結会計年度におけるギフト用品および生活関連用品の卸売事業の売上高、営業利益および資産の金額の

合計額は、いずれも全セグメントに占める割合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省

略しております。　

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）

　全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の割合がいずれも90％

を超えているため、所在地別セグメント情報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）

　全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の割合がいずれも90％

を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。　

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%未満であるため、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%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

－ 26 －



⑦　関連当事者との取引

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）

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

議決権等の所

有（被所有）

割合（％）

関係内容

取引の内容

（注２）

取引金額

（百万

円）

（注１）

科目

期末残高

（百万

円）

（注１）

役員の兼任等

（人）
事業上の関係

役員及

びその

近親者

が議決

権の過

半数を

所有し

ている

会社等

㈱ジャパン

ライフデザ

インシステ

ムズ　　

（注３）

東京都

渋谷区
50

コンサ

ルタン

ト業

－ －
営業上の取

引

販促ツー

ル制作等
86 未払金 0

㈲ヒューマ

ンウェア開

発研究所　

（注４）

横浜市

青葉区
3

コンサ

ルタン

ト業

－ －
営業上の取

引

販売戦略

策定業務

等

4 未払金 0

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれております。

　　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　　上記各社との営業上の取引については、一般の取引と同様に決定しております。

　　　　３．㈱ジャパンライフデザインシステムズは、当社社外取締役谷口正和及びその近親者が議決権の80.7％を直接

保有しております。

　　　　４．㈲ヒューマンウェア開発研究所は、当社社外取締役緒方知行及びその近親者が議決権の100.0％を直接保有し

ております。

　　　　５．上記各社は、平成16年６月25日付で関連当事者となりましたので、同日から平成17年３月31日までの取引　　

　　　　　　について記載しております。　

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）

(１)親会社及び法人主要株主等 

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

議決権等の所

有（被所有）

割合（％）

関係内容

取引の内容

（注２）

取引金額

（百万

円）

（注１）

科目

期末残高

（百万

円）

（注１）

役員の兼任等

（人）
事業上の関係

 親会社

 

ＵＣＣ上島

珈琲株式会

社

 

神戸市

中央区

 

4,960

 

 コー

ヒー・

紅茶等

の輸入

ならび

に製

造・販

売ほか

 

 被所有

 間接　56.7

 

兼任2名

 　出向2名

営業上の取

引

ギフト用

商品の仕

入

 

46

支払手形

及び買掛

金

　　12 

営業上の取

引

 事務所の

賃借ほか
17 未払金 3

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれております。

　　 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等  

　　　　　 営業上の取引については、一般の取引と同様に決定しております。

　　   ３．ＵＣＣ上島珈琲株式会社は当社株式の議決権の56.7％を直接保有するＭＲＣホールディングス株式会社の全　

　　　　　 株式を保有しております。

 　　　４．ＵＣＣ上島珈琲株式会社は、平成17年10月11日付をもって当社の親会社となりましたので、取引高について

　　　　　 は平成17年10月11日から平成18年３月31日までの実績を記載しております。
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(２)役員及び法人主要株主等

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

議決権等の所

有（被所有）

割合（％）

関係内容

取引の内容

（注２）

取引金額

（百万

円）

（注１）

科目

期末残高

（百万

円）

（注１）

役員の兼任等

（人）
事業上の関係

役員及

びその

近親者

が議決

権の過

半数を

所有し

ている

会社等

㈱ジャパン

ライフデザ

インシステ

ムズ　　

（注３）

東京都

渋谷区
50

コンサ

ルタン

ト業

－ －
営業上の取

引

販促ツー

ル制作等
6 未払金 －

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれております。

　      ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　          営業上の取引については、一般の取引と同様に決定しております。　

　　　  ３．㈱ジャパンライフデザインシステムズは、当社社外取締役谷口正和及びその近親者が議決権の80.7％を直接

保有しております。

 　　　 ４．谷口正和氏は、平成17年６月24日開催の当社第45期定時株主総会終了のときをもって退任しておりますので、

取引高については平成17年４月１日から平成17年６月24日までの実績を記載しております。

（３）兄弟会社等

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

議決権等の所

有（被所有）

割合（％）

関係内容

取引の内容

（注２）

取引金額

（百万

円）

（注１）

科目

期末残高

（百万

円）

（注１）

役員の兼任等

（人）
事業上の関係

親会社

の子会

社

ユーシー

シーフーヅ

株式会社

神戸市

中央区
299

ＵＣＣ

ブラン

ドの

コー

ヒーほ

か業務

用食材

等の卸

売およ

び販売

－

 

 兼任3名 

出向1名

 

営業上の取

引

役員従業

員の受入

等

10 　未払金 2

（注）　１．上記の金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれております。　

　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等 　　　

　　　　　　営業上の取引については、一般の取引と同様に決定しております。　

　　　　３．ユーシーシーフーヅ株式会社は、その株式の全てをＵＣＣ上島珈琲株式会社が保有しております。

　　　　４．ユーシーシーフーヅ株式会社は、平成17年10月11日をもって関連当事者となりましたので、取引高について

は平成17年10月11日から平成18年３月31日までの実績を記載しております。
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（１株当たり情報）

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）

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      1,550円64銭

１株当たり当期純利益   5円21銭

１株当たり純資産額         1,626円18銭

１株当たり当期純利益    77円56銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載をしておりません。　

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   77円56銭

　（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。

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)

当期純利益（百万円） 101 1,504

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 101 1,504

普通株式の期中平均株式数（株） 19,520,838 19,400,609

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

　平成13年６月28日開催の当社第41

期定時株主総会において決議された

旧商法第210条ノ２に基づくストッ

クオプション（自己株式譲渡方式）

のための普通株式190,000株

行使期間

平成15年７月１日から

平成18年６月30日まで

────── 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。　　
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５．生産、受注及び販売の状況

１．生産状況

　生産は行っておりませんので、該当事項はありません。

２．受注状況

　受注生産は行っておりません。

３．販売状況

　当社グループの品群別売上高を示すと次のとおりであります。

 （単位：百万円）

品群

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）

金額 構成比 金額 構成比

％ ％

繊維品 11,790 14.6 11,687 14.8

陶器 1,942 2.4 2,302 2.9

漆器 832 1.0 588 0.7

金物 1,890 2.4 1,542 2.0

食料品 40,091 49.7 39,534 50.0

雑貨 17,850 22.2 16,553 20.9

カタログ類 6,221 7.7 6,845 8.7

総売上高 80,620 100.0 79,054 100.0

割戻及び値引 271 － 283 －

売上高 80,348 － 78,771 －
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