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平成 19 年 ２ 月期   中間決算短信（連結）               平成1 8年 1 0月 ４ 日 

 
上 場 会 社 名        株式会社 鈴 丹                          上場取引所      東・名 
コ ー ド 番 号        8193                                      本社所在都道府県   愛知県 
(ＵＲＬ http://www.suzutan.co.jp) 
代  表  者 役職名 取締役社長 氏名 小林 史生 
問合せ先責任者 役職名 常務取締役 氏名 加藤 紘司         ＴＥＬ (052)764－8005 
決算取締役会開催日 平成18年 10月４日 

親会社等の名称  ユニー株式会社（コード番号：8270）  親会社等における当社の議決権所有比率 60.6％ 

米国会計基準採用の有無  無 
 
１.18年８月中間期の連結業績（平成18年２月21日～平成18年８月20日） 
(1)連結経営成績                          （金額は百万円未満切捨て） 
 売 上 高      営業利益  経常利益  

 
18年8月中間期 
17年8月中間期 

百万円   ％
   11,508       3.4
   11,129     ―

百万円   ％
       518      133.4
       222        ―

百万円   ％
      538     114.3 
      251       ― 

18年2月期    22,505     644             703     
 

 
中間(当期)純利益 

１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益 

 
18年8月中間期 
17年8月中間期 

百万円   ％
 365      ― 
△40      ― 

円   銭
         32.71 

△3.63 

 円   銭
      ―  
      ―  

18年2月期      246      22.04       ―  
(注)①持分法投資損益    18年8月中間期 ― 百万円 17年8月中間期 ― 百万円 18年2月期   ― 百万円 
    ②期中平均株式数（連結）18年8月中間期 11,185,537株 17年8月中間期 11,188,639株 18年2月期 11,187,890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、中間（当期）純利益におけるパ－セント表示は、対前年中間期増減率 
     
 
(2)連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
18年8月中間期 
17年8月中間期 

百万円 
11,808 
12,517 

百万円
2,324 
1,775 

％ 
19.7 
14.2 

円  銭
       207.51 
       158.71 

18年2月期 11,857 2,072 17.5        185.29 
(注)期末発行済株式数（連結）18年8月中間期 11,184,282株 17年8月中間期11,187,758株 18年2月期 11,186,358株 
     

(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
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         

 
18年8月中間期 
17年8月中間期 

百万円 
    556 
    253 

百万円
89 

 △271 

百万円 
 △713 
     △1 

百万円
1,028 
1,028 

18年2月期     828   △242  △542 1,100 
 
(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   2社   持分法適用非連結子会社数   0社   持分法適用関連会社数   0社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   0社 (除外)   0社    持分法 (新規)   0社 (除外)   0社 
 
２．19年２月期の連結業績予想（平成18年２月21日～平成19年２月20日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 
通  期 

百万円
     22,815 

百万円
      1,090 

百万円
      700 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）  62円 59銭 
※上記の予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であります。従いまして、実際の業績は様々

な要因により、これら業績予想とは異なることがありますことをご了承下さい。 
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1 企業集団の状況 

 

当社グループは、当社及び連結子会社２社で構成され、衣料品及びファッション雑貨を直接消費者

に販売する専門店をチェーン展開することを主要な業務としております。商品の消費者への販売は当

社の店舗により行い、連結子会社においては、値札の印刷及び販売、店用備品の販売及び管理など店

舗運営付随業務と、海外生産に係る商品の輸出入を分担しております。  

 

 事業の系統図は次の通りであります。 

消費者 取引先

（親会社）
　　　　ユニー（株）

当　　　　　社

メーカー

（連結子会社）
　　　　鈴丹ビックス（株）

（連結子会社）
　　　　鈴丹時装有限公司

商
品
の
卸
売

商
品
の
販
売

出
店

金

銭

の

貸

付

商
品
の
仕
入

値
札
の
印
刷
及

び

販

売

商品の仕入
備品等の販売及
び管理・保管
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2 経営方針 
 

(1)経営の基本方針 

当社グループは、衣料品の小売業並びに卸売業として、高感度・高品質の商品を適正な価格

で提供し、さらには接客サービスなどあらゆる角度からお客様のニーズにお応えできる企業、

即ち「顧客満足創造企業」になることを経営の基本方針としております。 

そのための努力を通じて企業の価値を高めるとともに、株主・取引先・従業員の満足を高め、

企業としての社会的責任を果たして参ります。 

 

(2)利益配分に対する基本方針 

当社の配当政策の基本方針といたしましては、当期の業績と将来の事業展開を考慮し、事業

の拡大並びに収益力向上のための内部留保に努めるとともに、株主資本配当率及び配当性向な

ど株主の利益還元にも十分配慮の上、総合的に判断し、決定すべきものであると考えておりま

す。 

前期（平成18年２月期）は、11期ぶりに１株当たり10円の期末配当をすることができました。

当期（平成19年２月期）の配当につきましても、１株当たり10円の期末配当を実施する予定で

あります。 

   内部留保資金につきましては、経営体質の強化及び設備投資等、将来の事業展開に役立てる

ことを基本方針としております。 

(3)中長期的な経営戦略 

   当期（平成19年２月期）は、平成15年10月に策定した「新中期経営計画」の最終年度となる

ため、各諸施策の総仕上を行い、全力で経営計画を成し遂げる所存でございます。 

   次の新たな「中期経営計画」につきましては、現在、プロジェクトチームを編成し、鋭意、

策定中であります。 

   平成18年５月に会社法が施行され、平成18年５月12日開催の取締役会において「内部統制シ

ステム」について決議し、コンプライアンス委員会、情報開示委員会、リスク管理委員会、懲

罰委員会、個人情報安全管理委員会、「顧客満足」推進委員会及びこれらの委員会を統括する

グループ経営管理委員会を設立いたしました。 

当社グループの「内部統制システム」について全従業員にその内容を理解させ、行動指針

（企業倫理基準）の啓蒙活動、教育をすることにより、コンプライアンスの重要性の周知徹底

を図って参ります。 

(4)会社の対処すべき課題 

当中間連結会計期間において、当社グループの対処すべき課題について重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。 
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(5)親会社等に関する事項 

  ①親会社等の商号等 

親会社等 属性 
親会社等の議決権
所有割合（％） 

親会社が発行する株券が上場さ
れている証券取引所等 

ユニー株式会社 親会社 60.6％ 
東京証券取引所  市場第一部

名古屋証券取引所 市場第一部

  ②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等の関係 

    当社は、親会社であるユニー株式会社を中核としたユニーグループに属しており、ユニー

グループは総合小売業、コンビニエンスストア、呉服や婦人衣料などの専門店、クレジット

カード等の事業を営んでおります。 

    当社は、親会社の所有するショッピングセンターに賃貸借契約に基づき店舗を賃借してお

ります。当中間連結会計期間末の店舗数は283店舗でありますが、そのうち親会社からの賃借

店舗数は19店舗となっております。親会社との契約については、一般取引と同様、双方、交

渉の上決定しております。 

    当社の社外取締役１名は、親会社の取締役を兼務しておりますが、当該企業とは連携を密

にしながらも自主独立した経営判断が行える状況にあるものと考えております。また、当社

への親会社の企業グループからの従業員の出向等の受入はありません。 
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3 経営成績及び財政状態 

 

(1)経営成績 

（当中間連結会計期間の概況） 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の回復による輸出や設備投資の増加、雇

用情勢の改善による個人消費の回復などに伴い、景気は回復基調で推移いたしました。また、当

社グループを取り巻く環境におきましては、大型小売店販売額は前年比で0.8％減少し、婦人・

子供用品の販売額におきましても、前年比で1.9％の減少と、その減少は、前年に比べ底打ち感

が見えて参りました。 

このような環境の中、当社グループは、平成15年10月に策定した「新中期経営計画」の最終年

度を迎え、ショップブランドの明確化、店舗ごとの適正な品揃えの実現、各種コストの削減策の

実施により、着実にこの計画の進捗に注力いたしました。 

その結果、当中間連結会計期間の売上高は、既存店前年同期比が0.3％増と順調に推移し、３

億78百万円増収の115億８百万円（前年同期比3.4％増）となりました。利益面につきましては、

適時、適量の在庫コントロール等の効果により売上総利益率が、対前年同期比で0.3ポイント改

善し、また、昨年のシステムアウトソーシングに伴うリース料等の一般管理費が減少したことに

より、営業利益は２億96百万円増益の５億18百万円（同133.4％増）、経常利益は２億87百万円

増益の５億38百万円（同114.3％増）となり、中間純利益は３億65百万円と前中間連結会計期間

に比べ４億６百万円の増益となりました。 

 

① レディ－ス小売部門 

当社グループの主力であるヤングレディース小売部門は、一部低温・多雨や梅雨明けの遅

れなどの影響はありましたが、当中間連結会計期間の既存店前年同期比は1.7％増と順調に推

移いたしました。春は、Ｇジャンなど軽めの羽織物が人気で、インナーにはレース使いカット

ソーなどが好評でした。ボトムスでは、クロップドデニムパンツが好調で、ニー丈スカートや、

バルーン・プリーツなどの新しいデザインも好調な動きでした。初夏から夏は、全体に天然素

材を中心としたカジュアル傾向で、エスニック系のスタイリングが人気となりました。トップ

スでは、かぎ針使いのニットキャミソール・ボレロやスキッパーが、ボトムスでは、エスニッ

ク系ティアードスカート、ショートパンツ、クロップドデニムパンツが人気となりました。ま

た、アクセサリーでは、エスニックテイストのウッドネックレスや、メッシュベルトが好調に

推移いたしました。 

このような状況下、Ｐｅａｋモレラ岐阜店始め８店舗を新規に出店し、ショップブランド

戦略を推進するべく、既存店舗の改装を13店舗実施いたしました。一方、新中期経営計画に沿

って不採算店を３店舗退店した結果、当中間連結会計期間末の店舗数は260店舗となりました。 

売上高は106億95百万円（前年同期比4.8％増）と前中間連結会計期間に比べ４億87百万円

の増収となりました。 

 

②メンズ小売部門 

メンズ市場は、アメリカンカジュアルアイテムをベースにタイトなシルエットのジャケッ

トやベストと、女性的なドレープ感のある素材・ディテールのインナーをレイヤードで着こな
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すファッション傾向が浮上してきました。一部地域では、渋谷系ファッションの台頭が顕著に

現れました。 

メンズ小売部門におきましては、２枚襟など襟に変化のあるポロシャツ等が好調に推移い

たしましたが、市場動向に合わせたタイトシルエットを中心とするマーチャンダイジングへの

本格的な取組みが秋物以降になり、当中間連結会計期間の既存店前年同期比は15.7％減と厳し

い状況が続きました。 

店舗につきましては、既存店舗の改装を２店舗実施いたしました。また、不採算店の５店

舗を退店した結果、当中間連結会計期間末の店舗数は23店舗となりました。 

売上高は８億12百万円（前年同期比11.8％減）と前中間連結会計期間に比べ１億９百万円

の減収となりました。 

  

③衣料卸売部門 

当中間連結会計期間におけるグループ外に対する卸売は行っておりません。 

 

(2)財政状態 

①財政状態 

当中間連結会計期間末の総資産は118億８百万円（前年同期比5.7％減）と前中間連結会計

期間末に比べ７億８百万円減少いたしました。それは主に長期差入保証金等の回収等による

固定資産の減少によるものであります。 

流動負債は借入金の返済により前中間連結会計期間末に比べ12億47百万円減少の72億75百

万円（同14.6％減）となりました。 

なお、純資産は23億24百万円となり、自己資本比率は19.7％と対前年同期比で5.5ポイント

良化いたしました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により５億56

百万円増加し、投資活動により89百万円増加し、財務活動により７億13百万円減少した結果、

現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は10億28百万円（前年同期比0.0％減）とな

りました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純

利益が前年同期と比べ４億８百万円増加の４億39百万円となったことにより、また、売上債

権は増加したもののたな卸資産の減少や仕入債務の増加等により５億56百万円となりました。  

この結果、営業活動全体としては前中間連結会計期間と比べ３億３百万円の収入の増加と

なりました。 

 

（投資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・フローは、保証金の回収による収入が新店・改装店への投資

を吸収したことにより89百万円の収入となりました。 

この結果、新規出店に伴う保証金や新店・改装店への投資が多かった前中間連結会計期間
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と比べ３億61百万円の収入の増加となりました。 

 

（財務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・フローは、短期借入金の返済及び配当金の支払により７億13

百万円の支出となりました。 

この結果、前中間連結会計期間に比べ７億12百万円の支出の増加となりました。 

 

 (3)通期の見通し 

個人消費全般には緩やかな回復基調が続くものと思われますが、当社グループが属する衣料品

業界は、企業間、業態間、地域間、商業施設間の顧客獲得競争がますます激しさをますものと捉

え、当社の経営方針とする「顧客満足創造企業」の実現に向け、これまで進めてきました当社グ

ループのショップブランド戦略である「顧客ターゲットの明確なＭＤ（マーチャンダイジング）

コンセプトに支えられた商品と売場、サービスが一体となった強い店舗づくり」をさらに進めて

参ります。下期の出店につきましては、10店舗を出店し、通期では18店舗を計画しております。 

以上の状況を踏まえ、通期連結業績予想につきましては、売上高228億15百万円、経常利益10

億90百万円、当期純利益７億円を見込んでおります。 
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４ 中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年２月20日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※２  1,238,658 1,238,502  1,310,217

２ 受取手形及び売掛金   1,329,986 1,288,064  828,384

３ たな卸資産   1,276,137 1,259,413  1,425,889

４ 繰延税金資産   2,827 3,252  3,677

５ その他   65,000 58,214  37,662

貸倒引当金   △4,606 △1,103  △703

流動資産合計   3,908,004 31.2 3,846,344 32.6  3,605,128 30.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物   919,191 984,967  929,626

(2) その他   217,598 164,038  180,797

有形固定資産合計   1,136,790 9.1 1,149,006 9.7  1,110,423 9.4

２ 無形固定資産   507,194 4.1 389,400 3.3  448,044 3.8

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   15,000 8,100  15,300

(2) 長期差入保証金   8,065,426 7,445,025  7,790,092

(3) その他   402,871 187,399  233,433

貸倒引当金   △1,518,194 △1,216,990  △1,344,806

投資その他の資産 
合計 

  6,965,104 55.6 6,423,533 54.4  6,694,018 56.4

固定資産合計   8,609,089 68.8 7,961,940 67.4  8,252,485 69.6

資産合計   12,517,093 100.0 11,808,285 100.0  11,857,614 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年２月20日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金   1,543,644 1,402,206  1,143,676

２ 短期借入金   5,840,000 4,700,000  5,300,000

３ 未払費用   761,275 738,912  683,119

４ 未払法人税等   89,475 93,962  176,048

５ 繰延税金負債   ― 117  ―

６ 賞与引当金   82,822 89,546  85,950

７ その他   205,463 250,317  177,650

流動負債合計   8,522,681 68.1 7,275,062 61.6  7,566,445 63.8

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金   1,000,000 1,000,000  1,000,000

２ 繰延税金負債   884 210  408

３ 退職給付引当金   1,167,733 1,165,266  1,169,233

４ 預り保証金   43,130 39,630  41,380

５ その他   4,098 3,989  4,249

固定負債合計   2,215,846 17.7 2,209,097 18.7  2,215,271 18.7

負債合計   10,738,527 85.8 9,484,159 80.3  9,781,716 82.5

(少数株主持分)    

少数株主持分   2,929 0.0 ― ―  3,216 0.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年２月20日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,414,203 11.3 ― ―  1,414,203 11.9

Ⅱ 利益剰余金   404,632 3.2 ― ―  691,812 5.8

Ⅲ 為替換算調整勘定   △12,626 △0.1 ― ―  △1,774 △0.0

Ⅳ 自己株式   △30,573 △0.2 ― ―  △31,559 △0.2

資本合計   1,775,636 14.2 ― ―  2,072,682 17.5

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  12,517,093 100.0 ― ―  11,857,614 100.0

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 1,414,203 12.0  ― ―

２ 利益剰余金   ― ― 945,779 8.0  ― ―

３ 自己株式  ― ― △33,094 △0.3  ― ―

株主資本合計  

 

― ― 2,326,888 19.7  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ 繰延ヘッジ損益   ― ― 175 0.0  ― ―

２ 為替換算調整勘定   ― ― △6,223 △0.0  ― ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― △6,048 △0.0  ― ―

Ⅲ 少数株主持分   ― ― 3,285 0.0  ― ―

純資産合計   ― ― 2,324,125 19.7  ― ―

負債及び純資産合計   ― ― 11,808,285 100.0  ― ―

    
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－10－  



ファイル名:平成19年2月期連結中間決算短信(全ページ） 更新日時:2006/09/29 16:15 印刷日時:06/10/03 10:57 

② 中間連結損益計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   11,129,985 100.0 11,508,232 100.0  22,505,080 100.0

Ⅱ 売上原価   5,668,072 50.9 5,822,970 50.6  11,372,471 50.5

売上総利益   5,461,912 49.1 5,685,262 49.4  11,132,608 49.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 店舗使用料  1,725,910 1,762,850 3,505,844 

２ 給料手当  1,680,244 1,666,856 3,441,128 

３ 賞与引当金繰入  82,822 89,546 85,950 

４ 退職給付費用  53,909 42,735 102,550 

５ 減価償却費  175,306 181,598 370,614 

６ その他  1,521,550 5,239,744 47.1 1,423,146 5,166,732 44.9 2,982,003 10,488,092 46.6

営業利益   222,167 2.0 518,529 4.5  644,516 2.9

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  2,240 4,641 5,282 

２ 受取配当金  ― ― 24 

３ 仕入割引  23,943 24,414 52,050 

４ 不動産収入  56,433 56,433 112,867 

５ 受取手数料  9,027 4,438 14,975 

６ 雑収入  8,985 100,629 0.9 3,295 93,224 0.8 16,725 201,926 0.9

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  17,184 16,237 33,714 

２ 貸倒引当金繰入  ― 4,500 1,750 

３ 不動産原価  52,013 51,955 103,759 

４ 雑支出  2,359 71,556 0.6 629 73,323 0.6 3,361 142,585 0.7

経常利益   251,240 2.3 538,430 4.7  703,856 3.1
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※１ ― ― 937 

２ 貸倒引当金戻入益  23,219 21,614 50,135 

 ３ 保険差益  ― 4,577 ― 

４ その他  350 23,569 0.2 ― 26,192 0.2 350 51,423 0.2

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※２ ― ― 951 

２ 固定資産除却損 ※３ 36,356 65,004 101,864 

３ 減損損失 ※４ 207,362 33,991 267,585 

４ 投資有価証券評価損  ― 7,199 ― 

５ 店舗賃借解約損  ― 243,718 2.2 18,533 124,729 1.1 ― 370,400 1.6

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  31,092 0.3 439,893 3.8  384,879 1.7

法人税、住民税及び 
事業税 

 70,774 73,537 138,657 

法人税等調整額  878 71,652 0.7 230 73,767 0.6 △462 138,194 0.6

少数株主利益   0 0.0 295 0.0  65 0.0

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

  △40,560 △0.4 365,830 3.2  246,619 1.1
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③ 中間連結剰余金計算書 

 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月21日 

至 平成17年８月20日) 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

(自 平成17年２月21日 

至 平成18年２月20日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  445,193  445,193

Ⅱ 利益剰余金増加高   

   当期純利益  ― ― 246,619 246,619

Ⅲ 利益剰余金減少高   

   中間純損失  40,560 40,560 ― ―

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

 404,632  691,812

   

 

④ 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間(自 平成18年２月21日 至 平成18年８月20日) 

 

株主資本 
 

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年２月20日残高(千円) 1,414,203 691,812 △31,559 2,074,456

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △111,863  △111,863

 中間純利益 365,830  365,830

 自己株式の取得 △1,534 △1,534

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
― 253,966 △1,534 252,431

平成18年８月20日残高(千円) 1,414,203 945,779 △33,094 2,326,888

 

評価・換算差額等 
 

繰延ヘッジ 
損益 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年２月20日残高(千円) ― △1,774 △1,774 3,216 2,075,898

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当   △111,863

 中間純利益   365,830

 自己株式の取得   △1,534

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

175 △4,448 △4,273 69 △4,204

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

175 △4,448 △4,273 69 248,227

平成18年８月20日残高(千円) 175 △6,223 △6,048 3,285 2,324,125
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⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月21日 

至 平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 

至 平成18年８月20日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成17年２月21日 

至 平成18年２月20日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益  31,092 439,893 384,879

 ２ 減価償却費  175,614 181,856 371,230

３ 減損損失  207,362 33,991 267,585

 ４ 貸倒引当金の増減額(減少は△)  △22,835 △16,714 △48,385

 ５ 賞与引当金の増減額(減少は△)  △10,212 3,596 △7,084

 ６ 退職給付引当金の増減額 

    (減少は△) 
 4,685 △3,966 6,185

 ７ 役員退職引当金の増減額 

    (減少は△) 
 △350 ― △350

 ８ 受取利息及び受取配当金  △2,240 △4,641 △5,307

 ９ 支払利息  17,184 16,237 33,714

 10 投資有価証券評価損  ― 7,199 ―

 11 固定資産売却益  ― ― △937

 12 固定資産売却損  ― ― 951

 13 固定資産除却損  36,356 65,004 101,864

 14 売上債権の増減額(増加は△)  △272,055 △458,168 233,262

 15 たな卸資産の増減額(増加は△)  △48,002 166,359 △197,505

 16 仕入債務の増減額(減少は△)  224,002 259,334 △177,780

 17 未払金の増減額(減少は△)  △5,912 △551 4,363

 18 未払消費税等の増減額(減少は△)  39,470 16,025 60,301

 19 未払費用の増減額(減少は△)  34,709 55,671 △43,791

 20 その他  7,429 △51,302 22,349

    小計  416,296 709,824 1,005,544

 21 利息及び配当金の受取額  1,963 4,313 4,705

 22 利息の支払額  △16,945 △19,993 △33,392

 23 早期退職割増金の支払額  △22,009 ― △22,009

 24 法人税等の支払額  △128,957 △137,614 △129,299

 25 法人税等の還付額  2,987 257 2,987

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー 
 253,335 556,788 828,535
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月21日 

至 平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 

至 平成18年８月20日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成17年２月21日 

至 平成18年２月20日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

 １ 定期預金の預入による支出  △210,060 ― △420,060

 ２ 定期預金の払戻による収入  424,781 ― 637,123

 ３ 有形固定資産の取得による支出  △425,012 △167,875 △655,751

 ４ 有形固定資産の売却による収入  ― ― 4,363

 ５ 無形固定資産の取得による支出  △190,637 ― △190,637

 ６ 長期前払費用の取得による支出  △15,879 △15,173 △30,814

 ７ 長期前払費用の売却による収入  ― ― 311

 ８ 貸付金の回収による収入  6,000 6,000 12,000

 ９ 保証金の支払による支出  △255,823 △146,696 △432,533

 10 保証金の回収による収入  397,191 415,319 836,695

 11 預り保証金の返還による支出  △1,750 △1,750 △3,500

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー 
 △271,189 89,824 △242,802

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

 １ 短期借入による収入  6,540,000 3,500,000 12,560,000

 ２ 短期借入金の返済による支出  △6,540,000 △4,100,000 △13,100,000

 ３ 自己株式の増減額(増加は△)  △1,156 △1,534 △2,143

 ４ 配当金の支払額  ― △111,863 ―

 ５ 少数株主への配当金の支払額  ― △135 ―

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー 
 △1,156 △713,534 △542,143

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額 
 6,054 △4,793 15,013

Ⅴ 現金及び現金同等物 

  の増減額(減少は△) 
 △12,956 △71,714 58,603

Ⅵ 現金及び現金同等物 

  の期首残高 
 1,041,614 1,100,217 1,041,614

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高 
※ 1,028,658 1,028,502 1,100,217
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

 子会社は、全て連結して

おります。 

 連結子会社の数 ２社 

 連結子会社名は、鈴丹時

装有限公司、鈴丹ビックス

㈱であります。 

同左 同左 

２ 持分法の適用に関

する事項 

非連結子会社及び関連会社

がないため、該当事項はあ

りません。 

同左 同左 

３ 連結子会社の中間

決算日(事業年度)

等に関する事項 

 連結子会社のうち鈴丹時

装有限公司の中間決算日は

６月30日であります。中間

連結財務諸表の作成にあた

っては同日現在の中間財務

諸表を使用し、中間連結決

算日との間に生じた重要な

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  連結子会社のうち鈴丹時

装有限公司の決算日は12月

31日であります。連結財務

諸表の作成にあたっては、

同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生

じ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。 

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 

 ① 有価証券 

   その他有価証券 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① 有価証券 

   その他有価証券 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① 有価証券 

   その他有価証券 

     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 

    時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

   商品 ：売価還元原

価法による

原価法 

   貯蔵品：最終仕入原

価法による

原価法 

 ② たな卸資産 

同左 

 ② たな卸資産 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

   当社及び国内連結子

会社は定率法を、在

外連結子会社は所在

地国の会計基準に基

づく定額法を採用し

ております。取得原

価で、什器備品の約

2.9％が定額法によ

り償却されておりま

す。 

   ただし、当社及び国

内連結子会社におい

ては、平成10年４月

１日以降取得した建

物(建物附属設備を

除く)について定額

法によっておりま

す。 

   なお、主な耐用年数

は次のとおりであり

ます。 

    建物及び構築物 

３年～30年

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

同左 

  ② 無形固定資産 

   （ソフトウェア） 

   見込利用可能期間 

   （５年）に基づく定

額法によっておりま

す。 

 ② 無形固定資産 

   （ソフトウェア） 

同左 

 ② 無形固定資産 

   （ソフトウェア） 

同左 

  ③ 長期前払費用 

   定額法によっており

ます。 

 ③ 長期前払費用 

同左 

 ③ 長期前払費用 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる

損失に備えるため、

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。 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給

に充てるために支給

見込額のうち当中間

連結会計期間負担額

を計上しておりま

す。 

 ② 賞与引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給

に充てるために支給

見込額のうち当連結

会計期間負担額を計

上しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

  ③ 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

金資産の見込額に基

づき、当中間連結会

計期間末において発

生していると認めら

れる額を計上してお

ります。なお、会計

基準変更時差異(当

初1,021,906千円、

処理年数15年)につ

いて、平成14年２月

期の大量退職者に係

る部分を一時償却し

た残額512,855千円

から、さらに厚生年

金基金の代行部分に

ついて平成15年２月

に厚生労働大臣から

将来分支給義務免除

の認可を受けたこと

に伴い、代行部分に

係る部分の一時償却

額を控除した後の未

処理額215,476千円

を残存処理年数13年

により按分した額を

費用処理することと

しております。ま

た、過去勤務債務

は、その発生時の従

業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年

数(６年)による定額

法により費用処理し

ております。さらに

数理計算上の差異

は、各連結会計年度

の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以

内の一定年数（６

年）による定額法に

よりそれぞれ発生の

翌連結会計年度から

費用処理しておりま

す。国内連結子会社

は従業員の退職金の

支給に備えるため、

退職金規定に基づく

自己都合による中間

連結会計期間末要支

給額を計上してお

ります。 

 ③ 退職給付引当金 

同左 

 ③ 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

金資産の見込額に基

づき計上しておりま

す。なお、会計基準

変更時差異（当初

1,021,906千円、処

理年数15年）につい

て、平成14年２月期

に大量退職者に係る

部分を一時償却した

残額512,855千円か

ら、さらに厚生年金

基金の代行部分につ

いて平成15年２月に

厚生労働大臣から将

来分支給義務免除の

認可を受けたことに

伴い、代行部分に係

る部分の一時償却額

を控除した後の未処

理額215,476千円を

残存処理年数13年に

より按分した額を費

用処理することとし

ております。また、

過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以

内の一定年数(６年)

による定額法により

費用処理しておりま

す。さらに数理計算

上の差異は、各連結

会計年度の発生時の

従業員の平均残存勤

務期間以内の一定年

数（６年）による定

額法により、それぞ

れ発生の翌連結会計

年度から費用処理し

ております。 

国内連結子会社は従

業員の退職金の支給

に備えるため、退職

金規定に基づく自己

都合による連結会計

年度末要支給額を計

上しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

  ④ 役員退職引当金 

   国内連結子会社は平

成17年５月12日開催

の取締役会におい

て、役員退職慰労金

制度の廃止を決議し

ておりますので、同

社の引当金は全額取

崩しております。 

 

    

 ④ 役員退職引当金 

   国内連結子会社は平

成17年５月12日開催

の取締役会におい

て、役員退職慰労金

制度の廃止を決議し

ておりますので、同

社の引当金は全額取

崩しております。 

 (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。 

(4) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

(4) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   為替予約が付されて

いる外貨建金銭債務

等については、振当

処理を行っておりま

す。 

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 

    

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

  ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

  ・ヘッジ手段 

    為替予約取引 

  ・ヘッジ対象 

    外貨建金銭債務等

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

   輸入取引の為替相場

の変動によるリスク

を軽減する目的で先

物為替予約取引を行

い、キャッシュ・フ

ローを固定化してお

ります。 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性評価

の方法 

   振当処理を行った為

替予約は有効性の評

価を省略しておりま

す。 

 ④ ヘッジの有効性評価

の方法 

同左 

 ④ ヘッジの有効性評価

の方法 

同左 

 (6) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

(6) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

(6) 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 

      税抜方式を採用して

おります。 

  消費税等の会計処理 

同左 

  消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結(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、要求払預金及

び取得日から３ヶ月以内に

満期日が到来する流動性が

高い、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

ない短期的な投資を計上し

ております。 

同左 同左 
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中間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 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から「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。 

 これにより営業利益及び経常利益

が14,418千円増加し、税金等調整前

中間純利益が192,943千円減少して

おります。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき当該各資産の金額から直接

控除しております。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

当中間連結会計期間から｢貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準｣（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び｢貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針｣（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 従来の｢資本の部｣の合計に相当す

る金額は2,320,665千円でありま

す。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結財務諸表は、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成し

ております。 

（固定資産の減損に係る会計基準）

 当連結会計年度から「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。 

 これにより営業利益及び経常利益

が26,996千円増加し、税金等調整前

当期純利益が240,589千円減少して

おります。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき当該各資産の金額から直接控除

しております。 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において流動負債の「その他」に

含めて表示しておりました「未払費用」（前中間連結会

計期間末496,323千円）については、負債、少数株主持

分及び資本の合計額の100分の５超となったため、当中

間連結会計期間より区分掲記しております。 

――― 
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追加情報 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

（法人事業税における外形標準課税

部分に関する事項） 

 「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

とに伴い、当中間連結会計期間から

「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」(平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号)に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上してお

ります。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が19,000千円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前中間純利益

が同額減少しております。 

――― （法人事業税における外形標準課税

部分に関する事項） 

 「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

とに伴い、当連結会計年度から「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」（平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が37,700千円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益

が同額減少しております。 

 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

項目 
前中間連結会計期間末 
(平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年８月20日) 

前連結会計年度末 
(平成18年２月20日) 

※１ 有形固定資産の減価償

却累計額 
1,636,805千円 1,611,347千円 1,621,209千円

※２ 担保提供資産 定期預金 20,000千円

計 20,000 
 

――― ――― 

 上記資産により担保されている債

務 

――― 
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(中間連結損益計算書関係) 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

※１ 固定資産売却益の内訳 
――― ――― 

建物の売却によるものでありま

す。 

※２ 固定資産売却損の内訳 

――― ――― 

建物及び構築物 630千円

什器備品 187 

長期前払費用 133 

計 951 
 

※３ 固定資産除却損の内訳 建物及び構築物 13,689千円

什器備品 1,053 

長期前払費用 1,824 

解体費用 19,789 

計 36,356 
 

建物及び構築物 33,095千円

什器備品 2,300 

解体費用 29,608 

計 65,004 

  
 

建物及び構築物 49,564千円

什器備品 2,265 

長期前払費用 10,422 

解体費用 39,612 

計 101,864 
 

※４ 

 

減損損失 当社グル－プは以下の資産グル－

プについて減損損失を計上しまし

た。 

用途 種類 場所 店舗数

店舗設備 建物等 兵庫県 ９ 

店舗設備 建物等 北海道 ７ 

店舗設備 建物等 大阪府他 48 

ホスト 

システム 

ソフト 

ウェア 

愛知県 

(本社) 
― 

なお、資産のグル－ピングは、キ

ャッシュ・フロ－を生み出す最小

単位として、店舗を基本単位とし

てグル－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

マイナスであり、資産グループの

固定資産簿価を回収できないと判

断した資産グループの帳簿価額を

回収可能価額(０円)まで減額し、

当該減少額を減損損失(207,362千

円)として特別損失に計上いたし

ました。 

(減損損失の金額) 

建物及び構築物 125,740千円

什器備品 6,820 

ソフトウェア 45,686 

長期前払費用 29,114 

計 207,362 
  

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。 

用途 種類 場所 店舗数

店舗設備 建物等 東京都 ３ 

店舗設備 建物等 千葉県 １ 

店舗設備 建物等 埼玉県他 ２ 

なお、資産のグルーピングはキャ

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て

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

イナスであり、資産グループの固

定資産簿価を回収できないと判断

した資産グループの帳簿価額を回

収可能価額（０円）まで減額し、

当該減少額を減損損失（33,991千

円）として特別損失に計上いたし

ました。 

(減損損失の金額) 

種類 金額 

建物及び構築物 28,720千円

長期前払費用 5,270 

計 33,991 
 

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。 

用途 種類 場所 店舗数

店舗設備 建物等 北海道 ９ 

店舗設備 建物等 兵庫県 ９ 

店舗設備 建物等 大阪府他 65 

ホスト 

システム 

ソフト 

ウェア 

愛知県 

(本社) 
― 

なお、資産のグルーピングはキャ

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て

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

イナスであり、資産グループの固

定資産簿価を回収できないと判断

した資産グループの帳簿価額を回

収可能価額（０円）まで減額し、

当該減少額を減損損失（267,585

千円）として特別損失に計上いた

しました。 

(減損損失の金額) 

種類 金額 

建物及び構築物 169,463千円

什器備品 10,036 

ソフトウェア 45,686 

長期前払費用 42,398 

計 267,585 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月21日 

至 平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 

至 平成18年８月20日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年２月21日 

至 平成18年２月20日) 

 ――― １.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
発行済株式 

の種類 

 普通株式(千株)

前連結会計年度末 
株式数 

11,215 

当中間連結会計期間 
増加株式数 

― 

当中間連結会計期間 
減少株式数 

― 

当中間連結会計期間末
株式数 

11,215 

 

２.自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
自己株式の 

種類 

 普通株式(株) 

前連結会計年度末 
株式数 

29,320

当中間連結会計期間 
増加株式数 

2,076

当中間連結会計期間 
減少株式数 

―

当中間連結会計期間末
株式数 

31,396

(注)当中間連結会計期間増加株式数は単元

未満株式の買取によるものでありま

す。 

３.配当に関する事項 

配当金支払額 

平成18年５月12日開催の定時株主総会に

おいて次のとおり決議しております。 

普通株式の配当に関する事項 

①配当金の総額 111,863千円

②１株当たり配当額 10円

③基準日 平成18年２月20日

④効力発生日 平成18年５月15日
 

  
――― 

 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,238,658千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△210,000 

現金及び現金 
同等物 

1,028,658 

    

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,238,502千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△210,000 

現金及び現金 
同等物 

1,028,502 

    

※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 

現金及び預金勘定 1,310,217千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△210,000 

現金及び現金 
同等物 

1,100,217 
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(リース取引関係) 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20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(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

び中間期末残高相当額 

 
什器備品 
(千円) 

取得価額 
相当額 

108,937

減価償却 
累計額相当額 

96,211

中間期末残高 
相当額 

12,726

   

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

び中間期末残高相当額 

 
什器備品 
(千円) 

取得価額 
相当額 

13,631

減価償却 
累計額相当額

12,548

中間期末残高
相当額 

1,083

   

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 

 
什器備品 
(千円) 

取得価額 
相当額 

78,707

減価償却 
累計額相当額 

74,060

期末残高 
相当額 

4,647

   
 ２. 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 12,349千円

１年超 1,044 

合計 13,393 
 

２. 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 1,044千円

１年超 ― 

合計 1,044 
 

２. 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 4,670千円

１年超 ― 

合計 4,670 
 

 ３. 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 30,043千円

減価償却費 
相当額 

27,161 

支払利息 
相当額 

718 

 

３. 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 3,696千円

減価償却費 
相当額 

3,564 

支払利息 
相当額 

69 

 

３. 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 38,993千円

減価償却費 
相当額 

35,240 

支払利息 
相当額 

914 

 
 ４. 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  ・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. 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方

法 

同左 

４. 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方

法 

同左 

   ・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。 

  ・利息相当額の算定方法 

同左 

  ・利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

時価評価されていない主な有価証券 

 

前中間連結会計期間末 
（平成17年８月20日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年８月20日） 

前連結会計年度末 
（平成18年２月20日） 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 
 非上場株式 

15,000 8,100 15,300

計 15,000 8,100 15,300

   （注）当中間連結会計期間末において、その他有価証券で時価評価されていない株式について7,199千円の 

      減損処理を行っております。 

 

 (デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末（平成17年８月20日） 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から

除いております。 

 

当中間連結会計期間末（平成18年８月20日） 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から

除いております。 

 

前連結会計年度末（平成18年２月20日） 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から

除いております。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年２月21日 至 平成17年８月20日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「婦人服小売業等」の割合がいずれも

90％を超えているため、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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年２月21日 至 平成18年８月20日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「婦人服小売業等」の割合がいずれも

90％を超えているため、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。 

 

前連結会計年度(自 平成17年２月21日 至 平成18年２月20日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「婦人

服小売業等」の割合がいずれも90％を超えているため、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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年２月21日 至 平成17年８月20日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年２月21日 至 平成18年８月20日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「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。 

 

前連結会計年度(自 平成17年２月21日 至 平成18年２月20日) 

全セグメントの売上高の合計及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。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年２月21日 至 平成17年８月20日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年２月21日 至 平成18年８月20日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成17年２月21日 至 平成18年２月20日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 
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 (１株当たり情報) 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

１株当たり純資産額 158円71銭 207円51銭 185円29銭

１株当たり中間(当期)
純利益又は1株当たり
中間純損失（△） 

△3円63銭 32円71銭 22円04銭

  なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につい

ては、１株当たり中間純損

失が計上されており、ま

た、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません 

 なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益につい

ては潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前中間連結会計期間末

(自 平成17年２月21日

至 平成17年８月20日)

当中間連結会計期間末 

(自 平成18年２月21日 

至 平成18年８月20日) 

前連結会計年度末 

(自 平成17年２月21日

至 平成18年２月20日)

中間連結貸借対照表の純資産の部
の合計額(千円) 

― 2,324,125 ―

普通株式に係る純資産額(千円) ― 2,324,125 ―

中間連結貸借対照表の純資産の部
の合計額と１株当たり純資産額の
算定に用いられた普通株式に係る
中間連結会計期間末の純資産額と
の差額の主な内訳(千円) 

少数株主持分 ―

 
 
 
 
 

3,285 ―

普通株式の発行済株式数(千株) ― 11,215 ―

普通株式の自己株式数(千株) ― 31 ―

１株当たり純資産額の算定に用い
られた普通株式の数(千株) 

― 11,184 ―

 

２ １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月21日

至 平成17年８月20日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 

至 平成18年８月20日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年２月21日

至 平成18年２月20日)

中間(当期)純利益又は 
中間純損失（△）(千円) 

△40,560 365,830 246,619

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益
又は中間純損失（△）(千円) 

△40,560 365,830 246,619

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,188 11,185 11,187
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(重要な後発事象) 

 

前中間連結会計期間(自平成17年２月21日  至平成17年８月20日) 

該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自平成18年２月21日  至平成18年８月20日) 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自平成17年２月21日  至平成18年２月20日) 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－29－  



ファイル名:平成19年2月期連結中間決算短信(全ページ） 更新日時:2006/09/29 16:15 印刷日時:06/10/03 10:57 

－30－  

5 販売実績 

                                         （単位：千円） 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年2月21日

至 平成17年8月20日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年2月21日 

至 平成18年8月20日)

前連結会計年度  

(自 平成17年2月21日 

至 平成18年2月20日)
区分 

売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比

   % %  %

ドレス･アウター 1,181,322 10.6 1,564,450 13.6 3,154,199 14.0

布帛トップス 1,234,551 11.1 1,000,205 8.7 2,006,875 8.9

セータートップス 753,036 6.8 914,126 7.9 2,122,506 9.5

カットソートップス 2,978,879 26.8 2,931,389 25.5 5,222,303 23.2

スカート・パンツ 2,507,385 22.5 2,645,788 23.0 5,103,126 22.7

ファッション雑貨他 1,553,120 13.9 1,639,597 14.2 2,880,514 12.8

レディース

小売部門 

小計 10,208,296 91.7 10,695,558 92.9 20,489,526 91.1

メンズ小売

部門 
商品売上高 921,689 8.3 812,674 7.1 2,010,905 8.9

衣料卸売部

門 
商品売上高 ― ― ― ― 4,648 0.0

合計 11,129,985 100.0 11,508,232 100.0 22,505,080 100.0
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