
 

平成 19 年 ２ 月期   個別中間財務諸表の概要         平成18年10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           配当支払開始日 平成―年―月―日 
単元株制度採用の有無  有（1単元 100株） 
 

１． 18年８月中間期の業績（平成18年２月21日～平成18年８月20日） 
(1)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  ％
   11,500      3.5
   11,106      ― 

百万円  ％
      495       128.0

217        ― 

百万円  ％
        520      110.4
         247         ―

18年２月期     22,461 637            697 

 

 
中間(当期)純利益 

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  ％
       353    ― 

△43     ― 

円   銭
          31.62 

△3.85 

18年２月期      241         21.60 

(注)①期中平均株式数 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 

  ②会計処理の方法の変更   無  

  ③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

     

(2)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
11,560 
12,269 

百万円
2,117 
1,593 

％ 
18.3 
13.0 

円  銭
  189.34 
  142.43 

18年２月期 11,605 1,877 16.2  167.81 
(注)①期末発行済株式数 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 

②期末自己株式数   18年８月中間期     31,396株  17年８月中間期      27,920株  18年２月期     29,320株 

 

２．19年２月期の業績予想（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

    22,800 
百万円

     1,070 
百万円 

     680 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）   60円80銭 

 
３.配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金(円) 

 中間期末 期末 年間 

18年２月期 ― 10.00 10.00 

19年２月期(実績) ― ― 

19年２月期(予想) ― 10.00 
10.00 

※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 中間財務諸表等 

(1) 中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年８月20日) 

当中間会計期間末 

(平成18年８月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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  993,681 936,830  1,021,285

２ 受取手形   8,700 4,200  5,700

３ 売掛金   1,243,640 1,252,982  773,484

４ たな卸資産   1,283,856 1,270,112  1,439,365

５ その他   60,361 59,533  38,265

貸倒引当金   △4,606 △1,103  △703

流動資産合計   3,585,633 29.2 3,522,554 30.5  3,277,397 28.2

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物   903,245 971,123  914,825

(2) その他   229,386 174,568  192,162

有形固定資産合計   1,132,631 9.3 1,145,692 9.9  1,106,988 9.5

２ 無形固定資産   506,021 4.1 388,227 3.3  446,870 3.9

３ 投資その他の資産    

(1) 長期差入保証金   8,057,020 7,436,707  7,782,095

(2) その他   506,352 283,979  337,214

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

投資その他の資産 
合計 

  7,045,178 57.4 6,503,696 56.3  6,774,503 58.4

固定資産合計   8,683,832 70.8 8,037,615 69.5  8,328,362 71.8

資産合計   12,269,466 100.0 11,560,170 100.0  11,605,760 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年８月20日) 

当中間会計期間末 

(平成18年８月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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   441,332 375,778  419,294

２ 買掛金   1,053,032 992,284  685,983

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

４ 未払費用   757,350 746,543  678,277

５ 未払法人税等   88,924 87,664  174,152

６ 繰延税金負債   ― 117  ―

７ 賞与引当金   81,347 87,821  84,382

８ その他 ※４  203,724 248,125  176,459

流動負債合計   8,465,712 69.0 7,238,334 62.6  7,518,549 64.8

Ⅱ 固定負債    

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

２ 退職給付引当金   1,167,183 1,164,546  1,168,633

３ その他   43,130 39,630  41,380

固定負債合計   2,210,313 18.0 2,204,177 19.1  2,210,013 19.0

負債合計   10,676,026 87.0 9,442,511 81.7  9,728,563 83.8

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,414,203 11.5 ― ―  1,414,203 12.2

Ⅱ 利益剰余金    

  中間(当期) 
  未処分利益 

  209,810 ―  494,553

利益剰余金合計   209,810 1.7 ― ―  494,553 4.3

Ⅲ 自己株式   △30,573 △0.2 ― ―  △31,559 △0.3

資本合計   1,593,439 13.0 ― ―  1,877,197 16.2

負債資本合計   12,269,466 100.0 ― ―  11,605,760 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年８月20日) 

当中間会計期間末 

(平成18年８月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 1,414,203 12.2  ― ―

２ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 11,186 ― 

(2) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  ― 725,188 ― 

利益剰余金合計   ― ― 736,375 6.4  ― ―

３ 自己株式   ― ― △33,094 △0.3  ― ―

株主資本合計   ― ― 2,117,483 18.3  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

 繰延ヘッジ損益   ― 175  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 175 0.0  ― ―

純資産合計   ― ― 2,117,658 18.3  ― ―

負債及び純資産合計   ― ― 11,560,170 100.0  ― ―
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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   11,106,703 100.0 11,500,511 100.0  22,461,442 100.0

Ⅱ 売上原価   5,718,499 51.5 5,888,221 51.2  11,471,838 51.1

売上総利益   5,388,203 48.5 5,612,290 48.8  10,989,603 48.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※５  5,170,952 46.5 5,117,056 44.5  10,352,286 46.1

営業利益   217,250 2.0 495,233 4.3  637,316 2.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  100,744 0.9 98,700 0.8  201,823 0.9

Ⅴ 営業外費用 
※２
※５

 70,542 0.7 73,323 0.6  141,586 0.6

経常利益   247,453 2.2 520,611 4.5  697,553 3.1

Ⅵ 特別利益 ※３  23,219 0.2 26,192 0.3  51,073 0.2

Ⅶ 特別損失 ※４  243,718 2.2 124,729 1.1  370,400 1.6

税引前中間(当期) 
純利益 

  26,954 0.2 422,074 3.7  378,225 1.7

法人税、住民税 
及び事業税 

  70,040 0.6 68,389 0.6  136,568 0.6

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

  △43,086 △0.4 353,684 3.1  241,657 1.1

前期繰越利益   252,896  252,896

中間(当期) 
未処分利益 

  209,810  494,553
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③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年２月21日 至 平成18年８月20日) 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益 

剰余金 

 
資本金 

利益準備金 

繰越利益剰余金

利益剰余金合計
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 ― 494,553 494,553 △31,559 1,877,197

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  11,186 △123,049 △111,863  △111,863

 中間純利益  353,684 353,684  353,684

 自己株式の取得  △1,534 △1,534

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― 11,186 230,634 241,821 △1,534 240,286

平成18年８月20日残高(千円) 1,414,203 11,186 725,188 736,375 △33,094 2,117,483

 

評価・換算差額等 
 

繰延ヘッジ損益
評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年２月20日残高(千円) ― ― 1,877,197

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △111,863

 中間純利益  353,684

 自己株式の取得  △1,534

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

175 175 175

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

175 175 240,461

平成18年８月20日残高(千円) 175 175 2,117,658
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中間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) 

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

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

    移動平均法による

原価法 

 ② その他有価証券 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

同左 

 

 ② その他有価証券 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

同左 

 

 ② 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 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法によっておりま

す。 

  ただし、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)

については、定額法に

よっております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

   なお、主な耐用年数は

次のとおりでありま

す。 

   建物 ５年～15年 

 

 

 

 

 (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 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

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

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

３ 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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(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

額のうち当期負担額を

計上しております。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

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

前事業年度 
(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、当期末にお

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、各事業年度

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

ぞれ発生の翌事業年度

から費用処理しており

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、当期末にお

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、各事業年度

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

ぞれ発生の翌事業年度

から費用処理しており

ます。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

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

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

４ 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 同左 

５ 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。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

   

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (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 その他中間財務諸

表(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 
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中間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) 

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

前事業年度 
(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、税引前中間純

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、改正後の中間財務諸表等規則に

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2,117,483千円でありま

す。 

なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等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。 

 これにより営業利益及び経常利益

が26,996千円増加し、税引前当期純

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、改正後の財務諸表等規則に基づ

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) 

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

(中間貸借対照表) 

 前中間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」(前中間会計期間末

493,275千円)については、負債及び資本の合計額の100

分の５超となったため、当中間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) 

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

前事業年度 
(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

常利益及び税引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」(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

常利益及び税引前当期純利益が同額

減少しております。 

 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

項目 
前中間会計期間末 

（平成17年８月20日） 

当中間会計期間末 

（平成18年８月20日） 

前事業年度末 

（平成18年２月20日） 

※１ 有形固定資産の減価償

却累計額 
1,605,061千円 1,578,056千円 1,587,756千円

※２ 担保提供資産 定期預金 20,000千円

計 20,000 
 

――― ――― 

 上記資産によって担保されている

債務 

――― 

  

 ３ 偶発債務 関係会社「鈴丹時装有限公司」の

金融機関借入に対する保証債務 

52,292千円

(453千米ドル)

関係会社「鈴丹時装有限公司」の

金融機関借入に対する保証債務 

47,838千円

(389千米ドル)

関係会社「鈴丹時装有限公司」の

金融機関借入に対する保証債務 

43,057千円

(364千米ドル)

※４ 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めております。 

同左 ――― 
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 (中間損益計算書関係) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

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

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

※１ 営業外収益の主要項目 受取利息 1,507千円

仕入割引 23,943 

不動産収入 56,433 
 

受取利息 3,065千円

受取配当金 6,650 

仕入割引 24,414 

不動産収入 56,433 
 

受取利息 3,393千円

受取配当金 24 

仕入割引 52,050 

不動産収入 112,867 
 

※２ 営業外費用の主要項目 支払利息 17,184千円

不動産原価 52,013 
 

支払利息 16,237千円

不動産原価 51,955 
 

支払利息 33,714千円

不動産原価 103,759 
 

※３ 特別利益の主要項目 貸倒引当金戻入益 23,219千円
 

貸倒引当金戻入益 21,614千円

保険差益 4,577 
 

貸倒引当金戻入益 50,135千円
 

※４ 特別損失の主要項目 固定資産除却損 

建物 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 

 

減損損失 

 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。 

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(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) 

種類 金額 

建物 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 
  

固定資産除却損 

建物 33,095千円

什器備品 2,300 

解体費用 29,608 

計 65,004 

 

減損損失 

 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。 

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 28,720千円

長期前払費用 5,270 

計 33,991 

 

投資有価証券評価損 7,199千円

店舗賃借解約損 18,533 
 

固定資産売却損 

建物 630千円

什器備品 187 

長期前払費用 133 

計 951 

 

固定資産除却損 

建物 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 

 

減損損失 

 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。 

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 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 
  

※５ 減価償却実施額 有形固定資産 109,278千円

無形固定資産 49,572 
 

有形固定資産 109,372千円

無形固定資産 58,643 
 

有形固定資産 231,064千円

無形固定資産 108,723 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 

至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 

至 平成18年８月20日) 

前事業年度 

(自 平成17年２月21日 

至 平成18年２月20日) 

――― 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) 

前事業年度末株式数 29,320 

当中間会計期間 
増加株式数 

2,076 

当中間会計期間 
減少株式数 

― 

当中間会計期間末 
株式数 

31,396 

(注)当中間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。
 

――― 
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(リース取引関係) 

 

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

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

前事業年度 
(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 

76,787 

減価償却 
累計額相当額 

68,610 

中間期末残高 
相当額 

8,177 

    

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 

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

   

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

期末残高相当額 

 
什器備品 
(千円) 

取得価額 
相当額 

46,557

減価償却 
累計額相当額 

43,244

期末残高 
相当額 

3,313

   
２. 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 7,482千円 

１年超 1,044 

合計 8,526 
 

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 3,280千円

１年超 ― 

合計 3,280 
 

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 25,203千円 

減価償却費 
相当額 

22,803 

支払利息 
相当額 

566 

 

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 2,296千円

減価償却費 
相当額 

2,230 

支払利息 
相当額 

60 

 

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 30,608千円

減価償却費 
相当額 

27,667 

支払利息 
相当額 

694 

 
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) 

前中間会計期間末(平成17年８月20日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

当中間会計期間末(平成18年８月20日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

前事業年度末(平成18年２月20日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

(重要な後発事象) 

 

前中間会計期間(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。 

 

前事業年度(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。 
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２ 商品（種類）別売上高 

（単位：千円） 

前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 

至 平成17年８月20日)

当中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 

至 平成18年８月20日)

前事業年度 

(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 9.4

カットソートップス 2,978,879 26.8 2,931,389 25.5 5,222,303 23.3

スカート・パンツ 2,507,385 22.6 2,645,788 23.0 5,103,126 22.7

ファッション雑貨他 1,529,838 13.8 1,631,876 14.2 2,841,525 12.7

メンズ商品 921,689 8.3 812,674 7.1 2,010,905 9.0

合計 11,106,703 100.0 11,500,511 100.0 22,461,442 100.0
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（添付資料） 

平成 18 年 10 月４日 
株式会社 鈴 丹 

 
１.前期実績および１９年２月期の業績予想 
 （連結） 

 18/2期実績 19/2期予想 

 金額 百分比 金額 百分比
対前期増減 前期比 

売 上 高 22,505 100.0 22,815 100.0 309 1.4

売 上 総 利 益 11,132 49.5  

販 管 費 10,488 46.6  

営 業 利 益 644 2.9 1,070 4.7 425 66.0

営 業 外 収 益 201 0.9  

営 業 外 費 用 142 0.7  

経 常 利 益 703 3.1 1,090 4.8 386 54.9

特 別 利 益 51 0.2  

特 別 損 失 370 1.6  

税引前当期純利益 384 1.7 856 3.8 471 122.4

法 人 税 等 138 0.6  

当 期 純 利 益 246 1.1 700 3.1 453 183.8

 
 （個別） 

 18/2期実績 19/2期予想 

 金額 百分比 金額 百分比
対前期増減 前期比 

売 上 高 22,461 100.0 22,800 100.0 338 1.5

売 上 総 利 益 10,989 48.9 11,250 49.3  

販 管 費 10,352 46.1 10,206 44.7  

営 業 利 益 637 2.8 1,044 4.6 406 63.8

営 業 外 収 益 201 0.9 180 0.8  

営 業 外 費 用 141 0.6 154 0.7  

経 常 利 益 697 3.1 1,070 4.7 372 53.4

特 別 利 益 51 0.2 26 0.1  

特 別 損 失 370 1.6 266 1.2  

税引前当期純利益 378 1.7 830 3.6 451 119.4

法 人 税 等 136 0.6 150 0.6  

当 期 純 利 益 241 1.1 680 3.0 438 181.4
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２.店舗の状況 

 18/2期 18/8中間期 19/2期計画 対前期増減

出 店 32 8 18 △14 

退 店 30 8 12 △18 

期 末 店 舗 数 283 283 289 6 

(うちユニー内店舗) 18 19 21 3 

改 装 店 22 15 27 5 

 

 
３．平成19年2月期 下期の新店・改装店（10月４日時点内定分） 

 店  舗  名 所在地 オープン日（予定） 

新店オープン CANDY RING  高崎ビブレ店 群馬県 2006年 9月 2日（土）

 Peak 小山ロブレ店 栃木県 2006年 9月 9日（土）

 su*pu*re 船橋ららぽーと店 千葉県 2006年 9月15日（金）

 Deux Visages 安城南アピタ店 愛知県 2006年 9月21日（木）

 Forest Heart 天王寺ステーションプラザ店 大阪府 2006年10月13日（金）

 CANDY RING 札幌発寒イオンＳＣ 北海道 2006年10月21日（土）

 Peak 鶴見アルプラザ店 岐阜県 2006年11月21日（火）

 NOWHERE 新潟西アピタ店 新潟県 2006年11月23日（木）

 Deux Visages 佐賀ゆめタウン店 佐賀県 2006年12月5日（火） 

 Peak 弘前ロックタウン店 青森県 2006年12月8日（金） 

改装オープン NOWHERE 博多バスチカ店 福岡県 2006年 8月24日（木）

 Peaｋ 新百合丘オーパ店（suzutan・変更） 神奈川県 2006年 8月26日（土）

 S.I2.C. 高松ゆめタウン店 香川県 2006年 9月 1日（金）

 Peaｋ 藤沢オーパ店（suzutan・変更） 神奈川県 2006年 9月 9日（土）

 ロードス 松本パルコ店 長野県 2006年 9月14日（木）

 Peaｋ 上磯ダイエー店（suzutan・変更） 北海道 2006年 9月23日（土）

 LUCCICA 広島アクアセンター店（suzutan・変更） 広島県 2006年10月 6日（金）

 Peaｋ 釧路昭和イオンＳＣ店（suzutan・変更） 北海道 2006年10月 7日（土）

 Peaｋ 富山ファボーレ店（suzutan・変更） 富山県 2006年10月19日（木）

 Peaｋ 博多ゆめタウン店（S.I2.C.・変更） 福岡県 2006年10月20日（金）

 Peaｋ 松江シャミネ店（The Tep・変更） 島根県 2006年11月11日（土）
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４．ショップブランド別店舗数 

 18/2期 出店 退店 業態変更 18/8期 増減 

 店 店 店 店 店 店

LUCCICA 15 1 0 0 16 1 

FAZBEE 1 1 0 0 2 1 

Forest Heart 0(2) 1 0 0 1(2) 1 

S．I2．C． 37 0 1 2 38 1 

CANDY RING 1 0 0 1 2 1 

NOWHERE 13 0 0 1 14 1 

Pｅａｋ 22 4 1 3 28 6 

suzutan 145 0 1 △6 138 △7 

the.tep 2 0 0 0 2 0 

su*pu*re 4 1 0 0 5 1 

COVELY 15(61) 0 0 △1 14(61) △1 

ＰＯ△ＯΣ（ロードス） 25 0 5 0 20 △5 

RADICALSPOT 3 0 0 0 3 0 

計 283 8 8 0 283 0 

※（ ）は複合型出店のため店舗数には入れておりません。 

 
 
５．設備投資 

 18/2期実績 18/8期実績 19/2期計画 増減 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

投 資 額 1,358 434 748 △610 

減 価 償 却 額 368 180 367 △1 

 
 
６．18年8月期の客単価・商品単価・既存店売上の状況 
 17/8期実績 18/8期実績 

 前期比（％） 前期比（％） 

客 数 92.0 99.7 

客 単 価 106.0 103.6 

商 品 単 価 104.6 102.6 

既 存 店 売 上 95.8 100.3 
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