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平成 18 年 8 月期   決算短信（連結） 平成18年 10月 10日 

会 社 名  株式会社雑貨屋ブルドッグ      上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号   ３３３１              本社所在都道府県 静岡県 

（ＵＲＬ http://www.z-bulldog.com/    ） 

代  表  者   役  職  名 代表取締役社長 

          氏    名 久留米 唯人 

問い合わせ先  責任者役職名 取締役管理本部長 

          氏    名 岩藤 洋一      ＴＥＬ（053）585－9001 

決算取締役会開催日  平成18年10月10日 

米国会計基準採用の有無   有 ・ ○無 
 
１．平成18年８月期の連結業績（平成17年 9月 1日～平成18年 8月 31日） 

(1) 連結経営成績 （単位：百万円未満切り捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年8月期 
17年8月期 

百万円   ％
26,928（17.4）
22,944（14.0）

百万円   ％
2,541( 39.8）
1,817(△8.1）

百万円   ％
2,818（52.0）
1,854（ 2.0）

 

 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

自己資本
当期純利益率

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 
18年8月期 
17年8月期 

百万円   ％ 
1,468（ 64.8） 
891（△2.6） 

円  銭
155 35 
183 90 

円  銭
―
―

％
13.9
 9.4

％ 
13.5 
9.5 

％
10.5
8.1

(注)①持分法投資損益      18年8月期     ― 百万円   17年8月期     ― 百万円 

②期中平均株式数（連結）  18年8月期  9,452,700 株     17年8月期  4,726,395 株  

③会計処理の方法の変更   有 

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 
 
(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月期 
17年8月期 

百万円 
22,217 
19,512 

百万円
11,264
9,911

％ 
50.7 
50.8 

円   銭
1,191   66 
2,092   33 

(注)①期末発行済株式数（連結）  18年8月期  9,452,700 株     17年8月期  4,726,350 株 

  ②期末自己株式数       18年8月期      1,900 株     17年8月期        950 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月期 
17年8月期 

百万円 
841 
614 

百万円
△1,565
△1,458

百万円 
1,378 
△1,491 

百万円
3,302
2,639

 
(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   1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)  ― 社   (除外)  ― 社    持分法 (新規)  ― 社   (除外)  ― 社 
 
２．平成19年８月期の連結業績予想（平成18年 9月 1日～平成19年 8月 31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円
15,646
31,306

百万円
1,788
2,897

百万円
1,010
1,644

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 173 円 91銭 

 
※ 上記の予想は本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予想を含んで掲載しております。実

際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。 



 

１．企業集団の状況 

 当社グループは、当社（株式会社雑貨屋ブルドッグ）、子会社２社により構成されており、アクセサリー、

インテリア小物、パーティーグッズ、文房具など雑貨類の販売事業を行っております。 

 

（事業系統図） 
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① 株式会社 雑貨屋ブルドッグ（当社） 

 当社は当企業集団中の小売部門を担っており、ファッション雑貨店「雑貨屋ブルドッグ」、生活雑貨店「ザ

ナード」をチェーン展開し、その運営を行っております。 

 「雑貨屋ブルドッグ」は「夢と楽しさと感動を追求するギフトショップ」であります。店内はアクセサリ

ー等ファッション雑貨を始め、仮装・パーティ用品といったバラエティグッズ、電池で作動する小型玩具等、

幅広い商品を揃えてにぎやかでボリューム感のある売場づくりを重視し、18～22歳の女性をコアターゲット

としつつも､老若男女を問わず、幅広いお客様に「見て」「買って」楽しんでいただける店づくりとなってお

ります。 

 一方、「ザナード」は、対象顧客を20～30歳代の女性に特化した業態であります。商品構成は「雑貨屋ブ

ルドッグ」の商品構成に比べ、より実用性・デザイン性の高い「衣料」「インテリア」「アクセサリー」を

中心としたものとなっております。店内も上品で落ち着いた雰囲気を演出し、大人の女性向けの生活雑貨店

となっております。 

② 株式会社 商研 

 連結子会社の株式会社商研は、当企業集団中で卸売部門を担っております。当社を始めとした専門店や量

販店各社に対する各種ファンシー雑貨、ファッション雑貨の卸売、また、オリジナルファンシー雑貨「ピー

チ・サロン」の開発・卸売も行っております。 
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③ SHOKEN U.S.A. CORPORATION 

 非連結子会社のSHOKEN U.S.A. CORPORATIONは米国の現地法人であります。米国内において各種ファンシー

雑貨、ファッション雑貨の卸売と、直営店１店舗での小売業を営む傍ら、株式会社商研との間で輸出入業務

を行っております。 

 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、当企業グループ（当社及び連結子会社）は、ファッション雑

貨の販売等という同一セグメントに属する事業を営んでおり、当該事業以外に事業の種類がないためセグメン

ト別開示はいたしておりません。当企業グループ（当社及び連結子会社）は、アクセサリー、インテリア小物、

パーティーグッズ、文房具など雑貨類の小売・卸売を行っております。 

 平成17年８月期及び平成18年８月期に係る当社の主要品目別の売上高構成比率は下表の通りであります。小

売部門とフランチャイズ店卸売部門は当社の売上高であり、小売業者卸売部門は連結子会社株式会社商研の売

上高であります。 

（売上高構成比率） 

第29期 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

第30期 
(自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日)区分 主な商品 

売上高構成比率（％） 売上高構成比率（％） 

ファッション雑貨類
アクセサリー、バッグ、ハンカチ、ソックス、衣

料、腕時計、化粧品など 
36.0 37.2 

インテリア雑貨類 木製品、オルゴール、インテリアなど 9.5 9.6 

生活家庭雑貨類 
タオル、バス用品、テーブルウェア、その他ファ

ブリックなど 
11.6 12.2 

ホビー・文具類 
ギフト商品、レター、文具、食品、ぬいぐるみ、

キャラクターなど 
33.8 33.9 

イベント・その他 
オリジナルギフト、イベント商品（クリスマスグ

ッズ、バレンタイングッズ）など 
3.7 3.7 

小
売
部
門 

小計 94.6 96.6 

フランチャイズ店卸売部門 1.1 0.7 

小売業者卸売部門 4.2 2.7 

卸
売
部
門 

小計 5.4 3.4 

合計 100.0 100.0 
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２．経営方針 

(1）経営の基本方針 

当社は、コアターゲットを18才～22才の女性に設定したファッション雑貨店を展開しております。「来て

楽しい」「見て楽しい」「買って楽しい」という商品コンセプトを貫き、日々の商売を通じ、お客様や地

域社会に「ファッションやトレンド」や「夢」「感動」「楽しさ」をいち早くお届けできる企業でありつ

づけることを目標といたしております。 

 

(2）利益配分に関する基本方針 

 当社は、利益配分につきましては将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつ

つ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 

 内部留保資金につきましては、今後積極的な事業拡大を図るため、有効投資してまいりたいと考えてお

ります。 

 

(3）投資単位の引き下げに関する考え方及び基本方針 

 当社の投資単位は100株となっておりますが、現在のところ、この単元を更に引き下げることについて具

体的な検討は行っておりません。 

 ただ、投資単位の引下げは、当社株式の流通性向上や取引の活性化、及び株主数の増加や適切な株価水

準の維持、投資化層の拡大につながる、効果的かつ有用な施策のひとつと当社では認識しております。今

後の株価や投資家層の動向を注視し、必要に応じて施策及び時期を検討してまいりたいと考えております。 

 

(4）目標とする経営指標 

 当社では、既存店売上高前年比率、売上高総利益率、売上高経常利益率、自己資本利益率（ＲＯＥ）と

いった指標を重視して経営を行っております。 

 既存店売上高前年比率は、当社の本来の営業力をはかるものさしであります。店舗新設による積極的拡

大政策を加速させております当社にとって、経営の意識を売上規模拡大に偏らせることなく、個店の営業

力と店舗新設ペースとのバランスをとっていくことがひとつの大きな経営課題であります。 

 また、売上高総利益率に関しては、当社の成長戦略のひとつでありますPB商品強化の効果測定の指標と

して、昨今、特に推移を注視しております。 

 売上高経常利益率については、営業力や経費管理力等、当社本業の評価としてこの指標を特に注視して

おります。10％前後の水準をコンスタントに保つべく経営にあたっております。 

 自己資本利益率につきましては経営効率の重要な判断指標であり、かつ、株主様のご関心の高い指標で

あると認識し、重要視しております。 

 

(5）中長期的な会社の経営戦略 

 目下、未出店地域への積極出店、１店舗あたり売場面積の大型化、取扱商品に占めるＰＢ商品比率の向

上が主な戦略であります。 

 出店につきましては、商圏人口10万人に１店舗が目安で、進出済みの地域にもまだまだ出店余地があり

ますし、また、未進出の地域も残されておりますことから、今後も更なる事業規模の拡大が可能でありま

す。 

 １店舗当たり売場面積の大型化は、新規出店を従来の90～150坪程度中心から300坪程度中心へシフトす

ることをさし、これは多彩な商品の取り扱いを可能にし、集客力強化、小売他社との差別化による競争力

強化に寄与いたします。 

 最後に、ＰＢ商品比率の向上については、当社店舗の魅力を高めるのに不可欠であるほか、その収益性

の高さから、今後もっとも注力していくべき経営課題であると認識しております。 

 これらの施策により、当社はファッション雑貨業界のリーディングカンパニーとして確固たる地位を築

くべく、更なる成長を目指してまいります。 

 

(6)対処すべき課題 

①ナショナルチェーン完遂に向けた積極出店の継続 

平成18年8月期は61店舗の出店を行い期末店舗数283店を数えるまでになりました、平成19年8月期に

つきましても積極出店を行ってまいります。特に未出店地域を中心に行い北海道、沖縄地域などまだ進

出していない地域までエリアを広げてまいります。当社の出店における商圏人口の目安としまして人口
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１０万人に１店舗と考えております、よって人口１０万人以上の未進出都市に対して出店を強化しこれ

までと同様に積極的な出店をしてまいります。 

②既存店売上の改善 

平成18年8月期の既存店売上高前年対比98.5％という実績をふまえ平成19年8月期は既存店売上改善

に全社を挙げて取り組みます。既存店売上減の要因といたしましては、客数が前年対比95.6％、客単価

は前年対比103.0％という実態を捉え、ご来店いただいたお客様の『レジ通過客数の増加』に全社を挙

げて取り組み既存店売上を改善してまいります。 

③ＰＢ商品比率の向上による売上総利益の改善 

当社の特徴でもあり強みでもある『製造型小売業』として更にＰＢ商品開発を強化し平成18年8月期

販売比率30.1％に対し平成19年8月期は販売比率33％以上としてまいります。これにより他社競合店と

の商品差別化を図り、当社店舗の魅力を高めてまいります。またＰＢ商品比率を高めることで値入率の

更なる改善による収益性の高い企業体質にしてまいります。 

 

(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

①基本的な考え方 

 当企業グループは、少数精鋭の組織作りをモットーに、垂直に近い組織体制を求め、シンプルな組織運

営がベストであると考えております。とりわけ当企業グループの中核となる当社は､本社機能もいたずら

に規模を拡大することなく、取締役及び執行役員が現場の仕事内容を把握し、現場は本社の姿が見える、

フラットな関係を築き上げてきました。企業の肥大化は、結果として情報の停滞・動きの停滞を招きます。

肥大化を避けつつ、動きの早い、風通しの良い組織を作り上げ、さらに成長させるために、次の事項に取

り組んでおります。  

イ．法令遵守の徹底…公正かつ誠実な行動を基本とした、社内ルールの遵守。 

ロ．顧客、株主など、ステークホルダーへの透明性を高めること。 

ハ．内部統制システムの強化を図り、経営の効率性を高めること。 

ニ．タイムリーなディクスロージャーとＩＲ活動により、信頼性を高めること。 

②施策の実施状況 

(1) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート･ガバナンス体 

制の状況 

(a) 会社機関の内容 

   当社は、従来からの監査役制度を引き続き採用するとともに、会社の機関としては会社法に

規定された株主総会、取締役会および監査役会を設置しております。 

   取締役会は取締役７名により構成され、定例の毎月１回の取締役会と必要に応じた臨時取締

役会を実施し、迅速且つ適正な意思決定のできる体制となっております。また、執行役員制度

を導入し取締役会が選任した執行役員が適切に委譲された権限の下で業務執行を行い、取締役

会および監査役が業務執行の監督を行っております。 

監査役会は社外監査役２名を含む３名による独立した機関であり、重要な意思決定の過程を

把握するため取締役会等の重要な会議に出席し、必要ある場合は積極的に意見陳述を行い、取

締役の業務執行状況を確認しております。 

(b) 内部統制システムの整備の状況 

イ．社長直轄組織である内部監査室を中心に業務遂行の適正化、内部管理機能の強化を図ってお

ります。 

ロ．役員会を定期的に開催し、中期経営計画の策定、遂行、進捗状況の点検、対策実行のサイク

ルを展開するとともに、中期に取り組むべき重要課題について検討、議論しております。下

部組織としてシステム会議を設置し、役員会への答申を行っております。 

ハ．幹部会議（スーパーバイザー会議）を隔週１回開催し、経営意思決定の即時伝達や各事業部、

各店舗の営業報告等を行い、情報の共有化を図っております。 

ニ．幹部会議（事業部店長会議）を月１回開催し、経営意思決定の即時伝達や各事業部会の営業

報告等を行い、情報の共有化を図っております。 
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会社の機関・内部統制の関係図 

 

(c) 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 

    内部監査室は、各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づ

き、必要な内部監査を実施することとし、監査結果を社長に報告しております。被監査部門に

対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について監査後に遅滞なくヒア

リングを行うとともに、書面による報告を行わせることにより、内部監査の実効性を確保して

おります。 

監査役監査につきましては、常勤監査役1名が取締役会及び社内重要会議への出席、重要書類

の閲覧、取締役へのヒアリングを実施しております。また、内部監査を担当する内部監査室と

内部監査計画策定時に、各種監査が効率的に行えるよう調整する他、内部監査実施後に報告を

受けております。 

非常勤監査役2名は、取締役会への出席の他、常勤監査役より監査状況の報告を受け、重要事

項について協議しております。 

会計監査人とは、通常の会計監査はもとより、ディスクロージャーの適時性と正確性を確保

する観点から、個別案件ごとに適法性や会計基準の準拠性に関して事前に確認を行い、適時ア

ドバイスを受けております。会計監査人につきましては、監査法人トーマツを選任しておりま

す。業務を執行した社員は、指定社員業務執行社員岸澤修及び指定社員業務執行社員内山隆夫

であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士６名、会計士補７名、その他１名でありま

す。 

 

(2)内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続きならびに内部監査、監査役監査及び会計監査の相互

連携について 

   社長直轄組織として内部監査室（専従社員３名）を設置し、店舗運営ならびに管理業務における内

部監査を行う為の情報交換を適時に実施しております。監査役、内部監査室と会計監査人との連携

につきましては、内部監査計画策定時において協議を行う他、監査法人による監査に監査役又は内

部監査室が立ち会っております。また、監査法人の監査結果については報告を受け、問題点等の確

認を行っており、適法性や会計基準の準拠性に関して事前に確認を行い、適時アドバイスを受けて

おります。 

 

(3)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概

要 

 イ．社外取締役の選任は行っておりません。 

ロ．監査役３名の内２名は社外監査役であります。監査役袴田義一は当社株式390千株を保有しており、
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その他の取引関係はございません。監査役豊田正彦と当社との間には、人的関係や資本的関系そ

の他利害関係はありません。 

(4)当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況 

内部監査計画に基づき、営業店舗及び本社各部門の内部監査会を実施いたしました。その際、指摘事

項は改善勧告を行い改善報告書の提出を求め、改善策の徹底は毎月の取締役会にも報告されます。取締

役会では内容に応じて法令・経営・店舗運営に関する重要な事項を決定いたしました。また、その結果

は各部署責任者会議及び店長会を通じて情報を共有し、徹底されております。 

 

(8)関連当事者との関係に関する基本方針 

 一部の直営店舗の賃貸借契約について、取締役の近親者より賃借を受けておりますが、保証料の支払等

は行っておらず、また、賃借についても他の賃借先と同様の条件で決定しております。今後もこの方針を

変更する予定はありません。 

 また、取締役の近親者が経営している企業からの仕入がありますが、他の仕入先と同様の条件で取引を

行っており、今後も契約条件等取引方針の変更を行う予定はありません。 

 関係当事者との取引については、社会的責任のもと、経営合理性を第一の判断基準としており、取引条

件についても、社会状況を鑑み、定期的な見直しを行うべきと考えております。 

 

(9)その他、会社の経営上の重要な事項 

 該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

(1)経営成績について 

①営業の経過及び成果 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業業績を背景とした設備投資の増加や、雇用情勢などの改善

の兆しが見られ、景気は堅調に推移いたしました。一方で原油価額の高騰や定率減税の縮減、年金保険料

引き上げなどにより家計の負担増が懸念され、先行きの不透明な状況はまだまだ続くことが予想されます。

当社の属する小売業界におきましても、多くの企業で増収増益の好調さが伺える一方で、大型ショッピン

グセンターへの専門店チェーン等の積極的な出店等により競争環境はますます激化しております。 

このような経済環境のなか、当社グループは、既存店の売上回復を果たすべく、48週ＭＤの深耕、販促

計画の強化、自動発注の正常稼動に全社を挙げて取り組みましたが、未だ充分な成果を上げられず、結果、

既存店前年売上比率は98.5％となりました。また、新規出店につきましては当初計画48店舗に対し、61店

舗の出店を行いました。尚、契約期間満了による店舗を中心に13店舗を閉店し、当連結会計年度末の店舗

数は283店舗となりました。 

利益面につきましては、利益率の高いＰＢ（プライベートブランド）商品の販売高比率の向上に取り組

み、前年同期の販売高比率24％に対し当期販売高比率は30.1％と前年同期に対し大幅に向上いたしました。

現状取扱いのＰＢ商品につきましては、メーカー仕入商品（ＮＢ商品）に比べ、値入率で9％以上利益率が

高く、このＰＢ商品の販売高比率が増加したことで売上高総利益率の改善が図れました。加えて、商品管

理レベルの向上を企図して、主に棚卸ロスの多いジャンルの陳列什器の見直し（例えばアクセサリーのシ

ョウケース陳列への変更など）、販売方法の改善（サンプル陳列など）などに取り組みました。その結果、

当連結会計年度末の棚卸ロスが前年同期実績2.4％に対し当期実績1.0％と大幅に改善されたことも売上高

総利益率の改善に大きく寄与いたしました。また、連結子会社の㈱商研の物流業務改革により約250百万円

のコスト改善を果たしたことも営業利益の改善に大きく貢献いたしました。 

これらの結果、当連結会計年度末の連結売上高は26,928百万円となり前年同期に対しまして金額ベース

で3,984百万円の増加、前年対比17.4％増収となりました。連結営業利益につきましては、2,541百万円と

前年同期に対しまして金額ベースで723百万円の増加、前年対比39.8％の増益となりました。連結経常利益

につきましては、デリバティブ契約における期中為替変動での評価益を含む為替差益を254百万円計上した

こともあり、結果、2,818百万円と前年同期に対しまして金額ベースで963百万円の増加、前年対比52.0％

の増益となりました。以上により平成18年８月期連結当期純利益は計画に対し243百万円増加の1,468百万

円、前年対比64.8％の増益となりました。 

 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年９月１日
至 平成17年８月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

既存店増収率（％） △10.4 △1.5 

②売上高 

 当連結会計年度において、ファッション雑貨類では、ギフトシーズン（クリスマス、バレンタイン、

ホワイトデー）で強化したブランドアクセサリー、腕時計、ライターなどパーソナルギフトアイテムが

好調で客単価が増加し売上に貢献いたしました。加えて、厳冬の影響もあり特に防寒用品（マフラー、

ひざ掛け等）が売上げに寄与し前連結会計年度に比べ21.4％増の10,022百万円となりました。 

 生活家庭雑貨類は、ロハスブームの影響もあり、香り関連商品、バス関連商品が好調で売上に寄与し

前連結会計年度に比べ23.3％増の3,278百万円となりました。 

 ホビー文具雑貨類は、キャラクター商品の不振もあり、前連結会計年度に比べ17.8％増の9,139百万

円となりました。インテリア雑貨類については、新生活商戦での販促計画の強化により、前連結会計年

度に比べ18.0％増の2,575百万円となりました。 

 イベント、その他については、特にビッグイベントであるクリスマス、バレンタイン、ホワイトデー

のＭＤ計画の見直しにより、ここ数年のビッグイベントにおけるお客様離れに歯止めをかけ、前連結会

計年度に比べ17.4％増の996百万円となりました。 

 フランチャイズ卸部門につきましては、競合取引先の影響により前連結会計年度に比べ25.9％減の

193百万円となりました。 

 小売業者卸部門につきましては、専門店チェーン数社へのＮＢ商品（ナショナルブランド商品）の競合

他社との競争の激化に加え、各社からのＯＥＭ商材開発依頼の減少等により、前連結会計年度に比べ26.1％
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減の721百万円となりました。 

 

部門及び主要品目別販売実績 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日
至 平成17年８月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日）

増減 
区分 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 
前年同期比
（％） 

ファッション雑貨類 8,258 10,022 1,764 121.4 

インテリア雑貨類 2,182 2,575 393 118.0 

生活家庭雑貨類 2,659 3,278 619 123.3 

ホビー・文具類 7,757 9,139 1,382 117.8 

イベント・その他 848 996 147 117.4 

小
売
部
門 

小計 21,707 26,013 4,306 119.8 

フランチャイズ店卸売部門 261 193 △67 74.1 

小売業者卸売部門 975 721 △254 73.9 卸
売 

部
門 

小計 1,237 914 △322 74.0 

合計 22,944 26,928 3,984 117.4 

 

③売上原価、販売費及び一般管理費 

 売上原価は売上規模の拡大に伴い前期比1,567百万円増の13,131百万円となり、売上高に対する売上原価

の比率は値入政策の継続効果とＰＢ（プライベートブランド）商品比率の上昇により前期に比べ1.6％改善

し48.8％で推移いたしました。 

 販売費及び一般管理費は11,255百万円（前期比117.7％）となっておりますが、これは主に店舗数の増加

に伴うものであります。 

④営業利益 

 営業利益は､2,541百万円（同139.8％）となりました。売上高に対する営業利益の比率は9.4％となりま

した。 

⑤営業外収益及び営業外費用 

 営業外収益は、前連結会計年度129百万円に対し、378百万円と249百万円増加しました。その主因は、為

替差益の発生254百万円であります。 

 営業外費用は、前連結会計年度92百万円に対し、9百万円の増加となりました。 

⑥特別利益及び損失 

 特別利益22百万円のうち、21百万円は保険差益であります。 

特別損失は固定資産除却損43百万円、減損損失58百万円、火災による損失6百万円を計上しております。 

⑦当期純利益 

 当期純利益は前連結会計年度の891百万円に対し64.8％増の1,468百万円となりました。1株当たり当期純

利益は、155円35銭となりました。 

 

(2)財政状態について 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の当連結会計年度

末残高は3,302百万円と前連結会計年度末に比べ663百万円の増加となりました。 

 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841百万円（同36.9％増）となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は1,565百万円（同7.3％増）となりました。これは、前連結会計年度に引

き続き積極的な新規出店を行ったことが主因であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により増加した資金は1,378百万円（前期は1,491百万円の支出）となりました。これは主に借

入による調達をしたことによるものであります。 
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４．連結財務諸表等 

(1)連結貸借対照表 （単位：千円） 

  
前連結会計年度 

（平成17年８月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年８月31日） 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
構成比
（％）

金額 
構成比 
（％） 

金額 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   2,690,050 3,353,082  

２．受取手形及び売掛金   125,275 121,999  

３．たな卸資産   8,200,860 9,361,842  

４．繰延税金資産   107,319 181,946  

５．その他   402,263 450,798  

貸倒引当金   △1,067 △1,114  

流動資産合計   11,524,702 59.1 13,468,554 60.6 1,943,851

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物 ※２  2,389,757 2,547,157  

(2）什器備品   1,226,035 1,402,759  

(3）土地 ※２  1,711,045 1,674,917  

(4）建設仮勘定   22,029 181,701  

(5）その他   3,143 2,232  

有形固定資産合計   5,352,010 27.4 5,808,768 26.2 456,757

２．無形固定資産   155,573 0.8 139,661 0.6 △15,911

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 ※１  30,325 27,129  

(2）敷金保証金 ※２  2,138,659 2,232,158  

(3）繰延税金資産   2,591 42,895  

(4）その他   310,669 510,637  

貸倒引当金   △2,491 △12,699  

投資その他の資産
合計 

  2,479,753 12.7 2,800,121 12.6 320,367

固定資産合計   7,987,337 40.9 8,748,551 39.4 761,214

資産合計   19,512,039 100.0 22,217,105 100.0 2,705,066
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前連結会計年度 

（平成17年８月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年８月31日） 
増減 

区分 
注記
番号

金額 
構成比
（％）

金額 
構成比 
（％） 

金額 

     

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形及び買掛金   2,290,494 1,400,399  

２．一年以内償還予定の
社債 

  300,000 -  

３．短期借入金   810,000 1,600,000  

４．一年以内返済予定の
長期借入金 

※２  1,424,470 2,207,770  

５．未払法人税等   495,646 942,261  

６．賞与引当金   52,608 48,669  

７．その他   837,731 1,165,316  

流動負債合計   6,210,951 31.8 7,364,416 33.1 1,153,465

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ※２  3,220,530 3,420,560  

２．退職給付引当金   79,988 138,816  

３．繰延税金負債   9,506 －  

４．その他   79,951 28,895  

固定負債合計   3,389,975 17.4 3,588,271 16.2 198,296

負債合計   9,600,926 49.2 10,952,688 49.3 1,351,761

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※３  1,128,500 5.8 － － △1,128,500

Ⅱ 資本剰余金   1,495,200 7.7 － － △1,495,200

Ⅲ 利益剰余金   7,287,746 37.3 － － △7,287,746

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  832 0.0 － － △832

Ⅴ 自己株式   △1,165 △0.0 － － 1,165

資本合計   9,911,112 50.8 － － △9,911,112

負債・資本合計   19,512,039 100.0 － － △19,512,039

  （純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

 １．資本金 ※３  － 1,128,500 5.1 1,128,500

 ２．資本剰余金   － 1,495,200 6.7 1,495,200

 ３．利益剰余金   － 8,639,719 38.9 8,639,719
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前連結会計年度 

（平成17年８月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年８月31日） 
増減 

区分 
注記
番号

金額 
構成比
（％）

金額 
構成比 
（％） 

金額 

      

 4.自己株式   － － △1,165 0.0 △1,165

  株主資本合計   － － 11,262,253 50.7 11,262,253

Ⅱ 評価・換算差額等     

 1.その他有価証券差額
金 

  2,163 0.0 

  評価・換算差額等合計   － － 2,163 0.0 2,163

  純資産合計   － － 11,264,417 50.7 11,264,417

  負債・純資産合計   － － 22,217,105 100.0 22,217,105
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(2)連結損益計算書 （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

増減 

区分 
注記
番号

金額 
百分比
（％）

金額 
百分比 
（％） 

金額 

Ⅰ 売上高   22,944,078 100.0 26,928,248 100.0 3,984,170

Ⅱ 売上原価   11,564,177 50.4 13,131,823 48.8 1,567,646

売上総利益   11,379,900 49.6 13,796,424 51.2 2,416,524

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

※１  9,562,210 41.7 11,255,301 41.8 1,693,090

営業利益   1,817,689 7.9 2,541,123 9.4 723,433

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  3,932 3,970   

２．受取配当金  270 240   

３．賃貸料  30,388 52,404   

４．為替差益  31,396 254,926   

５．受取手数料  45,923 55,177   

６．その他  17,264 129,174 0.6 12,110 378,829 1.4 249,654

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  90,131 80,313   

２．その他  1,875 92,006 0.4 21,056 101,369 0.3 9,362

経常利益   1,854,857 8.1 2,818,583 10.5 963,725

Ⅵ 特別利益     

１．固定資産売却益 ※２ 35 564   

２．貸倒引当金戻入益  7,838 －   

３．保険差益  － 7,874 0.0 21,690 22,254 0.1 14,380

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産除却損 ※３ 20,903 43,222   

２．減損損失 ※４ － 58,883   

３．火災による損失   － 6,658   

４．役員退職慰労金  10,061 30,965 0.1 － 108,764 0.4 77,799

税金等調整前当
期純利益 

  1,831,767 8.0 2,732,073 10.2  900,306

法人税、住民税及
び事業税 

 892,005 1,388,912   

法人税等調整額  48,573 940,578 4.1 △125,338 1,263,573 4.7 322,994

当期純利益   891,188 3.9 1,468,499 5.5 577,311
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(3)連結剰余金計算書および連結株主資本等計算書 

    連結剰余金計算書 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

  

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,495,200

Ⅲ 資本剰余金期末残高  1,495,200

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  6,467,453

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．当期純利益  891,188 891,188

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．配当金  70,896 70,896

Ⅳ 利益剰余金期末残高  7,287,746

  

 

       連結株主資本等変動計算書 

     当連結会計年度(自平成17年9月1日 至平成18年8月31日)             (単位：千円) 
株主資本 評価・換算差額

等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他有価証

券評価差額金 

純資産合計 

平成17年8月31

日残高 
1,128,500 1,495,200 7,287,746 △1,165 9,910,280 832 9,911,112

連結会計年度

中の変動額 
   

剰余金の配当 － － △94,527 － △94,527 － △94,527
利益処分によ

る役員賞与 
－ － △22,000 － △22,000 － △22,000

当期純利益 － － 1,468,499 － 1,468,499 － 1,468,499
株主資本以外

の項目の連結

会計年度中の

変動額（純額） 

－ － － － － 1,331 1,331

連結会計年度

中の変動額の

合計 
－ － 1,351,972 － 1,351,972 1,331 1,353,303

平成18年8月31

日 残高 
1,128,500 1,495,200 8,639,719 △1,165 11,262,253 2,163 11,264,417
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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９月１日 
至 平成17年８月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

増減 

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 

     

税金等調整前当期純利益  1,831,767 2,732,073 900,306 

減価償却費  844,212 934,164 89,952 

減損損失  － 58,883 58,883 

貸倒引当金の増減額（△：減
少） 

 △5,200 10,255 15,455 

賞与引当金の増減額（△：減
少） 

 8,758 △3,939 △12,698 

退職給付引当金の増減額
（△：減少） 

 7,357 58,828 51,471 

受取利息及び受取配当金  △4,202 △4,210 △7 

支払利息  90,131 80,313 △9,818 

為替差損益（△：益）  △19,624 △199,435 △179,811 

固定資産売却益  △35 △564 △529 

固定資産除却損  20,903 43,222 22,318 

売上債権の増減額（△：増加）  66,501 3,275 △63,225 

たな卸資産の増減額（△：増
加） 

 △1,752,563 △1,271,120 481,443 

仕入債務の増減額（△：減少）  461,002 △916,248 △1,377,251 

未払消費税等の増減額（△：
減少） 

 18,615 63,942 45,326 

その他の流動資産の増減額
（△：増加） 

 △64,137 △85,901 △21,763 

その他の流動負債の増減額
（△：減少） 

 136,398 155,917 19,519 

保険差金  － △21,690 △21,690 

火災による損失  － 6,658 6,658 

役員賞与の支払額  － △22,000 △22,000 

その他  18,736 23,914 5,178 

小計  1,658,620 1,646,339 △12,281 
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前連結会計年度 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

利息及び配当金の受取
額 

 4,202 4,210 7 

利息の支払額  △88,713 △83,362 5,350 

保険金の受取額  － 151,431 151,431 

法人税等の支払額  △959,436 △877,144 82,292 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 614,672 841,474 226,802 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

    

定期預金の預入による
支出 

 △50,572 △50,580 △7 

定期預金の払戻による
収入 

 50,563 50,572 8 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △611 △600 10 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 － 6,136 6,136 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △1,039,320 △1,261,567 △222,246 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 47 952 904 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △58,503 △30,083 28,420 

敷金保証金の差入によ
る支出 

 △406,720 △247,648 159,071 

敷金保証金の返還によ
る収入 

 111,606 169,225 57,619 

賃借権利金の支払額  △65,429 △157,657 △92,227 

その他の投資活動によ
る支出 

 65 △44,640 △44,705 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △1,458,875 △1,565,891 △107,015 
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前連結会計年度 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

    

短期借入金の純増減額
（△：減少） 

 △60,000 790,000 850,000 

長期借入れによる収入  200,000 2,680,000 2,480,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △1,560,010 △1,696,670 △136,660 

社債償還よる支出  － △300,000 △300,000 

自己株式の取得による
支出 

 △128 － 128 

配当金の支払額  △70,896 △94,527 △23,631 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △1,491,034 1,378,803 2,869,837 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 △1,395 8,637 10,032 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 

 △2,336,632 663,024 2,999,656 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 4,976,111 2,639,478 △2,336,632 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末
残高 

※１ 2,639,478 3,302,502 663,024 
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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 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数       １社 (1)連結子会社の数       １社 

 ㈱商研 ㈱商研 

 (2)非連結子会社の名称等 (2)非連結子会社の名称等 

 SHOKEN U.S.A. CORPORATION SHOKEN U.S.A. CORPORATION 

 （連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） 

 小規模な会社であり、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）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。 

同左 

(1)持分法適用の非連結子会社  なし 

なお、関連会社はありません。 

(1）持分法適用の非連結子会社  なし 

なお、関連会社はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 

(2)持分法を適用していない非連結子会社

（SHOKEN U.S.A. CORPORATION）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）が連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全体とし

ても重要性が無いため持分法の適用範囲

から除外しております。 

(2）持分法を適用していない非連結子会社 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に関

する事項 

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一

致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事項   

① 有価証券 ① 有価証券 (1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 子会社株式 子会社株式 

 移動平均法による原価法 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 同左 

 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） 

 

 ② デリバティブ ② デリバティブ 

 時価法 同左 

 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

 主として売価還元法による原価法 同左 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 (2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 定率法を採用しております。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。 

同左 

 建物及び構築物     ３～60年 

什器備品        ２～10年 
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前連結会計年度 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

   

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

 定額法を採用しております。なお、自社

利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

同左 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 (3)重要な引当金の計上基準 

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

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

同左 

 ② 賞与引当金 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、支給見込額の当連結会計年度

負担額を計上しております。 

同左 

 ③ 退職給付引当金 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に基づ

き計上しております。 

 

 

同左 

 

 

（追加情報） 

退職給付債務の算定方法については、従来、

簡便法（自己都合要支給額を退職給付債務とす

る方法）を採用しておりましたが、従業員数の

増加に伴い、当連結会計年度から原則法により

計算する方法に変更しております。 

 この変更に伴い、簡便法によった場合と比べ、

営業利益、経常利益、及び税金等調整前当期純

利益、当期純利益は48,642千円減少しておりま

す。 

(4）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の

基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。 

同左 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 (5)重要なヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしている金利スワ

ップについて特例処理によっておりま

す。 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 （ヘッジ手段） 同左 

 金利スワップ  

 （ヘッジ対象）  

 借入金利息  

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する目的

で金利スワップ取引を行っております。

 

同左 
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前連結会計年度 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理によっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略しておりま

す。 

同左 

① 消費税等の会計処理 ① 消費税等の会計処理 (6）その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式を採用しております。 

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．利益処分項目等の取り扱いに

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 

７．連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時

引き出し可能な預金及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ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっております。

同左 
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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の変更 

前連結会計年度 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日） 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計期間から「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。 これにより税引前連結純利益は58,883千円減少しておりま

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各

資産の金額から直接控除しております。 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４

号 平成17年11月29日）を適用しております。なお、当連結会計年度にお

いての計上はありません。 

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）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」（企業会計基準適用指針第8

号 平成17年12月9日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、11,264,417千円であります。
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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８月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年８月31日） 

※１ 関係会社に対するものは以下のとおりであります。 ※１ 関係会社に対するものは以下のとおりであります。 
 

投資有価証券（株式） 15,000千円
  

 
投資有価証券（株式） 15,000千円

  
※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 
   

建物及び構築物 458,894千円

土地 1,576,626 

計 2,035,521 
 

   
建物及び構築物 429,449千円

土地 1,576,626 

計 2,006,076 
 

上記担保に対する債務 上記担保に対する債務 
   

一年以内返済予定の長期借入金 133,280千円

長期借入金 1,986,620 

計 2,119,900 
 

   
一年以内返済予定の長期借入金 153,280千円

長期借入金 1,833,340 

計 1,986,620 
 

  

※３ 当社の発行済株式総数は、普通株式4,727,300株でありま

す。 

４ 当社及び連結子会社においては、設備資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行５行と協調融資方式による当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入実行額

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 
5,000,000千円 

借入実行残高 ――-千円 

差引額 5,000,000千円 

 

 

※３ 当社の発行済株式総数は、普通株式9,454,600株でありま

す。 

４ 当社及び連結子会社においては、設備資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行５行と協調融資方式による当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入実行額

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 
3,000,000千円 

借入実行残高 1,000,000千円 

差引額 2,000,000千円 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 
   

広告宣伝費 470,121千円

給料手当 2,978,427 

賞与引当金繰入額 52,608 

退職給付費用 13,643 

賃借料 2,497,796 

減価償却費 844,212 

消耗品・修繕費 621,824 

水道光熱費 683,252 

貸倒引当金繰入額  
 

   
広告宣伝費 767,416千円

給料手当 3,739,743 

賞与引当金繰入額 48,669 

退職給付費用 65,911 

賃借料 3,027,062 

減価償却費 934,164 

消耗品・修繕費 579,566 

水道光熱費 829,042 

  
 

  

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

   有形固定資産その他（車両運搬具）     35千円 

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

   有形固定資産その他（車両運搬具）     564千円

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 
   

建物及び構築物 16,000千円

什器備品      1,616 

長期前払費用      3,287 

計 20,903 
 

   
建物及び構築物 25,623千円

什器備品 14,272 

保証金の償却額 1,000 

長期前払費用 2,325 

計 43,222 
 

―――――― ※４ 減損損失 
当社グループは、キャッシュ･フローを生み出す最小単位につい
て、各店舗及び各賃貸不動産並びに卸売部門を基準単位としてグル
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る資産グループ
について減損を認識し、各々の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（58,883千円）として計上いたしました。 

場所  
) 

用途 種類
減損損失 
(千円

福岡県 ）

建物及び
物、

前払費用

店舗 
（２店

構築
什 器 備
品、長期

 

17,678 

静岡県 ）

及び
 店舗 

（１店

建物
構築物、
什器備品 

5,077

静岡県 
賃貸不動

(1物件)
築物、  産 

建物及び
構
土地 

36,127

 減損損失の内訳は以下のとおりであります。 
科目 金額（千円） 

建物及び構築物 10,782 
什器備品 11,457 
土地 36,127 
その他（投資その他の資産） 514 

なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定

しており、将来キャッシュ・フローを5.7％で割り引いて算定し

ております。 
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   (連結株主資本等変動計算書関係) 

 当連結会計年度(自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日) 

1.発行済み株式の種類及び総数 

 前連結会計年度末

株式数(株) 

当連結会計年度増加

株式数(株) 

当連結会計年度減少 

株式数(株) 

当連結会計年度末

株式数(株) 

発行済み株式 

 普通株式 4,727,300 4,727,300

 

－ 

 

9,454,600

合計 4,727,300 4,727,300 － 9,454,600

2.配当に関する事項 

 (1)配当金支払額 
決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当り配当額 基準日 効力発生日 

平成17年11月24日

定時株主総会 
普通株式 94,527千円 利益剰余金 20円00銭 平成17年8月31日 平成17年11月25日

 

 (2)基準日が当期に属する配当のうち、効力の発生日が翌期なるもの 
決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当り配当額 基準日 効力発生日 

平成18年11月29日

定時株主総会 
普通株式 118,158千円 利益剰余金 12円50銭 平成18年8月31日 平成18年11月30日

 

 

（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９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８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８月31日現在） （平成18年８月31日現在）
 
現金及び預金勘定 2,690,050千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △50,572 

現金及び現金同等物 2,639,478 
  

 
現金及び預金勘定 3,353,082千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △50,580 

現金及び現金同等物 3,302,502 
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 111,222千円

１年超 535,867 

合計 647,090 
  

 
１年内 108,582千円

１年超 427,284 

合計 535,867 
  

 

（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成17年８月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 3,591 5,880 2,288 

(2）債券    

① 国債・地方債等 ― ― ― 

② 社債 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

小計 3,591 5,880 2,288 

(1）株式 10,316 9,444 △872 

(2）債券    

① 国債・地方債等 ― ― ― 

② 社債 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

小計 10,316 9,444 △872 

合計 13,908 15,325 1,416 
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当連結会計年度（平成18年８月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 3,760 8,009 4,249 

(2)債券    

① 国債・地方債等 ― ― ― 

② 社債 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

(3)その他 ― ― ― 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

小計 3,760 8,009 4,249 

(1)株式 4,713 4,120 △593 

(2)債券    

① 国債・地方債等 ― ― ― 

② 社債 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

(3)その他 ― ― ― 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

小計 4,713 4,120 △593 

合計 8,473 12,129 3,656 
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

(1）取引の内容 (1）取引の内容 

利用しているデリバティブ取引は、通貨関連ではクーポン

スワップ取引及び通貨オプション取引、金利関連では金利

スワップ取引であります。 

同左 

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリス

ク回避を目的としております。 

同左 

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的 

デリバティブ取引は、通貨関連では輸入仕入に際し、外貨

建金銭債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確

保を図る目的で、また金利関連では変動金利の借入金利息

を固定化する目的で行っております。 

なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引について

は、特例処理を適用しております。 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 (4）取引に係るリスクの内容 

クーポンスワップ取引及び通貨オプション取引は為替相

場の変動によるリスクを、金利スワップ取引は市場金利の

変動によるリスクを有しています。 

なお、取引相手先は信用度の高い国内の銀行であるため、

相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識

しております。 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 (5）取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の実行及び管理は管理部が行っており、

取引の都度決裁担当者の承認を得て行っております。 

同左 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 (6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくま

でもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計

算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引

のリスクの大きさを示すものではありません。 

同左 
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２．取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

前連結会計年度（平成17年８月31日） 当連結会計年度（平成18年８月31日） 

区分 種類 
契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

通貨オプション    

買建コール 77,560 － 1,028 9,853 － ― － －

売建プット 155,120 － △6,556 5,766 － ― － －

市場取
引以外
の取引 

クーポンスワップ 9,373,885 8,759,600 △47,502 △47,502 8,759,600 8,759,600 137,767 137,767

合計 9,606,565 8,759,600 △53,031 △31,882 8,759,600 8,759,600 137,767 137,767

 （注）１．通貨オプション及びクーポンスワップ契約を締結している金融機関から提示された価格等に基づき算

定しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及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８月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年８月31日） 

退職給付債務（千円） 79,988 138,816 

退職給付引当金（千円） 79,988 138,816 

 

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９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

（1）勤務費用（千円） 13,643 19,034 

（2）利息費用 － 1,438 

（3）数理計算上の差異 － △7,217 

（4）その他 － 52,655 

（5）退職給付費用 13,643 65,911 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

退職給付見込額に期間配分方法 － 期間定額基準 

割引率 － 1.5％ 

過去勤務債務の処理年数 － 発生した事業年度に一括処理 

数理計算上の差異処理年数 － 発生した事業年度に一括処理 

注）前連結会計年度は簡便法を採用しております。 
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（税効果会計関係） 

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 

    （単位：千円）

  
前連結会計年度 

（平成17年８月31日） 
 

当連結会計年度 
（平成18年８月31日） 

 繰延税金資産    

 賞与引当金 20,912  19,305 

 未払事業税 34,693  61,682 

 連結内部利益消去 41,067  90,983 

 退職給付引当金 28,895  53,118 

 未払法定福利費 10,351  5,907 

 貸倒引当金 985  1,577 

 減損損失 －  19,995 

 減価償却超過額 －  5,117 

 その他有価証券評価差額金 170  55 

 その他 3,904  3,983 

 繰延税金資産合計 140,980  261,728 

     

 繰延税金負債    

 未収還付事業税 △3,609  － 

 特別償却準備金 △35,081  △33,862 

 その他有価証券評価差額金 △755  △1,329 

 その他 △1,130  △1,694 

 繰延税金負債合計 △40,575  △36,886 

 繰延税金資産の純額 100,404  224,842 

 

 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：千円）

  
前連結会計年度 

（平成17年８月31日） 
 

当連結会計年度 
（平成18年８月31日） 

 流動資産－繰延税金資産 107,319  181,946 

 固定資産－繰延税金資産 2,591  42,895 

 固定負債－繰延税金負債 9,506  － 

 

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の内訳 

    （単位：％）

  
前連結会計年度 
（平成17月31日） 

 
当連結会計年度 
（平成18月31日） 

 法定実効税率 39.5  39.5 

 （調整）    

 留保金課税 3.5  3.7 

 住民税均等割 4.8  3.8 

 連結内部利益消去 2.0  △2.6 

 その他 1.5  0.2 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.3  44.6 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、当企業グループ（当社及び連結子会社）は、ファッショ

ン雑貨の販売等という同一セグメントに属する事業を営んでおり、当該事業以外に事業の種類がないため

該当事項はありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な

在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、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。 

 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成16年9月1日 至平成17年8月31日) 

(1）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内
容 

取引金額 
（千円） 
(注5) 

科目 
期末残高
（千円）
(注5) 

不動産賃
借 
（注１）

3,822 
敷金保証
金 

30,000

内山恭昭 ― ― 
当社代表取
締役社長 

(被所有) 
直接34.9％

― ― 

連帯保証
受入 
（注２）

10,560 ― ― 

内山多希
子（注6） 

― ― ― 
（被所有） 
直接4.1％ 

― ― 
不動産賃
借 
（注１）

2,548 前払費用 334

内山司世
（注6） 

― ― ― 
（被所有） 
直接4.1％ 

― ― 
不動産賃
借 
（注１）

2,548 前払費用 334

役員及びそ
の近親者 

内山栄司
（注6） 

― ― ― 
（被所有） 
直接4.1％ 

― ― 
不動産賃
借 
（注１）

2,548 前払費用 334

買掛金 18,599

 
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 
 

㈱白木屋 
（注３） 

静岡県 
浜松市 

10,000 
繊維製品の
販売 

なし なし 
商品の
仕入先

商品仕入
（注４）

137,529 

支払手形 67,329

 （注）１．１店舗の賃貸借契約について、取引条件は近隣の地価及び賃料の相場を勘案して決定しております。 

２．代表取締役社長内山恭昭より１店舗の賃貸借契約に伴い連帯保証を受けており、連帯保証の取引金額

は当該店舗の地代家賃（年額）を記載しております。なお、保証料等の支払は行っておりません。 

３．代表取締役社長内山恭昭の近親者が議決権の90.0％を直接保有いたしております。 

４．一般的取引条件と同様に決定しております。 

５．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

６．内山多希子、内山司世、内山栄司は、代表取締役社長内山恭昭の妻、長男、次男であります。 
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当連結会計年度（自平成17年9月1日 至平成18年8月31日) 

(1）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内
容 

取引金額 
（千円） 
(注4) 

科目 
期末残高
（千円）
(注4) 

内山恭昭 ― ― 取締役会長 
(被所有) 
直接34.9％

― ― ― ― 
敷金保証
金 

30,000

内山多希
子（注5） 

― ― ― 
（被所有） 
直接4.1％ 

― ― 
不動産賃
借 
（注１）

3,822 ― ― 

内山司世
（注5） 

― ― ― 
（被所有） 
直接4.1％ 

― ― 
不動産賃
借 
（注１）

3,822 ― ― 

役員及びそ
の近親者 

内山栄司
（注5） 

― ― ― 
（被所有） 
直接4.1％ 

― ― 
不動産賃
借 
（注１）

3,822 ― ― 

買掛金 2,774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 

㈱白木屋 
（注2） 

静岡県 
浜松市 

10,000 
繊維製品の
販売 

なし なし 
商品の
仕入先

商品仕入
（注3） 

169,724 

支払手形 52,309

 （注）１．１店舗の賃貸借契約について、取引条件は近隣の地価及び賃料の相場を勘案して決定しております。 

２．取締役会長内山恭昭の近親者が議決権の90.0％を直接保有いたしております。 

３．一般的取引条件と同様に決定しております。 

４．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

５．内山多希子、内山司世、内山栄司は、取締役会長内山恭昭の妻、長男、次男であります。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成16年9月1日 
至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

 

１ 2,

１ 18

１ 1,

１ 15

株当たり純資産額 092.33円 

株当たり当期純利益 3.90円 

  

 

株当たり純資産額 191.66円 

株当たり当期純利益 5.35円 

  
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、

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。 

  

 （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９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当期純利益（千円） 891,188 1,468,499 

普通株主に帰属しない金額（千円） 22,000 － 

（うち利益処分による役員賞与金） (  22,000  ) ( － ) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 869,188 1,468,499 

期中平均株式数（千株） 4,726 9,452 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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５．仕入及び販売の状況 

(1）仕入実績 

 前連結会計年度及び当連結会計年度における部門及び主要品目別の仕入実績を示すと、次のとおりであ

ります。 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

区分 

金額(千円) 金額(千円) 
前年同期比 
（％） 

ファッション雑貨類 4,427,844 5,250,045 118.6 

インテリア雑貨類 1,307,405 1,212,853 92.8 

生活家庭雑貨類 1,439,836 1,541,029 107.0 

ホビー・文具類 4,497,999 4,916,130 109.3 

イベント・その他 522,100 546,972 104.8 

小
売
部
門 

小計 12,195,185 13,467,030 110.4 

フランチャイズ店卸売部門 202,861 154,977 76.4 

小売業者卸売部門 903,121 722,846 80.0 

卸
売
部
門 

小計 1,105,982 877,824 79.4 

合計 13,301,168 14,344,854 107.8 

 （注）１．仕入高は、仕入価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(2）販売実績 

① 部門別販売実績 

 前連結会計年度及び当連結会計年度における部門及び主要品目別の販売実績を示すと、次のとおりで

あります。 

 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

区分 

金額(千円) 金額(千円) 
前年同期比 
（％） 

ファッション雑貨類 8,258,545 10,022,913 121.4 

インテリア雑貨類 2,182,845 2,575,906 118.0 

生活家庭雑貨類 2,659,101 3,278,570 123.3 

ホビー・文具類 7,757,660 9,139,739 117.8 

イベント・その他 848,895 996,144 117.4 

小
売
部
門 

小計 21,707,048 26,013,274 119.8 

フランチャイズ店卸売部門 261,206 193,446 74.1 

小売業者卸売部門 975,823 721,527 73.9 

卸
売
部
門 

小計 1,237,030 914,974 74.0 

合計 22,944,078 26,928,248 117.4 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．相手先別の販売実績については、当社グループは一般消費者への直接小売事業が主であり、その他卸

売部門等の取引相手先についてはいずれも売上高が全体の100分の10未満のため、記載いたしておりま

せん。 
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② 地域別販売実績 

 前連結会計年度及び当連結会計期間の小売部門の販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

地域別（県別） 店舗数 売上高（千円） 構成比（％） 店舗数 売上高（千円） 構成比（％）

青森県 －   2 36,164 0.1 

宮城県 2 54,648 0.2 6 466,832 1.7 

秋田県 －   3 122,588 0.5 

山形県 1  23,162 0.1 5 273,688 1.0 

福島県 4 491,416 2.1 5 529,659 2.0 

茨城県 14 1,458,214 6.4 16 1,836,956 6.8 

栃木県 11 1,039,343 4.5 10 1,102,981 4.1 

群馬県 9 1,041,674 4.5 10 1,157,918 4.3 

埼玉県 8 771,003 3.4 12 1,164,717 4.3 

千葉県 4 317,332 1.4 6 435,223 1.6 

東京都 6 679,810 3.0 5 628,465 2.3 

神奈川県 3 271,900 1.2 3 271,469 1.0 

新潟県 4 371,894 1.6 7 501,969 1.9 

富山県 2 90,884 0.4 5 307,419 1.1 

石川県 3 279,466 1.2 4 275,389 1.0 

福井県 4 391,589 1.7 4 417,263 1.5 

山梨県 4 524,360 2.3 4 510,434 1.9 

長野県 3 179,936 0.8 9 608,581 2.3 

岐阜県 8 607,638 2.6 8 661,135 2.5 

静岡県 19 2,108,938 9.2 21 2,261,414 8.4 

（静岡地区） (12) (1,307,087) (5.7) (15) （1,510,914） (5.6) 

（浜松地区） (7) (801,851) (3.5) (6) （750,499） (2.8) 

愛知県 21 2,179,792 9.5 20 2,220,751 8.2 

（三河地区） (11) (1,242,932) (5.4) (10) （1,260,171） (4.7) 

（尾張地区） (10) (936,859) (4.1) (10) （960,579） (3.6) 

三重県 11 838,216 3.7 10 860,922 3.2 

滋賀県 3 265,325 1.2 5 475,904 1.8 

大阪府 5 460,939 2.0 5 462,498 1.7 

兵庫県 1 95,055 0.4 3 113,879 0.4 

奈良県 2 81,186 0.4 4 281,883 1.0 
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前連結会計年度 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

地域別（県別） 店舗数 売上高（千円） 構成比（％） 店舗数 売上高（千円） 構成比（％）

和歌山県 2 147,756 0.6 2 194,931 0.7 

島根県 －   1 65,620 0.2 

岡山県 7 644,093 2.8 8 768,005 2.9 

広島県 7 478,273 2.1 7 558,855 2.1 

山口県 9 811,678 3.4 10 904,759 3.4 

徳島県 3 336,695 1.5 3 324,482 1.2 

香川県 3 277,737 1.2 3 260,866 1.0 

愛媛県 2 251,301 1.1 3 287,105 1.1 

高知県 1 182,047 0.8 2 197,302 0.7 

福岡県 24 1,833,125 8.0 22 1,772,484 6.6 

（北九州地区） (16) (1,247,665) (5.4) （14） （1,125,975） (4.2) 

（久留米地区） (8) (585,460) (2.6) (8) （646,508） (2.4) 

佐賀県 3 276,000 1.2 4 423,082 1.6 

長崎県 1 166,631 0.7 4 376,342 1.4 

熊本県 10 804,418 3.5 10 766,972 2.8 

大分県 6 530,738 2.3 6 579,645 2.2 

宮崎県 1 10,558 0.0 2 135,621 0.5 

鹿児島県 4 332,256 1.4 4 411,086 1.5 

小売部門小計 235 21,707,048 94.6 283 26,013,274 96.6 

卸売部門小計 4 1,237,030 5.4 4 914,974 3.4 

合計 239 22,944,078 100.0 287 26,928,248 100.0 

 

 

 小売部門の１㎡当たり売上高、従業員１人当たり売上高は、次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

売場面積（㎡）（期中平均） 103,066.47 131,893.05 

１㎡当たり売上高（千円） 210 204 

従業員数（人）（期中平均） 1,171 1,816 

１人当たり売上高（千円） 19,045 14,828 

 （注）従業員数は、正社員及びパート従業員を含めた期中平均人員であります。 
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