
１．18年８月期の業績（平成 17 年 ９ 月 １ 日 ～ 平成 18 年 ８ 月 31 日） 

３．配当状況 

  

※ 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。 

なお、上記予想に関する事項は、平成18年８月期決算短信（連結）の添付資料の７ページを参照して下さい。 

  

平成 18 年 ８ 月期 個別財務諸表の概要 平成 18 年 10 月 10 日

上場会社名 マルコ株式会社 上場取引所 大証第二部 

コード番号 9980 本社所在都道府県 奈良県 

(URL http://www.maruko.com) 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 駒 田   潤 

問合せ先責任者 役職名 取  締  役 氏名 森   篤 美 ＴＥＬ （ 06 ） 6233 － 5000 

決算取締役会開催日 平成 18 年 10 月 10 日 配当支払開始予定日 平成 18 年 11 月 29 日

定時株主総会開催日 平成 18 年 11 月 28 日 単元株制度採用の有無 有（１単元 100株） 

(1) 経営成績 （百万円未満切捨て）

  売上高 営業利益 経常利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

18年８月期 22,583 △27.9 △872 － △968 － 

17年８月期 31,316 15.8 3,829 42.4 3,629 40.7 

  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

  百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

18年８月期 △1,372 － △43 55 － － △13.7 △5.5 △4.3 

17年８月期 2,121 36.0 67 34 － － 20.7 22.8 11.6 

（注）①期中平均株式数 18年８月期 31,506,124株 17年８月期 31,506,713株 

  ②会計処理の方法の変更 有 

  ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

(2) 財政状態  

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

18年８月期 18,139 8,893 49.0 282 28 

17年８月期 16,970 11,097 65.4 352 24 

（注）①期末発行済株式数 18年８月期 31,505,969株   17年８月期 31,506,459株

  ②期末自己株式数 18年８月期 541,102株   17年８月期 540,612株

２．19年８月期の業績予想（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 

    百万円   百万円   百万円 

中間期 11,750 170 100 

通 期 24,820 1,270 1,020 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 32円37銭 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額 
(百万円) 

配当性向 
（％） 

純資産配当
率（％）  第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年８月期 － 10 － 12 － 22 693 32.7 6.2

18年８月期 － 10 － 12 － 22 693 － 6.9

19年８月期（予想） － 5 － 5 － 10     
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６．個別財務諸表等 
(1) 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成17年８月31日） 
当事業年度 

（平成18年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

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   3,435,720   2,818,615

２．売掛金   1,148,615   992,054

３．商品   26,422   20,305

４．製品   1,085,076   652,830

５．原材料   73,254   70,645

６．仕掛品   13,452   23,217

７．未成業務支出金   9,593   6,352

８．貯蔵品   544,629   600,380

９．前払費用   281,920   261,228

10．繰延税金資産   207,290   333,245

11．その他   45,281   535,128

貸倒引当金   △1,450   △796

流動資産合計   6,869,805 40.5   6,313,208 34.8

Ⅱ 固定資産     

１. 有形固定資産     

(1) 建物   3,320,867 5,715,254 

減価償却累計額   1,658,524 1,662,343 1,603,557 4,111,697

(2) 構築物   98,560 100,150 

減価償却累計額   44,862 53,697 47,771 52,379

(3) 機械装置   328,472 353,845 

減価償却累計額   220,154 108,317 249,069 104,775

(4) 車両運搬具   80,579 80,579 

減価償却累計額   47,920 32,658 56,645 23,933

(5) 工具器具備品   1,048,165 986,676 

減価償却累計額   432,283 615,882 503,119 483,556

(6) 土地 ※１ 4,472,741   4,987,424

(7) 建設仮勘定   608,013   3,402

有形固定資産合計   7,553,654 44.5   9,767,168 53.8

  ２. 無形固定資産     

  (1) 電話加入権   120,534   121,080

  (2) ソフトウェア   40,754   291,301

  (3) ソフトウェア仮勘定   266,960   18,019

  (4) その他   1,395   1,240

  無形固定資産合計   429,644 2.5   431,640 2.4

  ３. 投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券 ※１ 262,281   23,668

  (2) 関係会社株式   22,000   －

  (3) 差入保証金   1,403,665   1,096,498

  (4) 長期前払費用   30,604   54,585

  (5) 諸会員権   36,000   －

  (6) 前払年金費用   349,257   439,534

  (7) その他   34,771   35,996

  貸倒引当金   △20,872   △22,410

  投資その他の資産合計   2,117,708 12.5   1,627,871 9.0

  固定資産合計   10,101,007 59.5   11,826,680 65.2

  資産合計   16,970,813 100.0   18,139,889 100.0 
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前事業年度 

（平成17年８月31日） 
当事業年度 

（平成18年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

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   1,275,123   1,191,168

２．買掛金   523,210   705,166

３．短期借入金   －   1,900,000

４．１年以内返済予定の長期借
入金           

  250,000   667,200

５．未払金   223,717   272,778

６．未払費用   397,038   458,618

７．未払法人税等   1,315,144   95,793

８．未払消費税等   200,965   67,498

９．前受金   74,498   45,122

10．預り金   42,472   37,624

11．賞与引当金   133,164   248,000

12．返品調整引当金   －   90,000

13．ポイント引当金   －   32,000

14．その他   96,000   1,533

流動負債合計   4,531,334 26.7   5,812,502 32.1
      
Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金   1,000,000   2,917,800

２．繰延税金負債   23,920   181,099

３．退職給付引当金   295,699   303,666

４．その他   21,956   31,364

固定負債合計   1,341,577 7.9   3,433,930 18.9

負債合計   5,872,911 34.6   9,246,432 51.0
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前事業年度 

（平成17年８月31日） 
当事業年度 

（平成18年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※２ 2,332,729 13.8   － －

Ⅱ 資本剰余金     

１．資本準備金   2,195,452 － 

資本剰余金合計   2,195,452 12.9   － －

Ⅲ 利益剰余金     

１．利益準備金   378,793 － 

２．任意積立金     

別途積立金   2,780,000 － 

３．当期未処分利益   3,430,496 － 

利益剰余金合計   6,589,290 38.8   － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金   111,268 0.7   － －

Ⅴ 自己株式 ※３ △130,838 △0.8   － －

資本合計   11,097,901 65.4   － －

負債・資本合計   16,970,813 100.0   － － 

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   － －   2,332,729 12.9

２．資本剰余金     

  (1) 資本準備金   － 2,195,452 

資本剰余金合計   － －   2,195,452 12.1

３．利益剰余金     

  (1) 利益準備金   － 378,793 

  (2) その他利益剰余金     

別途積立金   － 2,780,000 

繰越利益剰余金   － 1,365,259 

利益剰余金合計   － －   4,524,052 24.9

４．自己株式   － －   △131,232 △0.7

株主資本合計   － －   8,921,002 49.2

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額金   － －   3,218 0.0

２．繰延ヘッジ損益   － －   △30,764 △0.2

評価・換算差額等合計   － －   △27,545 △0.2

純資産合計   － －   8,893,456 49.0

負債・純資産合計   － －   18,139,889 100.0
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(2) 損益計算書 

    
前事業年度 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高     

１．製品売上高   29,338,423 20,683,724 

２．商品売上高   1,978,172 31,316,595 100.0 1,899,448 22,583,172 100.0 

Ⅱ 売上原価     

１．製品期首棚卸高   881,556 1,085,076 

２．商品期首棚卸高   40,708 26,422 

３．当期商品仕入高   437,262 556,033 

４．当期製品製造原価   7,350,391 5,250,229 

５．体型補整コンサルティング
原価 

  6,507,915 5,961,518 

合計   15,217,833 12,879,280 

６．他勘定振替高 ※１ 324,398 652,416 

７．製品期末棚卸高   1,085,076 652,830 

８．商品期末棚卸高   26,422 13,781,935 44.0 20,305 11,553,727 51.2

売上総利益   17,534,660 56.0   11,029,445 48.8

  返品調整引当金戻入額   － －   96,000 0.4

      返品調整引当金繰入額   － －   90,000 0.4

差引売上総利益   17,534,660 56.0   11,035,445 48.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2,3 13,705,537 43.8   11,907,469 52.7

営業利益又は営業損失
(△) 

  3,829,122 12.2   △872,024 △3.9

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息   573 484 

２．受取配当金   1,624 314 

３．受取手数料   19,738 73,486 

４．違約金収入   8,204 － 

５．不動産収入   4,857 － 

６．その他   10,993 45,991 0.2 22,878 97,162 0.4

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息   35,483 69,834 

２．発注補償金   － 70,091 

３．貸倒引当金繰入額   － 4,758 

４．不動産賃借契約解約損   61,517 － 

５．支払手数料   89,697 － 

６．その他   59,130 245,828 0.8 48,684 193,368 0.8

経常利益又は経常損失
(△) 

  3,629,285 11.6   △968,230 △4.3
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前事業年度 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益     

１．投資有価証券売却益   － 294,805 

２．抱合せ株式消滅差益   － 71,313 

３．貸倒引当金戻入益   － － － 172 366,290 1.6
    
Ⅶ 特別損失     

１．減損損失 ※５ － 31,803 

２．不動産賃借契約解約損   － 127,655 

３．固定資産除却損 ※４ － 56,215 

４．長期前払費用償却   － 84,947 

５．製品廃棄損   － 137,581 

６．その他   － － － 9,669 447,874 2.0

税引前当期純利益又は税
引前当期純損失(△) 

  3,629,285 11.6   △1,049,814 △4.7

法人税、住民税及び事業税   1,625,157 134,513 

過年度法人税等   － 82,388 

法人税等調整額   △117,806 1,507,351 4.8 105,382 322,283 1.4

当期純利益又は当期純損
失(△) 

  2,121,934 6.8   △1,372,098 △6.1

前期繰越利益   1,623,628   －

中間配当額   315,066   －

当期未処分利益   3,430,496   －
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製造原価明細書 

（脚注） 

    
前事業年度 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費   7,211,673 98.2 24,645 0.4

Ⅱ 外注加工費   64,906 0.9 2,231 0.1

Ⅲ 労務費 ※１ 60,200 0.8 62,019 1.2

Ⅳ 経費 ※２ 9,267 0.1 5,894 0.1

Ⅴ 製品仕入高 ※３ － － 5,148,010 98.2

当期総製造費用   7,346,047 100.0 5,242,802 100.0 

期首仕掛品棚卸高   17,795 13,452

合併による仕掛品受入高   － 17,262

期末仕掛品棚卸高   13,452 23,217

他勘定振替高   － 70

当期製品製造原価   7,350,391 5,250,229

    

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

１．原価計算の方法 

製品別総合原価計算を採用しております。 

１．原価計算の方法 

同左 

２．※１．労務費のうち主なもの ２．※１．労務費のうち主なもの 

給与 41,998千円

賞与  7,764千円

賞与引当金繰入額 1,196千円

給与 41,219千円

賞与       6,144千円

賞与引当金繰入額      4,934千円

※２．経費のうち主なもの ※２．経費のうち主なもの 

リース料 8,734千円

消耗品費 533千円

リース料      4,329千円

減価償却費 369千円

消耗品費 308千円

※３．      ────── ※３．製品仕入高は協力工場からの購入製品である 

が、当社仕様となっているため製造原価明細書に

表示しております 

３．表示方法の変更 

 ────── 

３．表示方法の変更 

当事業度年度から、より実態を鑑み、材料費のうち

製品仕入高を区分して表示することに変更しておりま

す。 
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(3) 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

利益処分計算書 

株主資本等変動計算書 

当事業年度（自平成17年９月１日 至平成18年８月31日） 

    
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成17年11月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   3,430,496

Ⅱ 利益処分額   

１．配当金   378,077 378,077

Ⅲ 次期繰越利益   3,052,418

    

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 資本 

準備金 
資本剰余
金合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 別途 

積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成17年８月31日 残高 

（千円） 
2,332,729 2,195,452 2,195,452 378,793 2,780,000 3,430,496 6,589,290 △130,838 10,986,633 

事業年度中の変動額          

剰余金の配当      △378,077 △378,077  △378,077 

剰余金の配当（中間配当）      △315,061 △315,061  △315,061 

当期純損失（△）      △1,372,098 △1,372,098  △1,372,098 

自己株式の取得        △393 △393 

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額） 
         

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
     △2,065,237 △2,065,237 △393 △2,065,630 

平成18年８月31日 残高 

（千円） 
2,332,729 2,195,452 2,195,452 378,793 2,780,000 1,365,259 4,524,052 △131,232 8,921,002 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算 
差額等合計 

平成17年８月31日 残高 

（千円） 
111,268 － 111,268 11,097,901 

事業年度中の変動額     

剰余金の配当    △378,077 

剰余金の配当（中間配当）    △315,061 

当期純損失（△）    △1,372,098 

自己株式の取得    △393 

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額） 
△108,049 △30,764 △138,813 △138,813 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△108,049 △30,764 △138,813 △2,204,444 

平成18年８月31日 残高 

（千円） 
3,218 △30,764 △27,545 8,893,456 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

総平均法による原価法 

(1)         ────── 

 (2) その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は総平均法により算

定） 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は総平均法により算

定） 

 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 

２. デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

(1) デリバティブ 

時価法 

(1) デリバティブ 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商品・製品・原材料・仕掛品 

移動平均法による低価法 

(1) 商品・製品・原材料・仕掛品 

同左 

 (2) 未成業務支出金 

個別法による低価法 

(2) 未成業務支出金 

同左 

 (3) 貯蔵品 

最終仕入原価法による低価法 

(3) 貯蔵品 

同左 

４．固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産 定率法 

 なお、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法としております。 

 また、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物         ２～50年 

構築物        ２～50年 

機械装置       15～18年 

車両運搬具        ６年 

工具器具備品     ２～20年 

(1) 有形固定資産 定率法 

 なお、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法としております。 

 また、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

同左 

 (2) 無形固定資産 定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

(2) 無形固定資産 定額法 

同左 

 (3) 長期前払費用 定額法 (3) 長期前払費用 定額法 

５．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

  支出時に全額を費用として処理してお

ります。 

(1)     ────── 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

６．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 

 (2) 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に充てるた

め、従業員賞与の支給見込額のうち当期

に負担すべき額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

    なお、当事業年度において支給対象期

間の見直しを行っております。 

 ────── (3) 返品調整引当金 

当事業年度末日後に、予想される返品

による損失に備えるため、過去の返品実

績等に基づき、計上しております。 

 ────── (4) ポイント引当金 

顧客に付与したポイントの将来の利用

に備えるため、当事業年度末における将

来利用見込額を計上しております。 

（追加情報） 

当事業年度からポイントカード制度を

導入することとなったため、当事業年度

末における将来利用見込額を計上する方

法を採用しております。 

この結果、営業損失、経常損失及び税

引前当期純損失は32,000千円それぞれ増

加しております。  

 (5) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。 

(5) 退職給付引当金 

同左 

  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

一定の年数（７年）による定額法によ

り、按分した額をそれぞれ発生の翌事業

年度から処理することとしております。
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

７．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 

８．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を適用しております。

(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…金利スワップ取引 

 ヘッジ対象…借入金 

(2) 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 

 (3) ヘッジ方針 

 借入金利の変動に対するリスクヘッジ

目的に限定し、デリバティブ取引を行っ

ております。なお、デリバティブ取引の

相手先は、信用度の高い金融機関に限定

しております。 

(3) ヘッジ方針 

             同左 

  

  

 

  

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段およびヘッジ対象につい

て、毎決算期末に、個別取引毎のヘッジ

効果を検証しておりますが、ヘッジ対象

の負債とデリバティブ取引について、元

本・利率・期間等の条件が同一の場合

は、ヘッジ効果が極めて高いことから本

検証を省略しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

      同左 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

────── １. 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適用指針」（企業会計基準委員

会 平成15年10年31日 企業会計基準適用指針第６号）を

適用しております。 

 これにより税引前当期純損失は31,803千円増加しており

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

規則に基づき当該資産の金額から直接控除しております。

────── ２. 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準   

当事業年度から、「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8,924,221千円

であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。 

────── ３. 企業結合に係る会計基準 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15

年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 

平成17年12月27日）が会社法施行期日以後適用できること

となったため、当社は、平成18年８月１日付で連結子会社

ヤマトテキスタイル株式会社を吸収合併し、当事業年度か

ら同会計基準に基づき共通支配下の取引として会計処理を

行っております。         

────── ４. 固定資産に係る損益の計上区分    

従来、不動産賃借契約解約損等固定資産関連損失につい

ては、営業外費用に計上しておりましたが、当事業年度か

ら「固定資産の減損に係る会計基準」が適用されたことに

伴い、減損損失との整合性を考慮し、固定資産関連損失の

計上区分の見直しを実施した結果、特別損失として計上す

ることに変更しました。この変更により、従来と同一の方

法によった場合に比べ、営業外費用は127,655千円少なく

表示され、特別損失は同額多く表示されております。   
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追加情報  

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

────── ５. 返品に伴う損失見込額の計上区分    

従来、返品に伴う損失見込額については、貸借対照表

上、流動負債の「その他」に表示していましたが、当事業

年度から返品に伴う損失見込額の精度が向上し、その内容

を明確にするため、返品調整引当金として表示することに

しました。これに伴い、従来、返品に伴う損失見込額の損

益対応分については販売費及び一般管理費で処理していま

したが、当事業年度より、売上高との対応関係を勘案して

売上原価の内訳科目の返品調整引当金繰入額及び同戻入額

として処理することに変更しました。 

 なお、前事業年度に流動負債の「その他」に計上してい

た96,000千円については、返品調整引当金戻入額として表

示しております。 

  この変更により、従来と同一の方法によった場合に比

べ、売上原価は6,000千円少なく表示され、販売費及び一

般管理費は同額多く表示されております。        

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

（外形標準課税） 

実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」

（企業会計基準委員会(平成16年2月13日)）が公表された

ことに伴い、当事業年度から同実務対応報告に基づき、法

人事業税の付加価値割及び資本割77,000千円を販売費及び

一般管理費として処理しております。          

          ────── 
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表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

（貸借対照表） 

 前期まで区分掲記しておりました「立替金」（当期末残

高15,234千円）については、金額に重要性がなくなったた

め、当期において、流動資産の「その他」に含めて表示す

ることにしました。 

（貸借対照表） 

 前期まで区分掲記しておりました「諸会員権」（当期末

残高26,400千円）については、金額に重要性がなくなった

ため、当期において、投資その他の資産の「その他」に含

めて表示することにしました。  

（損益計算書） 

 前期まで区分掲記しておりました「リース契約解約損」

（当期6,093千円）は、営業外費用の総額の100分の10以下

となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示する

ことにしました。 

（損益計算書） 

 前期まで区分掲記しておりました「違約金収入」（当期

1,467千円）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。 

  

 前期まで区分掲記しておりました「不動産収入」（当期

4,762千円）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。 

  

 前期まで区分掲記しておりました「支払手数料」（当期

13,443千円）は、営業外費用の総額の100分の10以下とな

ったため、営業外費用の「その他」に含めて表示すること

にしました。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年８月31日） 

当事業年度 
（平成18年８月31日） 

※１．授権株式数 普通株式   66,150,000株

発行済株式総数 普通株式     32,047,071株

※１．        ────── 

※２．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式540,612

株であります。 

※２．        ────── 

 ３．配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は111,268千

円であります。 

 ３．        ────── 

  

 ４．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行９行と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事業年

度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

 ４．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行９行と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事業年

度末の借入未実行残高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 
   9,500,000千円

借入実行残高 1,250,000千円

差引額 8,250,000千円

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 1,900,000千円

差引額 3,100,000千円

 ５．平成17年2月9日開催の取締役会において、商法第

212条の規定に基づく、自己株式の消却を決議し、

その他資本剰余金（資本金及び資本準備金減少差

益）を原資に自己株式の消却を以下のとおり行いま

した。 

消却株式数  8,850,000 株

株式の取得価額の総額 2,802,500千円

 ５．        ────── 

- 45 -



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売促進費への振替高 490,042千円

貯蔵品からの振替高 △165,643千円

合計     324,398千円

販売促進費への振替高       309,374千円

貯蔵品への振替高 205,459千円

製品廃棄損への振替高 137,581千円

合計       652,416千円

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は63.7％であ

り一般管理費に属する費用のおおよその割合は  

36.3％であります。主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は68.8％であ

り一般管理費に属する費用のおおよその割合は

31.2％であります。主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

役員報酬   216,270千円

給料・賞与等     4,048,258千円

法定福利費  454,124千円

不動産賃借料 2,023,410千円

賞与引当金繰入額 70,526千円

減価償却費 459,909千円

退職給付費用   184,129千円

販売促進費  417,305千円

信販手数料   1,557,588千円

役員報酬       100,570千円

給料・賞与等     3,566,820千円

法定福利費 407,364千円

不動産賃借料   2,032,471千円

賞与引当金繰入額 136,150千円

減価償却費 583,598千円

退職給付費用  183,259千円

販売促進費   598,793千円

信販手数料    740,541千円

ポイント引当金繰入額    32,000千円

※３．一般管理費に含まれる研究開発費 

  

  160,059千円

※３．一般管理費に含まれる研究開発費 

  

         18,975千円

※４．        ────── ※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

 建物附属設備     32,804千円

 構築物     1,023千円

 工具器具備品   22,386千円

  合計    56,215千円
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（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式の増加490株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

※５．        ────── ※５．減損損失 

 当事業年度において当社は以下の遊休資産及び処

分予定資産について減損損失を計上しております。 

① 減損損失を認識した資産の概要 

用 途 種 類 場 所 

遊休資産  土地  岡山市 

処分予定資産 
建物附属設備  

大阪市中央区他
工具器具備品 

② 資産のグルーピングの方法 

キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗

を基礎とし、また遊休資産及び処分予定資産について

は物件単位毎にグルーピングを行っております。 

③ 減損損失の認識に至った経緯 

遊休状態にあり今後の使用目処が立っていない資産

グループ及び、処分予定資産グループの帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として

特別損失に計上しております。その内訳は土地4,540

千円、建物23,632千円、工具器具備品3,631千円であ

ります。 

④ 回収可能価額の算定方法 

資産グループの回収可能価額は正味売却価額または

使用価値により測定しております。正味売却価額は、

固定資産税評価額を合理的に調整して算定しておりま

す。使用価値は、移転及び退店までの減価償却費相当

額として算定しております。 

 
前期末株式数 
（株） 

当期増加株式数 
（株） 

当期減少株式数 
（株） 

当期末株式数 
（株） 

自己株式     

普通株式 540,612 490 － 541,102 

合計 540,612 490 － 541,102 
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① リース取引 

② 有価証券 

 前事業年度（平成17年８月31日現在）及び当事業年度（平成18年８月31日現在）における子会社株式及び関連会社

株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具備品 821,323 372,650 448,673

車輌運搬具 18,027 10,549 7,478

合計 839,351 383,200 456,151

取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具備品 825,432 408,129 417,302

車輌運搬具 16,508 5,415 11,093

合計 841,940 413,544 428,395

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。 

（注）         同左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 188,936千円

１年超   267,214千円

計 456,151千円

１年内     182,779千円

１年超     245,616千円

計     428,395千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

（注）         同左 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 246,042千円

減価償却費相当額 246,042千円

支払リース料     197,206千円

減価償却費相当額 197,206千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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③ 税効果会計 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳 

  

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含

まれております。 

  (単位：千円)

前事業年度 
（平成17年８月31日現在）

繰延税金資産   

貸倒引当金損金算入限度超過額 9,085 

未払事業税・事業所税否認 115,669 

退職給付引当金損金算入限度超

過額 
117,094 

賞与引当金損金算入限度超過額 54,197 

一括償却資産損金不算入額 11,049 

投資有価証券評価損否認 60,778 

その他 56,126 

繰延税金資産合計 424,001 

繰延税金負債  

前払年金費用 △142,147 

その他有価証券評価差額金 △76,367 

その他 △22,116 

繰延税金負債合計 △240,631 

繰延税金資産の純額 183,370 

  (単位：千円)

前事業年度 
（平成17年８月31日現在）

流動資産－繰延税金資産 207,290 

固定負債－繰延税金負債 △23,920 

  

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含

まれております。 

  (単位：千円)

当事業年度 
（平成18年８月31日現在）

繰延税金資産   

未払事業税・事業所税否認 17,719 

退職給付引当金損金算入限度超

過額 
123,592 

賞与引当金損金算入限度超過額 100,936 

一括償却資産損金不算入額 17,807 

返品調整引当金損金算入限度超

過額 

36,630 

繰越欠損金 470,925 

棚卸資産廃棄損 74,976 

その他 60,949 

繰延税金資産小計 903,535 

評価性引当額 △547,749 

繰延税金資産合計 355,786 

繰延税金負債  

前払年金費用 △178,890 

その他有価証券評価差額金 △2,209 

その他 △22,540 

繰延税金負債合計 △203,640 

繰延税金資産の純額 152,146 

(単位：千円)

当事業年度 
（平成18年８月31日現在）

流動資産－繰延税金資産 333,245 

固定負債－繰延税金負債 △181,099 

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

の差異の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異が、法定実効税率の100分の５以下であるた

め、記載を省略しております。 

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 

  (単位：％)

当事業年度 
（平成18年８月31日現在）

法定実効税率 

（調整） 

40.7 

住民税均等割 △12.8 

交際費等永久に損金に算入され

ないもの 

0.2 

過年度法人税等 △7.8 

評価性引当額の計上 △51.0 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 

△30.7 
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（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

１株当たり純資産額 352円24銭 282円28銭 

１株当たり当期純利益 67円34銭   △ 43円55銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ──────  ────── 

  当社は、平成17年１月20日付で株式

１株につき３株の株式分割を行ってお

ります。 

 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。 

  なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。 

 

 １株当たり純資産額  299円42銭  

 １株当たり当期純利益  41円46銭  

 
潜在株式調整後１株当たり   ― 

当期純利益 
 

   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。 

 

  
前事業年度 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

当事業年度 
（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） 2,121,934 △1,372,098 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,121,934 △1,372,098 

期中平均株式数（千株） 31,506 31,506 
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７．役員の異動 

(1）代表者の異動（平成18年10月10日付）                  （平成18年10月10日発表済） 

  

(2）その他の役員の異動 

  

① 退任取締役（平成18年10月10日付）                   （平成18年10月10日発表済） 

  

② 退任予定取締役（平成18年11月28日付予定） 

  

③ 新任取締役候補（平成18年11月28日付予定） 

  

【新 役 職 名】 【氏   名】 【旧 役 職 名】 

 代表取締役社長 駒 田   潤  取 締 役 

 （ 退  任 ）   大 坪 知 子  代表取締役社長  

【新 役 職 名】 【氏   名】 【旧 役 職 名】 

（ 退  任 ） 大 坪 知 子 代表取締役社長  

【新 役 職 名】 【氏   名】 【旧 役 職 名】 

（ 退  任 ） 西 中 佳 延 取 締 役 

【新 役 職 名】 【氏   名】 【旧 役 職 名】 

取 締 役 池 田 豊 冶 執行役員 

    商品企画部長 
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