
(財)財務会計基準機構会員  
平成19年１月期 個別財務諸表の概要 平成19年３月16日

上場会社名 株式会社ベリテ 上場取引所 東証第２部

コード番号 ９９０４ 本社所在都道府県 神奈川県 

(URL　http://www.verite.jp)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　幾 留　正 廣

問合せ先責任者　役職名 管理部長 氏名　澤 田　淳 ＴＥＬ　　（045）415－8800

決算取締役会開催日 平成19年３月16日 配当支払開始予定日 －

定時株主総会開催日 平成19年４月20日 単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）

１．平成19年１月期の業績（平成18年２月１日～平成19年１月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年１月期 13,489  △13.0  △  432 －  △  470 －

18年１月期 15,507 △ 4.0 △  248 － △  215 －

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 ％ ％ ％

19年１月期  △1,263 －  △ 71 74  －  △11.8  　△ 3.0  △ 3.5

18年１月期 △  252 － △ 15 11  －  △ 2.4 △ 1.3 △ 1.4

（注）①期中平均株式数  ２ページをご参照ください。【※１】

②会計処理の方法の変更 無

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、対前期増減率であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 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

19年１月期 15,208 10,788 70.9 546 12

18年１月期 16,214 10,604 65.4 627 53

（注）①期末発行済株式数  ２ページをご参照ください。【※２】

②期末自己株式数　　普通株式 19年１月期 1,396,165株 18年１月期 1,506,621株

２．平成19年10月期の業績予想（平成19年２月１日～平成19年10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 6,250  △  210  △  240

通　期 9,410  △  297  △  345

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△19円56銭

※　当社は、決算期を１月31日から３月31日に変更することにいたしました。この変更に伴い、移行期の次期の決算は、

平成19年２月１日から平成19年10月31日までの９ヵ月間の変則決算となります。

３．配当状況

・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
（％）中間期末 期末 年間

18年１月期  － 3.0 3.0 50  － 0.2

19年１月期  －  －  －  －  －  －

19年10月期（予想）  －  －  －    

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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 【※１】「期中平均株式数」

 18年１月期 19年１月期

 株 株 

 普通株式 16,695,980 16,982,315

 優先株式   

 　Ａ種優先株式 － 375,000

 　Ｂ種優先株式 － 125,000

 　Ｃ種優先株式 － 125,000

 【※２】「期末発行済株式数」

 18年１月期 19年１月期

 株 株 

 普通株式 16,898,204 17,008,660

 優先株式   

 　Ａ種優先株式 － 375,000

 　Ｂ種優先株式 － 125,000

 　Ｃ種優先株式 － 125,000

 「１．平成19年１月期の業績」指標算式

 

 　○　１株当たり当期純利益

普通株式及び普通株式と同等の株式に係る当期純利益

普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数 

 

 　○　１株当たり純資産

 普通株式に係る期末の純資産額

期末の普通株式の発行済株式数
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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18年１月31日）

当事業年度
（平成19年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 ＊２ 811 2,793  

２．受取手形  2,612 1,131  

３．売掛金 ＊８ 928 802  

４．有価証券 152 153  

５．商品 ＊１ 5,019 4,373  

６．貯蔵品 30 31  

７．前払費用 56 40  

８．繰延税金資産 145 －  

９．未収入金 ＊８ 192 296  

10．預け金 401 400  

11．その他 ＊８ 168 164  

12．貸倒引当金 △6  △165  

流動資産合計 10,514 64.8 10,023 65.9  △491

Ⅱ　固定資産  

(1) 有形固定資産  

１．建物  255 250  

減価償却累計額 157 98 163 87  

２．車両運搬具 7 7  

減価償却累計額 6 1 6 0  

３．工具器具及び備品 276 228  

減価償却累計額 183 92 139 88  

４．土地  245 245  

５．建設仮勘定 0 －  

有形固定資産合計 437 2.7 421 2.8  △15
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前事業年度
（平成18年１月31日）

当事業年度
（平成19年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

(2) 無形固定資産  

１．商標権 0 0  

２．ソフトウェア 48 60  

３．その他 27 27  

無形固定資産合計 77 0.5 88 0.6 11

(3) 投資その他の資産  

１．投資有価証券  1,081 988  

２．関係会社株式 ＊７ 173 150  

３．出資金 2 2  

４．破産・更生債権等 9 9  

５．長期前払費用 69 43  

６．繰延税金資産 53 －  

７．敷金・差入保証金 3,317 3,083  

８．保険積立金 216 202  

９．長期性預金 269 200  

10．その他 5 5  

11．貸倒引当金  △13  △9  

投資その他の資産合
計

5,185 32.0 4,674 30.7  △510

固定資産合計 5,699 35.2 5,185 34.1  △514

資産合計 16,214 100.0 15,208 100.0  △1,005
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前事業年度
（平成18年１月31日）

当事業年度
（平成19年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形  3,607 2,513  

２．買掛金 383 310  

３．短期借入金 ＊３ 500 500  

４．未払金 255 268  

５．未払費用 183 179  

６．未払法人税等 96 73  

７．前受金 47 59  

８．預り金 26 20  

９．賞与引当金 209 184  

10．返品調整引当金 51 49  

11．その他 6 6  

流動負債合計 5,367 33.1 4,166 27.4 △1,200

Ⅱ　固定負債  

１．繰延税金負債 － 26  

２．退職給付引当金 106 13  

３．役員退職慰労引当金 111 78  

４．その他 25 134  

固定負債合計 242 1.5 253 1.7 10

負債合計 5,610 34.6 4,419 29.1 △1,190

－ 5 －



前事業年度
（平成18年１月31日）

当事業年度
（平成19年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ＊４ 3,022 18.6 －  －

Ⅱ　資本剰余金  

(1）資本準備金 3,671 －  

(2）その他資本剰余金    

１.自己株式処分差益 1 －  

資本剰余金合計 3,673 22.6 －  －

Ⅲ　利益剰余金  

(1）利益準備金 269 －  

(2）任意積立金  

１．別途積立金 4,000 －  

(3）当期未処理損失 125 －  

利益剰余金合計 4,144 25.6 －  －

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

62 0.4 －  －

Ⅴ　自己株式 ＊５  △ 298  △ 1.8 －  －

資本合計 10,604 65.4 －  －

負債資本合計 16,214 100.0 －  －

 

－ 6 －



前事業年度
（平成18年１月31日）

当事業年度
（平成19年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

(1）資本金   － －  3,772 24.8 －

(2）資本剰余金         

１．資本準備金  －   4,421    

２．その他資本剰余金  －   1    

資本剰余金合計   － －  4,423 29.1 －

(3）利益剰余金         

１．利益準備金  －   269    

２．その他利益剰余金         

別途積立金  －   3,800    

繰越利益剰余金  －    △1,239   

利益剰余金合計   － －  2,830 18.6 －

(4）自己株式   － －   △277  △1.8 －

株主資本合計   － －  10,749 70.7 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

(1）その他有価証券評価
差額金

  － －  39 0.2  

評価・換算差額等合
計 

  － －  39 0.2 －

純資産合計   － －  10,788 70.9 －

負債純資産合計   － －  15,208 100.0 －

 

－ 7 －



(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高 15,507 100.0 13,489 100.0 △2,018

Ⅱ　売上原価  

１．商品期首たな卸高 4,842 5,019  

２．当期商品仕入高 7,985 6,249  

合計 12,828 11,269  

３．他勘定振替高 ＊１ 46 227  

４．商品期末たな卸高 5,019 7,761 50.0 4,373 6,668 49.4 △1,093

売上総利益 7,745 50.0 6,820 50.6 △924

返品調整引当金戻入額 4 0.0 2 0.0 △2

差引売上総利益 7,750 50.0 6,823 50.6 △927

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ＊２ 7,998 51.6 7,255 53.8 △743

営業損失 248 △ 1.6 432  △3.2 △184

Ⅳ　営業外収益 ＊４  

１．受取利息 12 －  

２．受取配当金 28 48  

３．受取賃貸料 14 13  

４．受取手数料 9 13  

５．その他 21 86 0.5 31 106 0.8 19

Ⅴ　営業外費用  

１．たな卸資産処分損 10 107  

２．コミットメント
フィー

29 －  

３．その他 14 54 0.3 37 144 1.1 90

経常損失  215  △ 1.4 470 △3.5 △254
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前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅵ　特別利益  

１．投資有価証券売却益 117 38  

２．その他 10 127 0.8 － 38 0.3 △88

Ⅶ　特別損失  

１．本社移転費用  － 61  

２．貸倒引当金繰入額 － 138  

２．固定資産除却損 19 －  

３．関係会社株式評価損 74 －  

４．店舗撤退損 71 56  

５．減損損失 ＊３ － 243  

６．その他 4 169 1.1 28 528 3.9 359

税引前当期純損失 256  △ 1.7 960 △7.1 △703

法人税、住民税及び
事業税

63 61  

法人税等調整額  △  68  △   4  △ 0.1  241  303 2.3 307

当期純損失 252  △ 1.6 1,263  △9.4 △1,010

前期繰越利益 127 － －

当期未処理損失 125 － －
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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

株主総会承認日
（平成18年４月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

（当期未処理損失の処理）  

Ⅰ　当期未処理損失 125

Ⅱ　任意積立金取崩額

１．別途積立金取崩額 200 200

合計 74

Ⅲ　利益処分額

１．配当金 50 50

Ⅳ　次期繰越利益 24

（その他資本剰余金の処分）  

Ⅰ　その他資本剰余金  

自己株式処分差益 1

Ⅱ　その他資本剰余金次期繰越
高

 

自己株式処分差益 1
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株主資本等変動計算書

（平成18年２月１日から平成19年１月31日まで）

（単位：百万円）

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

そ　の　他
資本剰余金

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18年
１月31日 残高

3,022 3,671 1 3,673 269 4,000 △125 4,144 △298 10,541

事業年度中の変動
額

新株の発行 750 750 750 0 1,500

別途積立金の取
崩し

  0 △200 200 0 0

剰余金の配当 0 △50 △50 △50

当期純損益(△:
損失)

 △1,263 △1,263 △1,263

自己株式の取得 0  0 △1 △1

自己株式の処分 △0 △0 0 22 22

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

750 750 △0 749 0 △200 △1,113 △1,313 21 207

平成19年
１月31日 残高

3,772 4,421 1 4,423 269 3,800 △1,239 2,830 △277 10,749

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額合計

平成18年１月31日 残高 62 62 10,604

事業年度中の変動額

新株の発行 1,500

別途積立金の取崩し 0

剰余金の配当 △50

当期純損益（△：損失) △1,263

自己株式の取得 △1

自己株式の処分 22

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

△22 △22 △22

事業年度中の変動額合計 △22 △22 184

平成19年１月31日 残高 39 39 10,788
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重要な会計方針

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１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

移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同　　　　左

(2) その他有価証券

①時価のあるもの

(2) その他有価証券

①時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定しております）

期末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、売却原価は移動平均法により

算定しております）

②時価のないもの

　移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれ

に類する組合への出資（証券取引法第

２条第２項により有価証券とみなされ

るもの）については、組合契約に規定

される決算報告日に応じて入手可能な

最近の決算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によっておりま

す。

②時価のないもの

同　　　　左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商　品

個別法による原価法

一部商品（部材）については総平均

法による原価法

但し、金地金については個別法によ

る低価法

(1) 商　品

同　　　　左

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法

(2) 貯蔵品

同　　　　左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用して

おります。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

です。

建物及び構築物　　　３年～39年

工具器具及び備品　　３年～20年

(1) 有形固定資産

同　　　　左

(2) 無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウエアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法

(2) 無形固定資産

同　　　　左

(3) 長期前払費用

定額法

(3) 長期前払費用

同　　　　左

４．繰延資産の処理方法  ――――――― 株式交付費 

株式交付費は、支出時に全額費用処理して

おります。
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前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

売上債権等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。

(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、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同　　　　左

(3) 返品調整引当金

売上済商品の期末日後の返品損失に

備えるため、過去の経験率に基づき

計上しております。

(3) 返品調整引当金

同　　　　左

(4) 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。

会計基準変更時差異（522百万円）に

ついては、５年による均等額を費用処

理しております。

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

（５年）による定額法により費用処理

をしております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（５年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することと

しております。

(4) 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。

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

（５年）による定額法により費用処理

をしております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（５年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することと

しております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職金の支給に充てるため、

内規に基づく必要額を計上しており

ます。

(5) 役員退職慰労引当金

同　　　　左
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前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

６．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

７．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　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、税引前当期純損失が243百万円増加しており

ます。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度より「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。

　なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は、10,788

百万円であります。 
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

  （貸借対照表）

１．前期まで流動資産の「その他」に含めていた「未収入

金」（124百万円）は資産総額の100分の１を超えたため、

当期より区分掲記することといたしました。

 

  （貸借対照表）

――――――――

 

 （損益計算書）

１．前期まで営業外収益の「その他」に含めていた「受取

利息」（５百万円）及び「受取手数料」（３百万円）は、

営業外収益の100分の10を超えたため、当期より区分掲

記することといたしました。

 （損益計算書）

１．前期まで区分掲記しておりました「受取利息」（当期

８百万円）は営業外収益の総額の100分の10以下となっ

たため、当期より営業外収益の「その他」に含めて表示

することに変更いたしました。

２．前期まで区分掲記しておりました「支払利息」（当期

４百万円）は営業外費用の総額の100分の10以下となっ

たため、当期より営業外費用の「その他」に含めて表示

することに変更いたしました。

２．前期まで区分掲記しておりました「コミットメント

フィー」（当期８百万円）は営業外費用の総額の100分

の10以下となったため、当期より営業外費用の「その

他」に含めて表示することに変更いたしました。

３．前期において特別損失の「その他」に含めていた「固

定資産除却損」（20百万円）及び「店舗撤退損」（17百

万円）は、特別損失の100分の10を超えたため、当期よ

り区分掲記することといたしました。

３．前期まで区分掲記しておりました「関係会社株式評価

損」（当期28百万円）は特別損失の総額の100分の10以

下となったため、当期より特別損失の「その他」に含め

て表示することに変更いたしました。
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追加情報

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

 （法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示方法）

――――――――

 　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35百万円を販

売費及び一般管理費として処理しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が35百万円増加し、

営業損失、経常損失及び税引前当期純損失が、35百万円

増加しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年１月31日）

当事業年度
（平成19年１月31日）

＊１　受託商品残高 ＊１　受託商品残高

この他に受託商品残高      931百万円 この他に受託商品残高      835百万円

（仕入先との約定による預り商品） （仕入先との約定による預り商品）

＊２　担保資産及び担保付債務 ＊２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。 担保に供している資産は次のとおりであります。

現金及び預金   50百万円 現金及び預金     50百万円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

銀行保証

（前払式証票発行に対するもの）
  50百万円

銀行保証

（前払式証票発行に対するもの）
    50百万円

 ＊３　        　 ―――――――― ＊３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、平成

17年９月22日付で株式会社みずほ銀行をエージェン

トとするリボルビング・クレジット・ファシリティ

契約を締結いたしました。その内容は、次のとおり

であります。なお、財務制限条項に抵触した場合は、

本契約にかかる一切の債務について期限の利益を喪

失し、直ちにこれらの債務を弁済しなければならな

いことが定められています。

リボルビング・クレジット・ファシリティ契約に係る借

入未実行残高は、次のとおりであります。

　総借入極度額 2,000百万円

　借入実行残高 500　〃

　差引額 1,500　〃

　財務制限条項

　　借入人は、本契約締結日以降の各決算期の末日におい

て、以下の各号の条件（連結ベース）を充足することを

確約する。

　①　貸借対照表の従来の「資本の部」に相当する金額を

平成17年１月決算末日における貸借対照表の資本の部の

金額の80％以上に維持すること。

　②　損益計算書上の経常損益につき、２期連続して損失

を計上しないこと。

＊４　会社が発行する株式　普通株式    35,000,000株 ＊４　        　 ――――――――

              

ただし、株式の消却が行われた場合には、これに相

当する株式数を減じる。

 

発行済株式の総数　 普通株式     18,404,825株               

＊５　自己株式

当社が保有する自己株式の数は、以下のとおりであ

ります。

＊５　　　　　　　――――――――

 

普通株式      1,506,621株   

　６　配当制限 　６　　　　　　　――――――――　　　　　　　

商法施行規則第124条第３項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62百万円で

あります。
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前事業年度
（平成18年１月31日）

当事業年度
（平成19年１月31日）

＊７　関係会社株式には、㈱ソバック（平成18年２月１　 ＊７　　　　　　　――――――――　

日設立）に対する新株式払込金７百万円が含まれて

おります。

 

＊８　　　　　　　――――――――　 ＊８　関係会社に対する事項

 関係会社に対する資産の合計額が資産の総額の100

分の１を超過しており、その合計額は294百万円で

あります。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

＊１　他勘定振替高の内訳 ＊１　他勘定振替高の内訳

販売費及び一般管理費     25百万円

営業外費用     21百万円

販売費及び一般管理費       17百万円

営業外費用      110百万円

営業外費用への振替は、商品処分等であり、営

業外費用への計上は、収入金額を相殺のうえ表

示しております。

営業外費用への振替は、商品処分等であり、営

業外費用への計上は、収入金額を相殺のうえ表

示しております。

＊２　販売費の割合はおおよそ82.7％であり、一般管理費

の割合はおおよそ17.3％です。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

＊２　販売費の割合はおおよそ80.3％であり、一般管理費

の割合はおおよそ19.7％です。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

販売手数料     421百万円

広告宣伝費    704百万円

給料・手当    2,388百万円

賞与引当金繰入額    209百万円

退職給付費用    415百万円

地代家賃    1,522百万円

広告宣伝費      466百万円

給料・手当    2,339百万円

賞与引当金繰入額      184百万円

退職給付費用      270百万円

地代家賃    1,446百万円

＊３　　　　　　――――――――――　 ＊３　減損損失

　当事業年度において、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。

宝飾店舗

用途 種類 場所
減損損失

（百万円）

店舗

資産

建物附属設備

器具備品

長期前払費用

リース資産

東北地区 13

関東地区 137

中部地区 49

近畿地区 28

中国地区 11

四国地区 1

九州地区 0

合計 243

減損損失の金額

建物附属設備 22百万円

器具備品 33  〃

長期前払費用 19  〃

リース資産 167　〃

合計 243　〃

   　当社は、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。

店舗については、営業活動から生じる損益が継続して

マイナスとなる見込みであるため、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

損失に計上いたしました。

　なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却

価額により測定しておりますが、売却可能性が見込め

ないため、零としております。

＊４　関係会社に対する事項 ＊４　関係会社に対する事項

関係会社に対する営業外収益の合計額が営業外収

益の総額の100分の10を超過しており、その合計

額は15百万円であります。

関係会社に対する営業外収益の合計額が営業外収

益の総額の100分の10を超過しており、その合計

額は14百万円であります。
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注）１，２ 1,506 4 115 1,396

合計 1,506 4 115 1,396

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加４千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少115千株は、ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による減少で

あります。 
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①　リース取引関係

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１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、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

機械及び装置 20 7 13

工具器具及び
備品

938 357 580

ソフトウェア 271 104 166

合計 1,229 469 760

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額

(百万円)

減損損失
累計額相
当額

(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械及び装
置 33 13 2 17

工具器具及
び備品 958 413 125 418

ソフトウェ
ア 273 161 － 112

合計 1,264 588 128 548

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等

１年内     236百万円

１年超     532百万円

合計    768百万円

未経過リース料期末残高相当額

 １年内    237百万円

 １年超 448　〃

合計 686　〃

リース資産減損勘定の残高 129　〃

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料       248百万円

減価償却費相当額       238百万円

支払利息相当額   12百万円

支払リース料  269百万円

リース資産減損勘定の取崩額
37　〃

減価償却費相当額 257　〃

支払利息相当額 12　〃

減損損失 167　〃

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

５．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。

５．利息相当額の算定方法

同　　　　左
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②　有価証券関係

　前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても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。

③　税効果会計

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１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の

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の

内訳

 （単位：百万円）

繰延税金資産  

関係会社株式評価損 30 

　未払金 13 

　未払費用 11 

　未払事業税 14 

　賞与引当金 84 

　返品調整引当金 20 

 繰越欠損金 114 

　退職給付引当金 43 

　役員退職慰労引当金 44 

　その他 9 

繰延税金資産小計 385 

評価性引当額 △ 144 

繰延税金資産合計 241 

繰延税金負債  

　その他有価証券評価差額金 △  42 

繰延税金負債合計 △  42 

繰延税金資産（負債）の純額 198 

 （単位：百万円）

繰延税金資産  

関係会社株式評価損  35

　減損損失  75

　未払費用  10

　賞与引当金  74

　貸倒引当金  70

　返品調整引当金  20

 繰越欠損金 409

　役員退職慰労引当金  31

 

　その他  17

繰延税金資産小計  744

評価性引当額  △ 744

繰延税金資産合計  －

繰延税金負債  

　その他有価証券評価差額金  △  26

繰延税金負債合計  △  26

繰延税金資産（負債）の純額  △  26

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

法人税等を控除する前の当期純利益がないため記載

しておりません。

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

法人税等を控除する前の当期純利益がないため記載

しておりません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１株当たり純資産額    627円53銭

１株当たり当期純損失金額   15円11銭

１株当たり純資産額       546円12銭

１株当たり当期純損失金額     71円74銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損

失である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、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日)

当事業年度
(自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日)

当期純損失（百万円） 252 1,263

普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属

しない金額（百万円）
－ －

普通株式及び普通株式と同等の株式に係る

当期純損失（百万円）
252 1,263

普通株式及び普通株式と同等の株式の期中

平均株式数の種類別内訳（株）
  

　普通株式 16,695,980 16,982,315

　Ａ種優先株式 － 375,000

　Ｂ種優先株式 － 125,000

　Ｃ種優先株式 － 125,000

普通株式及び普通株式と同等の株式の期中

平均株式数（株）
16,695,980 17,607,315

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

平成15年４月24日定時株主総会決議

ストックオプション

（新株予約権方式）

普通株式　348千株

平成15年４月24日定時株主総会決議

ストックオプション

（新株予約権方式）

普通株式　168千株

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

該当事項はありません。 当社は、平成19年２月23日開催の当社取締役会において

ソシエテ・デュ・フィガロ（フィガロ社）との間でジュエ

リーに関する「ライセンス契約」について決議し、同日、

同契約を締結いたしました。この「ライセンス契約」は、

出店力強化を図るため、新ブランドの商品をFIGARO par 

vérité（フィガロ・パー・ベリテ）というダブルネームの

ブランドとして展開することを目的としております。
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７．役員の異動
　平成19年３月16日の取締役会において、以下のとおり役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、

平成19年４月20日開催予定の第62期定時株主総会において正式決定される予定です。

１．新任取締役候補

取締役 櫻庭　周平  

２．退任予定取締役

取締役 大久保　仁雄 

 なお、上記につきましては、平成18年３月16日に開示いたしました。
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