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平成 19 年２月期    個別財務諸表の概要             平成１９年４月３日  

 

会社名        サンクスジャパン 株式会社         上 場 取 引 所    ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号      ７５４８                   本社所在都道府県  佐賀県 
（ＵＲＬ http://www.ds-direx.co.jp）                
代 表 者  役職名 代表取締役社長   氏名 大嶌 秀昭 
問合せ責任者  役職名 取締役経営企画室長 氏名 山口 克己 
                                  ＴＥＬ（０９５２）３２－６５１１           

決算取締役会開催日  平成１９年４月   ３日              中間配当制度の有無  有  
配当支払開始予定日  平成１９年５月１８日             定時株主総会開催日 平成１９年５月１７日 
単元株制度採用の有無 有（1 単元 100 株）               
                                                         

１．平成 19 年２月期の業績（平成 18 年２月２１日～平成 19 年２月２０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 
 
１9 年２月期 

１8 年２月期 

    百万円     ％ 
 80,894    （  4.7） 
 77,248    （  5.7） 

     百万円     ％  
  1,214      （△10.0） 
  1,350       （3.3） 

      百万円    ％ 

   1,333     （△10.1） 
   1,483       （9.6） 

 
 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 

 
１9 年２月期 

１8 年２月期 

  百万円  ％ 

 707   （13.6） 
 622   （14.7） 

  円  銭 

 65  74  
54  62 

   円  銭  
   －  －   
   －  －   

    ％ 
   6.8  
   6.3  

   ％ 
 4.8  
 5.2 

   ％  
 1.6  
 1.9 

（注）1.持分法投資損益      平成 19 年 2 月期  該当なし     平成 18 年 2 月期  該当なし 
  2.期中平均株式数       平成 19 年 2 月期   10,754 千株  平成 18 年 2 月期  10,743 千株 

   3.会計処理の方法の変更   無  
   4.（ ）内は前年同期比であります。 
 
（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 
 
19 年２月期 

18 年２月期 

      百万円 
   28,423 
   26,570 

      百万円 
    10,541 
   10,189 

       ％ 
     37.0 
     38.4 

     円  銭 
 984  21  

945  18 
（注）１．期末発行済株式数   平成 19 年 2 月期 10,832 千株  平成 18 年 2 月期 10,816 千株 

     ２．期末自己株式数      平成１9 年 2 月期    137 千株  平成 18 年 2 月期     73 千株 

 
２．20 年 2 月期の業績予想(平成 19 年 2 月 21 日～平成 20 年 2 月 20 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 
通   期 

42,900 
      86,200 

        900 
      1,650 

         430 
         850 

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期)  79 円 03 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 

配当金総額

（百万円）

配当性向

（％） 

純資産 

配当率(％) 

18 年 2 月期 － 13 13 139 23.8 1.4 
19 年 2 月期 － 13 13 139 19.8 1.3 
20 年 2 月期（予想） － 13 13    
※ 上記の資料は本資料の発表日現在において当社が予想し得る仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によ

って大きく異なる結果となる可能性があります。 
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４.財務諸表等 
（1）貸借対照表 

 

区　　分
注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 2,081,381 2,398,152

　２　売掛金 12,339 30,844

　３　商品 6,898,330 7,745,853

　４　貯蔵品 10,447 7,520

　５　前渡金 118,947 52,051

　６　前払費用 78,336 83,205

　７　繰延税金資産 98,245 119,842

　８　未収収益 503 1,149

　９　未収入金 131,786 187,682

１０　その他 46,728 65,578

       流動資産合計 9,477,046 35.7 10,691,880 37.6

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※5

　 （1）　建物 ※1 6,360,325 7,094,817

　　　　　減価償却累計額 △ 1,835,452 4,524,873 △ 2,138,690 4,956,127

　 （2）　構築物 1,258,920 1,392,191

　　　　　減価償却累計額 △ 532,083 726,836 △ 592,157 800,033

　 （3）　機械装置 316,881 414,369

　　　　　減価償却累計額 △ 174,236 142,644 △ 223,310 191,059

　 （4）　船舶 1,331 1,331

　　　　　減価償却累計額 △ 1,265 66 △ 1,265 66

　 （5）　車両運搬具 2,917 4,410

　　　　　減価償却累計額 △ 2,771 145 △ 3,425 984

　 （6）　器具備品 585,793 825,205

　　　　　減価償却累計額 △ 185,203 400,589 △ 394,546 430,659

　 （7）　土地 ※1 7,198,183 7,330,284

　 （8）　建設仮勘定 136,385 255,112

　　　有形固定資産合計 13,129,725 49.4 13,964,327 49.1

　２　無形固定資産

　 （1）　営業権 285 -

　 （2）　借地権 162,114 176,612

　 （3）　商標権 6,894 5,173

　 （4）　水道施設利用権 1,334 1,061

　 （5）　ソフトウェア 420,176 362,590

　 （6）　電話加入権 15,974 15,974

　　　無形固定資産合計 606,780 2.3 561,411 2.0

（平成18年2月20日） （平成19年2月20日）

前事業年度 当事業年度

金額
（千円）

金額
（千円）
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区　　分
注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

　３　投資その他の資産

　 （1）　投資有価証券 621,190 322,598

　 （2）　関係会社株式 10,000 10,000

　 （3）　出資金 203 193

　 （4）　従業員長期貸付金 83,500 －

　 （5）　長期貸付金 － 92,800

　 （6）　長期前払費用 144,131 164,588

　 （7）　前払年金費用 8,573 12,515

　 （8）　敷金・保証金 870,837 908,728

　 （9）　建設協力金 621,817 626,820

　（10）  保険積立金 487,794 448,318

  （11）　長期性預金 100,000 100,000

  （12）　繰延ヘッジ損失 15,260 -

  （13）　繰延税金資産 308,301 438,927

  （14）　投資不動産 ※1 91,248 91,248

　　　　　減価償却累計額 △ 15,986 75,262 △ 16,521 74,727

  （15）　その他 30,064 22,812

  （16）　貸倒引当金 △ 19,575 △ 17,475

　　　投資その他の資産合計 3,357,362 12.6 3,205,554 11.3

　　　固定資産合計 17,093,869 64.3 17,731,293 62.4

　　　資産合計 26,570,915 100.0 28,423,174 100.0

前事業年度 当事業年度

（平成18年2月20日） （平成19年2月20日）

金額
（千円）

金額
（千円）
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区　　分
注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形 226,774 －

　２　買掛金 5,073,407 5,391,340

　３　短期借入金 ※6 900,000 1,000,000

　４　1年内返済予定長期借入金 ※1 1,918,062 2,247,804

　５　未払金 781,858 735,877

　６　未払法人税等 316,000 445,000

　７　未払消費税等 24,486 63,516

　８　前受金 2,432 4,241

　９　預り金 143,002 140,171

１０　賞与引当金 136,479 139,967

１１　役員賞与引当金 － 34,600

１２　その他 330 330

　　　流動負債合計 9,522,833 35.8 10,202,848 35.9

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 ※1 6,173,662 6,928,248

　２　長期未払金 42,032 16,803

　３　退職給付引当金 138,728 154,550

　４　役員退職慰労引当金 367,439 390,671

　５　長期前受収益 2,076 1,872

　６　金利スワップ 15,260 1,592

　７　預り敷金・保証金 61,996 77,361

　８　預り建設協力金 24,336 82,796

　９　リ－ス資産減損勘定 32,845 24,899

　　　固定負債合計 6,858,377 25.8 7,678,796 27.0

　　　負債合計 16,381,210 61.6 17,881,644 62.9

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※2 1,960,478 7.4 － －

Ⅱ　資本剰余金

　１　資本準備金 1,969,092 －

　　 資本剰余金合計 1,969,092 7.4 － －

Ⅲ　利益剰余金

　１　利益準備金 212,050 －

　２　任意積立金 －

         別途積立金 5,160,000

　３　当期未処分利益 764,837 －

　　利益剰余金合計 6,136,887 23.1 － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 ※3 218,491 0.8 － －

Ⅴ　自己株式 ※4 △ 95,246   △0.3 － －

　　 資本合計 10,189,704 38.4 － －

      負債・資本合計 26,570,915 100.0 － －

金額
（千円）

金額
（千円）

（平成19年2月20日）

前事業年度 当事業年度

（平成18年2月20日）
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区　　分
注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 － － 1,966,467 6.9

　２　資本剰余金

　　　　　資本準備金 － 1,975,065

　　　資本剰余金合計 － － 1,975,065 6.9

　３　利益剰余金

　（1）　利益準備金 － 212,050

　（2）　その他利益剰余金

　　　　 別途積立金 － 5,560,000

         固定資産圧縮積立金 － 7,301

         繰越利益剰余金 － 889,293

　　　利益剰余金合計 － － 6,668,644 23.5

　４　自己株式 － － △ 140,267  △ 0.5

　　　株主資本合計 － － 10,469,909 36.8

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価差額金 － 56,487

　２　繰延ヘッジ損益 － △ 948

　　 評価・換算差額等合計 － － 55,539 0.2

Ⅲ　新株予約権 － － 16,080 0.1

      純資産合計 － － 10,541,529 37.1

　　 負債・純資産合計 － － 28,423,174 100.0

前事業年度 当事業年度

（平成18年2月20日） （平成19年2月20日）

金額
（千円）

金額
（千円）
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（２）損益計算書 
 

区　　分
注記
番号

百分比
（％）

百分比
（％）

Ⅰ　売上高

　１　商品売上高 76,933,441 80,577,240

　２　その他営業収入 315,415 77,248,856 100.0 316,941 80,894,181 100.0

Ⅱ　売上原価

　１　商品売上原価

　（1）　期首商品棚卸高 6,306,298 6,898,330

　（2）　当期商品仕入高 66,838,198 70,172,843

　　　　合計 73,144,497 77,071,173

　（3）　期末商品棚卸高 6,898,330 66,246,167 85.8 7,745,853 69,325,319 85.7

　　　売上総利益 11,002,689 14.2 11,568,861 14.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　１　荷造包装費 72,707 113,591

　２　広告宣伝費 1,000,959 1,047,894

　３　役員報酬 139,324 140,015

　４　給与手当 1,584,684 1,685,186

　５　雑給与 2,194,254 2,258,499

　６　賞与 361,862 381,295

　７　賞与引当金繰入額 136,479 139,967

　８　役員賞与引当金繰入額 － 34,600

　９　役員退職慰労引当金繰入額 32,487 35,607

１０　退職給付費用 47,686 46,235

１１　株式報酬費用 － 16,080

１２　福利厚生費 564,628 610,484

１３　会議費 966 1,555

１４　交際費 12,745 15,444

１５　旅費交通費 78,143 83,002

１６　通信費 81,059 76,575

１７　水道光熱費 453,813 477,435

１８　事務用品費 5,848 4,872

１９　消耗品費 139,405 113,995

２０　租税公課 184,777 195,566

２１　研修費 10,045 4,943

２２　減価償却費 545,040 743,354

２３　長期前払費用償却費 6,436 4,156

２４　修繕費 20,212 28,725

２５　賃借料 1,458,729 1,524,158

２６　維持管理費 147,437 161,326

２７　リサイクル費 14,332 14,004

２８　支払保険料 111,376 59,279

２９　支払手数料 221,363 312,135

３０　図書教育費 5,613 5,915

３１　諸会費 6,887 5,737

３２　寄付金 459 350

３３　雑費 12,686 9,652,456 12.5 11,938 10,353,932 12.8

　　　営業利益 1,350,233 1.7 1,214,929 1.5

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 6,338 10,080

　２　受取配当金 9,920 14,303

　３　受取手数料 80,434 84,623

　４　受取家賃 74,215 86,535

金額
（千円）

金額
（千円）

前事業年度

       （ 　自　平成17年2月21日

     　　  至　平成18年2月20日） 　　        至　平成19年2月20日）

当事業年度

        （ 　自　平成18年2月21日
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区　　分
注記
番号

百分比
（％）

百分比
（％）

　５　不動産賃貸収入 3,850 1,500

　６　保険満期収入 52,841 31,231

　７　雑収入 59,773 35,086

　８　為替差益 － 287,373 0.4 344 263,705 0.3

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 147,433 142,255

　２　株式交付費 － 89

　３　不動産賃貸費用 490 535

　４　貸倒損失 2,328 －

　５　雑損失 4,004 154,256 0.2 2,544 145,424 0.2

　　　経常利益 1,483,349 1.9 1,333,209 1.6

Ⅵ　特別利益

　１　保険差益 16,909 －

　２　固定資産売却益 ※1 － 6,428

　３　施設利用権売却益 － 431

　４　投資有価証券売却益 － 317,689

　５　国庫補助金受贈益 － 16,909 0.0 15,837 340,386 0.4

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産除却損 ※2 12,017 34,244

　２　固定資産売却損 ※3 － 11,779

　３　施設利用権評価損 200 －

　４　減損損失 ※4 311,246 213,407

　５　災害損失 12,144 －

　６　固定資産圧縮損 6,491 －

　７　投資有価証券評価損 － 342,100 0.4 9,345 268,777 0.3

　　　税引前当期純利益 1,158,159 1.5 1,404,818 1.7

　　　法人税、住民税及び事業税 610,579 739,383

　　　法人税等調整額 △ 74,861 535,718 0.7 △ 41,580 697,802 0.8

　　　当期純利益 622,441 0.8 707,016 0.9

　　　前期繰越利益 142,396 －

　　　当期未処分利益 764,837 －

金額
（千円）

金額
（千円）

当事業年度

       （ 　自　平成17年2月21日         （ 　自　平成18年2月21日

     　　  至　平成18年2月20日） 　　        至　平成19年2月20日）

前事業年度
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（３）利益処分計算書 

注記

番号

Ⅰ　当期未処分利益 764,837

Ⅱ　利益処分額

　１　配当金 139,659

　２　役員賞与金 35,600

　　　（うち監査役賞与金） (1,500)

　３　任意積立金

　　　　別途積立金 400,000 575,259

Ⅲ　次期繰越利益 189,578

株主総会承認年月日

区　　分

前事業年度

（平成18年5月18日）

金額（千円）

 

 

 

 

 

（４）株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成 18 年 2 月 21 日 至 平成 19 年 2 月 20 日 ） 
 

（単位：千円）

平成18年2月20日残高 1,960,478 1,969,092 1,969,092

事業年度中の変動額

　新株の発行 5,988 5,972 5,972

　剰余金の配当

　圧縮積立金の積立

　圧縮積立金の取崩し

　当期純利益

　自己株式の取得

　役員賞与金

　別途積立金

　株主資本以外の項目

　の当事業年度中変動額（純額）

事業年度中の変動額合計　　　　　　 5,988 5,972 5,972

平成19年2月20日残高 1,966,467 1,975,065 1,975,065

資本剰余金

資本金 資本
準備金

資本剰余金
合計

株　主　資　本
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（単位：千円）

平成18年2月20日残高 212,050 5,160,000 764,837 6,136,887 △ 95,246 9,971,213

事業年度中の変動額

　新株の発行 11,960

　剰余金の配当 △ 139,659 △ 139,659 △ 139,659

　圧縮積立金の積立 9,389 △ 9,389

　圧縮積立金の取崩し △ 2,088 2,088

　当期純利益 707,016 707,016 707,016

　自己株式の取得 △ 45,020 △ 45,020

　役員賞与金 △ 35,600 △ 35,600 △ 35,600

　別途積立金 400,000 △ 400,000

　株主資本以外の項目

　の当事業年度中変動額（純額）

事業年度中の変動額合計　　　　 － 400,000 7,301 124,455 531,756 △ 45,020 498,696

平成19年2月20日残高 212,050 5,560,000 7,301 889,293 6,668,644 △ 140,267 10,469,909

株　主　資　本

利益剰余金

自己
株式

株主
資本
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
固定資産

圧縮積立金
繰越利益
剰余金

 
 

（単位：千円）

平成18年2月20日残高 218,491 218,491 10,189,704

事業年度中の変動額

　新株の発行 11,960

　剰余金の配当 △ 139,659

　圧縮積立金の積立

　圧縮積立金の取崩し

　当期純利益 707,016

　自己株式の取得 △ 45,020

　役員賞与金 △ 35,600

　別途積立金

　株主資本以外の項目

　の当事業年度中変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 　　　　　 △ 162,003 △ 948 △ 162,952 16,080 351,824

平成19年2月20日残高 56,487 △ 948 55,539 16,080 10,541,529

△ 146,871

新株予約権
純資産
合計

16,080

評価・換算差額等

△ 162,003 △ 948 △ 162,952

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
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重要な会計方針 

    前事業年度     当事業年度

　　　　　　　 　(自　平成17年2月21日 　　　　　　　 　(自　平成18年2月21日

　　　　　　　　  至　平成18年2月20日) 　　　　　　　 　 至　平成19年2月20日)

1　有価証券の評価基準及び評価方法 （1）子会社株式 （1）子会社株式

　　　 移動平均法による原価法 同左

（2）その他有価証券 （2）その他有価証券

　①　時価のあるもの 　①　時価のあるもの

　　      当事業年度末日の市場価格等に基づく時 　　      当事業年度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 　　　 価法（評価差額は全部純資産直入法により

　　　 理し、売却原価は移動平均法により算定） 　　　 処理し、売却原価は移動平均法により算定）

　②　時価のないもの 　②　時価のないもの

　　　 移動平均法による原価法 同左

2　デリバティブ等の評価基準及び評価方法 　　　デリバティブ 　　　デリバティブ

　　　 時価法 同左

3　棚卸資産の評価基準及び評価方法 　商品 　商品

　　 　売価還元原価法（酒類は移動平均法による 同左

　　 　原価法）

　貯蔵品 　貯蔵品

　　　 最終仕入原価法による原価法 同左

4　固定資産の減価償却の方法   有形固定資産   有形固定資産

　① 建物・建物附属設備及び構築物 　① 建物・建物附属設備及び構築物

　　　   定額法 同左

　　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

　　　　す。

　　　　　　　　　　建物　　　　　　　　7～34年

　　　　　　　　　　建物附属設備　  8～15年

                       構築物　　　　　　10～24年

          また、事業用定期借地権が設定されてい

　　　　る賃借地上の建物・建物附属設備及び構

　　　　築物につきましては借地契約期間に基づく

　　　　耐用年数にて償却を行っております。

　② その他有形固定資産 　② その他有形固定資産

　　　   定率法 同左

　無形固定資産 　無形固定資産

　　　   定額法 同左

　　　　なお、事業用定期借地権につきましては借

　　　 地契約期間に基づく耐用年数にて償却を行

        っております。また、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）に基づいて償却を行っております。

　長期前払費用 　長期前払費用

　　　   期間均等償却 同左

項目
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    前事業年度     当事業年度

　　　　　　　 　(自　平成17年2月21日 　　　　　　　 　(自　平成18年2月21日

　　　　　　　　  至　平成18年2月20日) 　　　　　　　 　 至　平成19年2月20日)

　投資不動産 　投資不動産

　① 建物及び構築物 同左

　　　   定額法

　　　　 なお、主な耐用年数は、以下のとおりであ

　　　　 ります。

　　　　　　　　　　建物　　　　　　　34年

                      構築物　　　　　 10年

          また、事業用定期借地権が設定されてい

　　　　る賃借地上の建物及び構築物につきまし

         ては借地契約期間に基づく耐用年数にて

　　　　償却を行っております。

　② その他投資不動産

　　　   定率法

5　重要な資産の処理方法 　株式交付費

　　 支払時に全額費用として処理しております。

6　引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 （1）貸倒引当金

　　　  期末の債権に対する貸倒損失に備える 同左

　　　  ため、次の方法により計上しております。

　 ①  一般債権

　　　  貸倒実績率によっております。

　　    なお、当事業年度においては、繰入額は

　　    ありません。

　 ②  貸倒懸念債権及び破産更生債権等

　　　　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。

（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 同左

　　　　充てるため、支給見込額に基づき計上

　　　　しております。

（3）役員賞与引当金

　　　　 　　　役員に対して支給する賞与の支出に備える

　　 ため、支給見込額のうち当事業年度に負担す

　　 べき額を計上しております。

（4）退職給付引当金 （4）退職給付引当金

　　　  従業員の退職給付に備えるため、当事 同左

　　　  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。又、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

　　    期間以内の年数（7～8年）による定額法

　　　  によりそれぞれ発生の翌事業年度から

　　 　 損益処理することとしております。

（5）役員退職慰労引当金 （5）役員退職慰労引当金

　　　  役員の退職慰労金の支出に備えるため、 同左

　　　  内規に基づく期末要支給額を計上してお

　　　　ります。

項目

 



 
 

12

    前事業年度     当事業年度

　　　　　　　 　(自　平成17年2月21日 　　　　　　　 　(自　平成18年2月21日

　　　　　　　　  至　平成18年2月20日) 　　　　　　　 　 至　平成19年2月20日)

7　リ－ス取引の処理方法 　　　リ－ス物件の所有権が借主に移転すると認 同左

　　　められるもの以外のファイナンス・リ－ス取引

　　　につきましては、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。

8　ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法

　　　繰延ヘッジ処理によっております。 同左

　　　なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ

　　　及び金利キャップにつきましては特例処理を

　　　採用しております。

（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・・・金利スワップ及び金利キャップ 同左

　　 ヘッジ対象・・・借入金

（3）ヘッジ方針 （3）ヘッジ方針

　　　ヘッジ取引を行う場合の取引方針としまして 同左

　　　は、資金調達等で発生する通常の取引の範

　　　囲内で必要に応じ最小限のリスクで契約を行

　　　う方針であり、投機的な取引は行わない方針

　　　であります。

（4）ヘッジの有効性評価の方法 （4）ヘッジの有効性評価の方法

　　　ヘッジ開始時から有効性評価時点までの期 同左

　　　間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利

　　　変動の累計を比較し、両者の変動額等を基

　　　礎にして判断しております。

　　　なお、特例処理によっている金利スワップ及

　　　び金利キャップにつきましては有効性の評価

　　　を省略しております。

9 その他財務諸表作成のための重要な事項 　消費税等の会計処理 　消費税等の会計処理

　　　　税抜方式によっております。 同左

項目
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会計処理の変更  
 

前事業年度 当事業年度

　　　　　　　                  　(自　平成17年2月21日 　　　　　　　                  　(自　平成18年2月21日

　　　　　　　                     至　平成18年2月20日) 　　　　　　　                     至　平成19年2月20日)

(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（「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」（企業会計基準適用指針第

   6号 平成15年10月31日））が平成16年3月31日に終了する事業年度に

 係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当事業年度から同

　会計基準及び同適用指針を適用しております。

　これにより税引前当期純利益は、311,246千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

　き各資産の金額から直接控除しております。

（貸借対照表｢純資産の部｣の表示）

　 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、10,526,397千円であります。

   なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財務諸表は、

改正後の財務諸表等規則により作成しております。

（役員賞与に関する会計基準）

　　当事業年度から「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。これにより、従来の方法に比べ

て販売費及び一般管理費が34,600千円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。

（ストック・オプション等に関する会計基準等）

　　当事業年度から「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計

基準第8号　平成17年12月27日）及び「ストック・オプション等に関する会

計基準の適用指針」  （企業会計基準適用指針第11号　平成18年5月31

日）を適用しております。これにより、従来の方法に比べて販売費及び一

般管理費が16,080千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益がそれぞれ同額減少しております。  



 
 

14

追加情報 
 

前事業年度 当事業年度

　　　　　　　                  　(自　平成17年2月21日 　　　　　　　                  　(自　平成18年2月21日

　　　　　　　                     至　平成18年2月20日) 　　　　　　　                     至　平成19年2月20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）

　  ｢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、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）に基づき、当事

 業年度から法人事業税のうち付加価値割及び資本割39,234千円を販売

 費及び一般管理費として計上しております。  



 
 

15

注 記 事 項  
（貸借対照表関係） 
 

  　  前事業年度   　  当事業年度

　　　　　　　　　　　　　　　 　(　　平成18年2月20日　） 　　　　　　　　　　　　　　　 　(　　平成19年2月20日　）

※1　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであり ※1　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであり

　　　 ます。 　　　 ます。

 　　　　　   ①担保に供している資産  　　　　　   ①担保に供している資産

　　　　　　　　　　　　　建物　　　　　　　　　　　　  　1,766,895千円 　　　　　　　　　　　　　建物　　　　　　　　　　　　  　1,571,015千円

　　　　　　　　　　　　　土地　　　　　　　　　　　　  　6,876,800千円 　　　　　　　　　　　　　土地　　　　　　　　　　　　  　6,700,481千円

　　　　　　　　　　　　　投資不動産　　　　　 　　  　    75,262千円 　　　　　　　　　　　　　投資不動産　　　　　 　　  　    74,727千円

　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　  　8,718,958千円 　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　  　8,346,224千円

  　　　　　  ②上記に対応する債務   　　　　　  ②上記に対応する債務

                             1年内返済予定                              1年内返済予定

　　　　　　　　　　　　　長期借入金　　　　　　　　　1,106,862千円 　　　　　　　　　　　　　長期借入金　　　　　　　　　   991,252千円

　　　　　　　　　　　　　長期借入金　　　　　　　　　3,920,112千円 　　　　　　　　　　　　　長期借入金　　　　　　　　　2,900,880千円

　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　  　5,026,974千円 　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　  　3,892,132千円

※2　会社が発行する株式の総数　　　　　　　　普通株式　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,214,000株

　　　　　ただし、株式の消却が行われた場合はこれに相当する

　　　　　株式数を減ずる。

　　　　　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　 普通株式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,816,387株

※3　配当制限　　　　

　　　　　商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額は、218,491千円

　　　　　であります。

※4　自己株式　　　　

　　　　　当社が保有する自己株式の数は、普通株式73,369株であります。

※5　有形固定資産の取得価額が控除されている保険差益の圧縮記帳額 ※5　有形固定資産の取得価額が控除されている保険差益の圧縮記帳額

　　　 は、次のとおりであります。 　　　 は、次のとおりであります。

　　　　建物　　　　　　　　　　　      　 　　　　　　　　　 　6,491千円 　　　　建物　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　  　  　6,491千円

※6　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行

　　　 と当座貸越契約を締結しております。

    　 当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金末実行残高は次  

　　   のとおりであります。

           　　　　　　　　当座貸越極度額の総額　　4,500,000千円

           　　　　　　　　借入実行残高　　　　　　 　 1,000,000千円

            　　　　　　　 差引額                            3,500,000千円

 



 
 

16

（損益計算書関係） 
 

土地         　     6,428千円

計         　     6,428千円

建物               4,974千円 建物              10,517千円

構築物                   43千円 構築物                1,234千円

敷金・保証金               7,000千円 機械装置                  415千円

計             12,017千円 敷金・保証金              10,000千円

建設協力金                8,474千円

解体費用                3,603千円

　　　　　　　　　　　　　　　 計              34,244千円

建物                1,069千円

土地                3,239千円

解体費用                7,471千円

計              11,779千円

　　　　　　　 　　用途 　　　　種類 場所 　　　　　　　 　　用途 　　　　種類 場所

　　　　　　　　　営業店舗 建物、土地、　　　　 福岡県他8店舗　 　　　　　　　　　営業店舗 建物、土地、　　　　　大分県他5店舗　

その他 その他

　　　　　　　　　遊休資産 建物、土地　　　　　福岡県他1物件

            当社は、キャッシュ・フロ－を生み出す最小単位として店舗を基本単             当社は、キャッシュ・フロ－を生み出す最小単位として店舗を基本単

　　　　位としてグル－ピングしております。また、遊休資産については、物件 　　　　位としてグル－ピングしております。また、遊休資産については、物件

　　　　単位毎にグル－ピングしております。 　　　　単位毎にグル－ピングしております。

　　　　　 営業活動から生じる損益が継続してマイナスで、資産グル－プの帳 　　　　　 営業活動から生じる損益が継続してマイナスで、資産グル－プの帳

　　　　簿価額を全額回収できる可能性が低いと判断した店舗及び遊休資産 　　　　簿価額を全額回収できる可能性が低いと判断した店舗について、当該

　　　　について、当該資産グル－プの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、 　　　　資産グル－プの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

　　　　当該減少額を減損損失（311,246千円）として特別損失に計上しました。　　　  減損損失（213,407千円）として特別損失に計上しました。

　　　　　　　減損損失の金額 　　　　　　　減損損失の金額

　　　　　　　　　　　固定資産の種類　　　　　減損損失の金額（千円） 　　　　　　　　　　　固定資産の種類　　　　　減損損失の金額（千円）

　　　　　　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 138,286 　　　　　　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  40,252

　　　　　　　　　土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  60,950 　　　　　　　　　土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 108,641

　　　　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 49,308 　　　　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 28,181

                    未経過リ－ス料　　　　　　　　　　　　　 　　  62,700                     未経過リ－ス料　　　　　　　　　　　　　　　　  36,332

        　　当該資産グル－プの回収可能価額は正味売却価額により算定し         　　当該資産グル－プの回収可能価額は正味売却価額により算定し

　　　　ており、不動産鑑定士による不動産鑑定評価を基に評価しておりま 　　　　ており、不動産鑑定士による不動産鑑定評価を基に評価しておりま

　　　　す。なお、無形固定資産及びリ－ス資産については、正味売却価額 　　　　す。なお、無形固定資産及びリ－ス資産については、正味売却価額

　　　　を零として評価しております。 　　　　を零として評価しております。

※1　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

    前事業年度

　　　　　   　　               　　　(自　平成17年2月21日

　　　　 　　　                     　 至　平成18年2月20日)

    当事業年度

　　　　　   　　          　　     　(自　平成18年2月21日

　　　　 　　　                 　　   至　平成19年2月20日)

　　　　 を計上しました。

※2　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

※4　減損損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　311,246千円

　　　　 当事業年度において、当社は以下の資産グル－プについて減損損失

　　　　 を計上しました。

※3　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

※2　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

※4　減損損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 213,407千円

　　　　 当事業年度において、当社は以下の資産グル－プについて減損損失
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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 21 日 至 平成 19 年 2 月 20 日） 
   自己株式の種類及び総数に関する事項 

  

前事業年度末 当事業年度 当事業年度 当事業年度末

株式数（千株） 増加株式数（千株）減少株式数（千株） 株式数（千株）

自己株式

普通株式

合　計 73 64 － 137 -

摘要

73 64 － 137 -

 
（注）普通株式の自己株式数の増加 64 千株は、単元未満株式の買取りによる増加及び取締役会の決議 

による買付けによる増加 64 千株であります。  
 

 
 
 
 
 



 
 

18

（リース取引関係） 

1　リ-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・ 1　リ-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－ス取引 　　リ－ス取引

　①　リ－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 　①　リ－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 　　　 額相当額及び期末残高相当額

　機械装置 3,298 2,647 － 650 　機械装置 1,154 1,020 － 134

　船舶 26,212 15,727 － 10,484 　船舶 26,212 20,969 － 5,242

　車両運搬具 167,771 53,814 － 113,957 　車両運搬具 162,583 83,852 － 78,731

　器具備品 1,648,097 846,129 56,370 745,598 　器具備品 1,588,319 887,935 67,928 632,455

　合計 1,845,380 918,319 56,370 870,690 　合計 1,778,270 993,777 67,928 716,564

　②　未経過リ－ス料期末残高相当額及びリ－ス資産減損勘定期末残高 　②　未経過リ－ス料期末残高相当額及びリ－ス資産減損勘定期末残高

　　　 未経過リ－ス料期末残高相当額 　　　 未経過リ－ス料期末残高相当額

                1年以内 387,333 千円                1年以内 318,332 千円

1年超 669,956 千円 1年超 516,711 千円

合計 1,057,290 千円 合計 835,044 千円

　　　 リ－ス資産減損勘定期末残高 　　　 リ－ス資産減損勘定期末残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32,845 千円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,899 千円

　③　支払リ－ス料、リ－ス資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払 　③　支払リ－ス料、リ－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 　　　 利息相当額及び減損損失

支払リ－ス料 396,994 千円 支払リ－ス料 403,956 千円

リ－ス資産減損勘定の取崩額 29,854 千円 リ－ス資産減損勘定の取崩額 44,279 千円

減価償却費相当額 359,163 千円 減価償却費相当額 364,574 千円

支払利息相当額 45,074 千円 支払利息相当額 38,276 千円

減損損失 62,700 千円 減損損失 36,332 千円

　④　減価償却費相当額の算定方法 　④　減価償却費相当額の算定方法

　　　 リ－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。

　⑤　利息相当額の算定方法 　⑤　利息相当額の算定方法

　　　 リ－ス料総額とリ－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きましては、利息法によっております。

2　オペレ－ティング・リ－ス取引 2　オペレ－ティング・リ－ス取引

　　未経過リ－ス料 　　未経過リ－ス料

1年以内 165,827 千円 1年以内 192,609 千円

1年超 1,556,229 千円 1年超 1,962,035 千円

合計 1,722,057 千円 合計 2,154,645 千円

前事業年度

　　　　　　　　　　　　　　　　 　（自　平成17年2月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　   至　平成18年2月20日)

当事業年度

　　　　　　　　　　　　　　　　 　（自　平成18年2月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　   至　平成19年2月20日)

期末残高
相当額
（千円）

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

減損損失
累計額
相当額
（千円）

同左

同左

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

減損損失
累計額
相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

 
 
 
 
（有価証券関係） 
  前事業年度  (自  平成 17 年 2 月 21 日 至 平成 18 年 2 月 20 日)及び当事業年度 (自  平成 18 年 2 月 21 日 至 平成 19 年 2
月 20 日)における子会社株式及び関係会社株式で時価のあるものはありません。 
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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 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

　　（繰延税金資産） 　　（繰延税金資産）

　　　　　　賞与引当金繰入超過額                    55,192千円 　　　　　　賞与引当金繰入超過額                    56,603千円

　　　　　　未払事業所税                      5,341千円 　　　　　　未払事業所税                      5,454千円

　　　　　　未払事業税                    33,122千円 　　　　　　未払事業税                    32,424千円

　　　　　　その他                      4,588千円 　　　　　　その他                    25,359千円

　　　　　　　繰延税金資産（流動資産）                    98,245千円 　　　　　　　繰延税金資産（流動資産）                  119,842千円

              減価償却費超過額                  202,789千円               減価償却費超過額                  183,321千円

　　　　　　減損損失                  103,470千円 　　　　　　減損損失                  169,174千円

　　　　　　有価証券評価損                    41,570千円 　　　　　　有価証券評価損                    10,318千円

　　　　　　貸倒引当金繰入超過額                      7,916千円 　　　　　　貸倒引当金繰入超過額                      7,066千円

　　　　　 退職給付引当金繰入超過額                    50,021千円 　　　　　 退職給付引当金繰入超過額                    58,947千円

　　　　　　役員退職慰労引当金                  148,592千円 　　　　　　役員退職慰労引当金                  157,987千円

　　　　　　その他                      5,762千円 　　　　　　その他                    64,596千円

　　　　　　　繰延税金資産（固定資産）                  560,123千円 　　　　　　　繰延税金資産（固定資産）                  651,413千円

　　　　　　評価性引当額               △103,470千円 　　　　　　評価性引当額               △169,174千円

　　　　　　繰延税金資産合計                   554,898千円 　　　　　　繰延税金資産合計                   602,080千円

　　（繰延税金負債） 　　（繰延税金負債）

　　　　　　その他有価証券評価差額金              △148,351千円 　　　　　　その他有価証券評価差額金                △38,354千円

　　　　　　　繰延税金負債（固定負債）               △148,351千円 　　　　　　その他               　  △4,957千円

　　　　　　繰延税金負債合計               △148,351千円 　　　　　　　繰延税金負債（固定負債）                 △43,311千円

　　　　　繰延税金資産の純額                   406,547千円 　　　　　　繰延税金負債合計                 △43,311千円

　　　　　繰延税金資産の純額                   558,769千円

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差異の 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差異の

　　原因となった主な項目別の内訳 　　原因となった主な項目別の内訳

　　　　　　法定実効税率　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　40.44％ 　　　　　　法定実効税率　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　40.44％

　　　　　　　　（調整） 　　　　　　　　（調整）

　　　　　　交際費等永久に損金に算入されない項目　　　  　0.64％ 　　　　　　交際費等永久に損金に算入されない項目　　　  　0.46％

　　　　　　住民税等均等割　　 　　　　　　　　   　　　　　　　　　5.09％ 　　　　　　住民税等均等割　　 　　　　　　　　   　　　　　　　　　4.46％

　　　　　　IＴ特別減税　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　 △8.56％ 　　　　　　IＴ特別減税　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　 △0.45％

　　　　　　評価性引当額の増減　    　　　　　　　　　　　　 　　 8.93％ 　　　　　　評価性引当額の増減　    　　　　　　　　　　　　　　  4.68％

　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　△0.28％ 　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　 　0.08％

　　　　　　　 税効果会計適用後の法人税等の負担率  　　 46.26％ 　　　　　　　 税効果会計適用後の法人税等の負担率  　　 49.67％

前事業年度

                               　  （自　平成17年2月21日

                                    至　平成18年2月20日）

当事業年度

                          　　      （自　平成18年2月21日

                               　　  至　平成19年2月20日）
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(１株当たり情報） 
 

    前事業年度     当事業年度

　　　　　　　　　(自　平成17年2月21日 　　　　　　　　　(自　平成18年2月21日

　　　　　　　　　 至　平成18年2月20日) 　　　　　　　　　 至　平成19年2月20日)

1株当たり純資産額 945円18銭 984円21銭

1株当たり当期純利益金額 54円62銭 65円74銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

　潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ 　潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ

いては、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株 いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在

引受権に係るプレミアムが生じていないため記載 しないため記載しておりません。

しておりません。

（注） 1    1株当たり純資産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     当事業年度

　　　　　　　　　(自　平成17年2月21日 　　　　　　　　　(自　平成18年2月21日

　　　　　　　　　 至　平成18年2月20日) 　　　　　　　　　 至　平成19年2月20日)

純資産の部の合計額（千円） － 10,541,529

　 純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － 16,080

　　　（うち新株予約権） （－) (16,080)

　 普通株式に係る期末の純資産額（千円） － 10,525,449

　 期末の普通株式の数（千円） － 10,832

　 普通株式の自己株式数(千株) － 137

　 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通

   株式の数（千株）

       2    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。

    前事業年度     当事業年度

　　　　　　　　　(自　平成17年2月21日 　　　　　　　　　(自　平成18年2月21日

　　　　　　　　　 至　平成18年2月20日) 　　　　　　　　　 至　平成19年2月20日)

当期純利益（千円） 622,441 707,016

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

  利益処分による役員賞与金（千円） 35,600 －

普通株式に係る当期純利益（千円） 586,841 707,016

期中平均株式数（普通株式）（千株） 10,743 10,754

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株 旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権 会社法第238条及び第239条の規定に基づく新株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜 予約権

在株式の概要 43,920株 3,350個

項　　目

－ －

項　　目

項　　目

－ 10,694
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（重要な後発事象） 

によるもの

　決議年月日

　付与対象者の区分及 当社取締役、

　び人数（名） 従業員(注1)

　新株予約権の目的と

　なる株式の種類

　株式の数（株）

　新株予約権の行使時 ①本新株予約権の行使に際して出資され

　の払込金額    る財産（金銭に限る。）の価額（以下「出

　資価額｣という。）は、当該時点における

　目的株式数1株当たりの出資価額（以下

　「行使価額」という。）に目的株式数を乗

　じた金額とし、当初行使価額は、新株予

　約権の割当日の属する月の前月の各

　日におけるジャスダック証券取引所にお

　ける当社の普通株式の毎日の普通取引

　の終値（気配表示含む。）の平均値（終

　値のない日を除く。）に1.05を乗じた金額

　(1円未満の端数を切り上げる。）（当該

　平均値が新株予約権の割当日の前日

　のジャスダック証券取引所における当社

　普通株式の普通取引の終値（取引が成

　立しない場合はその前日の終値）を下回

　る場合は、当該終値）とする。

  ただし、いかなる場合においても、出資価

　額は当初出資価額を上回らない。

②　（注2）

　新株予約権の行使

　期間

　新株予約権の行使 ①本新株予約権者が、当社又は当社子

　の条件 　 会社の取締役、監査役又は従業員の

　地位を喪失した場合、その後、本新株予

　約権を行使することができない。

　ただし、任期満了に伴う退任、定年退職

　又は会社都合により地位を失った場合

②本新株予約権者の相続人は、本新株

　 予約権を行使することができない。

   新株予約権の譲渡に 　本新株予約権の取得については、取締

　 関する事項 　役会の承認を要する。

(注)　１．付与対象者は、後日開催される当社取締役会決議をもって決定いたします。

        ２．当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果

　　　　　 生じる1円未満の端数を切り上げる。

350,000株を上限

平成20年5月19日～

平成24年5月18日

　は、この限りではない。

ことを決議しております。

普通株式

平成18年5月18日

　　平成18年5月18日定時株主総会決議

会社法第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方法

　　　　 　　　　　　　　　　　　    至　平成19年2月20日)　　　　 　　　　　　　　　　　　    至　平成18年2月20日)

　 当社は、平成18年5月18日の定時株主総会において、会社法第238条及

び第239条の規定に基づき、新株予約権（ストック・オプション）を発行する

 　   当事業年度 　   前事業年度

　　　　　   　　　　　　　 　　  　(自　平成18年2月21日　　　　　   　　　　　　　　　   　(自　平成17年2月21日

 

            

1

無償割当、分割又は併合の比率
×調整前行使価額＝調整後行使価額
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（１株当たり指標遡及修正値）  

   決算短信に記載されている 1 株当たり指標を平成 15 年 2 月期の数値を 100 として、これまでに実施した株式分割   
等に伴う希薄化を修正・調整した数値に表示しますと以下のとおりとなります。 

 14 年２月期 15 年２月期 16 年２月期 17 年２月期 18 年２月期 19 年２月期 

１株当たり当期純利益 84.03 円 82.71 円 81.34 円 47.30 円 54.62 円 65.74 円 

１株当たり純資産額 708.97 円 773.63 円 849.85 円 889.31 円 945.18 円 984.21 円 

１ 株 当 た り 配 当 額 11.54 円 10.00 円 10.00 円 10.00 円 13.00 円 13.00 円 

（ 中 間 ） （－） （－） （－） （－） （－） （－） 

（ 期 末 ） （11.54 円） （10.00 円） （10.00 円） （10.00 円） （13.00 円） （13.00 円） 
（注）1.平成 13 年 2 月期に株式分割を実施   効力発生日 平成 12 年 4 月 10 日に 1：1.2 の株式分割  
   2.平成 14 年 2 月期に株式分割を実施   効力発生日 平成 13 年 4 月 10 日に 1：1.2 の株式分割  
   3.平成 15 年 2 月期に株式分割を実施   効力発生日 平成 14 年 4 月 10 日に 1：1.3 の株式分割  
 
 
 
 
 
 

（品目別売上高） 

                                                                    （単位：千円） 

増減

（△印は減少）

金額 構成比 金額 構成比 金額

% %

菓 子 ・ ジ ュ － ス ・ 即 席 食 品 等 19,945,388 25.8 20,510,823 25.4 565,434

化粧品・ヘアケア用品・サニタリ－用品等 13,771,480 17.8 14,118,124 17.5 346,643

酒 類 12,552,225 16.2 14,073,693 17.4 1,521,467

季 節 家 電 ・ 小 物 家 電 等 5,614,990 7.3 5,522,840 6.8 △ 92,150

日 配 ・ 冷 凍 食 品 4,208,488 5.5 5,096,985 6.3 888,496

下 着 ・ カ ジ ュ ア ル 衣 料 品 等 3,955,925 5.1 3,975,719 4.9 19,793

消 耗 家 庭 雑 貨 等 3,126,204 4.1 3,207,178 4.0 80,973

ペ ッ ト フ － ド ・ ペ ッ ト 用 品 等 2,997,131 3.9 3,019,821 3.7 22,690

そ の 他 10,761,604 13.9 11,052,052 13.6 290,448

商 品 計 76,933,441 99.6 80,577,240 99.6 3,643,798

そ の 他 営 業 収 入 315,415 0.4 316,941 0.4 1,525

合 計 77,248,856 100.0 80,894,181 100.0 3,645,324

項　　目

    当事業年度

   　　(自　平成18年2月21日

　　    至　平成19年2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)

 
（注）1.その他営業収入は、店頭及び店内で展開するテナント料並びに自販機等のリベ－ト収入であります。 

   2.上記の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

（役員の異動） 

 

役員の異動は次のとおりであります。 

氏　　　　　名 異動後役職名 異動前役職名 異動日

佐 藤 義 孝
取締役北九州ブロック長兼
中 九 州 ・ 南 ブ ロ ッ ク 長

取 締 役 商 品 本 部 長 兼
第 二 商 品 部 部 長

平成19年3月1日

堤 和 正
取 締 役 中 国 ブ ロ ッ ク 長 兼
四 国 ブ ロ ッ ク 長

取 締 役 店 舗 運 営 本 部 長 兼
中 国 ・ 四 国 ブ ロ ッ ク 長

平成19年3月1日

 


