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平成 19 年 2 月期      決算短信（連結）  

  
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－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    ＴＥＬ（０９５２）３２－６５１１ 
問合せ責任者 役職名 取締役経営企画室長   氏名  山口 克己 
決算取締役会開催日 平成 19 年 4 月 3 日  
米国会計基準採用の有無  無  
１．平成 19 年 2 月期の連結業績（ 平成 18 年 2 月 21 日～  平成 19 年 2 月 20 日） 
（１）連結経営成績                                  (百万円未満切捨て) 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円  ％  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
19 年 2 月期 80,894 （4.7） 1,225 (△5.3） 1,338 (△6.1） 710 （26.0） 
18 年 2 月期 77,248 （－） 1,294   (－） 1,425  (－） 564  （－） 
 

 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 

  円  銭  
 66  08  

49  19 

   円  銭  
   －  －   
   －  －  

    ％ 
   6.9  
    5.7  

    ％ 
    4.9  

5.0 

     ％  
     1.7  

 1.8 
（注）1.持分法投資損益 19 年 2 月期 －百万円 18 年 2 月期 －百万円  

2.期中平均株式数(連結) 
 (普通株式) 19 年 2 月期 10,754,778 株 18 年 2 月期 10,743,416 株  

3.当期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載して

おりません。 
4.前期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、期中平均株価が新株引受権の行使価格より低く、１株当たり

当期純利益が希薄化しないため記載しておりません。 
5.会計処理の方法の変更  無  
6.売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパ－セント表示は、対前年同期比 

（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 
 
19 年 2 月期 
18 年 2 月期 

      百万円 
   28,374 
   26,518 

      百万円 
   10,486 
   10,131 

       ％ 
     36.9 
     38.2 

    円   銭 
  979   09 
  939   75 

（注）期末発行済株式数(連結) 19 年 2 月期 10,832,187 株 18 年 2 月期 10,816,387 株  
（３）連結キャッシュ・フロ－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 

 
19 年 2 月期 
18 年 2 月期 

        百万円 
   909  

 △4,231 

 百万円 
   △1,560       
   △1,739    

      百万円 
     981 

    94 

      百万円 
2,139 

    1,809 
（４）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  
   連結子会社  1 社   持分法適用非連結子会社数 －社  持分法適用関連会社 －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 20 年 2 月期の連結業績予想( 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 

 
中 間 期 
通   期 

      百万円 
42,900 
86,200 

       百万円 
910 

1,670 

        百万円 
        440 

     860 
 (参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期)  79 円 96 銭  
 ※ 上記の予想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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１．企業集団の状況 

当社グル－プ(当社及び当社の関係会社)は、当社及び子会社 1 社(ダイレックスコ－ポレ－ション株式会社)で構成されて 
おり、主に食料品(日配品、冷凍食品を含む)、化粧品、酒類、家庭用電気用品等の生活必需品を取りそろえるディスカウン

ト事業を営んでおります。 
   
  (１)当社と子会社の位置付け 
    ダイレックスコ－ポレ－ション株式会社は、医薬品・医薬部外品取扱いに関するノウハウ蓄積のために設立した当社が 

100％出資する連結子会社であり、薬事法上の一般販売業および薬種商販売業に基づく医薬品販売業務を当社より受託し

ております。これは当社がダイレックスコ－ポ－ション株式会社に医薬品の販売を委託しているものであり、当該委託店

舗における医薬品売上高は、当社の売上として計上しております。 
 
 
  (２)事業系統図 
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２．会社の経営方針 
（１）経営の基本方針 

      当社は、会社設立時よりその基本理念として「お客様が求めるよりよい品質のものを、いつでもより安く提供する」

ことを掲げ、常に生活者の視点に立った店舗作りを行ってまいりました。この基本理念を踏まえ以下の事業展開方針

を掲げております。 
    1.郊外のロードサイドに賃借を基本として 1,000 坪程度の敷地を確保し、従来 150 坪を基準としてきた売り場面積を平

成 17 年度以降の戦略として 270 坪程度に拡張していく方針に変更していく。駐車場は 70 台程度を基準とした直営方

式の商業施設で、年休２日、朝 10 時から夜 10 時まで営業する利便性の高い店舗を多店舗展開すること。      
    2.日常の暮らしに必要十分といわれるアイテム数約 14,300 品目を、品質に信頼のおけるナショナルブランド商品を中心

に取り揃える。そのほか日常の食生活に最低限必要な日配品、冷凍食品（肉及び肉加工品、凍菜、魚、市販冷食）、青

果（テナント方式）約 700 品目及び地域住民の健康を支える医薬品・医薬部外品約 1,000 品目を配置して、顧客ニー

ズを総合的にサポートする商品戦略を採る。 
    3.徹底したローコストオペレーションの実践により価格優位性を追及すること。 
     以上のような事業展開方針により 

1.地域で最も強い流通企業となり、健全で安定した収益構造を構築すること 
2.企業価値を高め、株主への還元を重視すること 
3.従業員との信頼関係を良好に保ち、社訓としている「夢を持ち、豊かに生きよう」を実践すること 

以上のことを、実現すべき経営目標としております。 
 

  （２）利益配分に関する基本方針 
      当社は、株主の皆様に対する安定した利益還元を経営の重要課題のひとつと考え、業績に対応した配当を行うこと

を基本としつつ、配当性向を高め、また企業体質の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実等を勘案し

て決定する方針であります。 
       
  （３）投資単位の考え方と方針 
      当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を資本政策上の重要な課題として認識しております。 
     平成 12 年 2 月及び平成 13 年 2 月において、それぞれ 1：1.2 の割合で、更に平成 14 年 2 月においては 1：1.3 の割

合で株式分割（無償）の決議を行いました。また、平成１4 年 5 月 16 日開催の取締役会決議において、「１単元の株

式数の変更」を行い、平成 14 年 7 月 1 日付にて１単元の株式数を 1,000 株から 100 株に変更いたしました。以上の

ように、当社は、投資単位の引下げに関して積極的に取組んでおります。 
 
  （４）中長期的な経営戦略  
      当社は、当連結会計年度において九州地区に 84 店舗、中国地区に 9 店舗、四国地区に 14 店舗、合計 107 店舗を有

しております。今後も積極的な出店政策を採っていくことを基本方針としております。当面の目標として、九州はも

とより中国地区及び四国地区への進出を拡大して、西日本地区一帯のドミナント化を実現する計画であります。その

後、更に北上を続け全国規模の“地域に密着した利便性の高い店舗”展開を推し進めていく所存であります。  
  

   
  （５）会社の対処すべき課題 
      当社は本年度で創業２０周年目を迎えました。創業以来、最小にして最強のディスカウンターを目標に“良いもの

を安く”を経営理念として掲げ、九州・中・四国の小商圏の中で計画的に出店を続けドミナントを形成しながら、着

実な業績を確保して参りました。しかし、現状では当社を取り巻く市場環境は大きく変化しており、消費構造も又、

変化してきております。このような環境の中で当社としましては、時代の変化に柔軟に対応していくための聖域なき

改革を実施していく所存であり、平成１９年度を初年度とする以下に掲げる【中期経営計画】をスタートさせました。  
    【中期経営計画（2007.3～2010.2）】  

〔１〕 既成のディスカウント業態にとらわれることなく、お客様の満足と必要を満たすことのできる変化に強い業

態を構築する。  
〔２〕 “良いものを安く”を基本理念として、過去の経営戦略を一から見直す聖域なき改革を実行する。 
〔３〕 2010 年２月期売上高 1,000 億円、粗利益 150 億円（15％）、販管費 120 億円（12％）、経常利益 30 億円（3％）

を実現する。 
以上を基本戦略として、 
① 仕入条件の見直し 

どこよりも安い価格を実現するため、最も安く仕入れる仕組づくり 
② プライベート・ブランドの開発  

従来、NB 商品を主体とする戦略をとってきたが、多様化する顧客ニーズに応えるため、PB 商品も開発 
③ 物流の見直し 

ベンダー物流にとらわれず、自社物流も視野に入れて最も効率の良い物流体制を再構築する 
④ 高スペックでフル機能する組織の構築 

営業前線（店舗）からの経営情報を迅速に把握するための組織を構築 
⑤ パート社員の戦力化 

地域の消費者と密接に関わるパート社員を社員並びに管理職へ登用し、より緻密なマネジメント力を導入する  
⑥ 「暖簾分け制度」の構築 

社員の高齢化に備えると同時に、有能な社員の発掘を目的として「暖簾分け制度」を構築し、人材のボトムア

ップを図る 
以上のことに積極的に取り組み、業績拡大を図りながら企業価値を更に高めて参ります。 
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     又、役員報酬につきましては、次年度（平成 20 年 2 月期）以降から業績連動型役員賞与制度を導入することとい

たしました。毎期の経営計画に沿って事前に役員賞与を策定して公表し、透明性を高めることによって役員の経営責

任を明確にするとともに、株主価値との連動性を高めて企業競争力を強化していくことを目的としております。 
 

平成 20 年 2 月期の取締役賞与 

当社グループの利益連動給与の支給総額(千円未満の端数は切捨て)は次のとおりとします。  

① 連結経常利益が 13 億円未満の場合……・・・・・・・・・・・支給しない 

② 連結経常利益が 13 億円以上 15 億円未満の場合……連結経常利益の 2.3％ 

③ 連結経常利益が 15 億円以上 16 億円未満の場合……連結経常利益の 2.4％ 

④ 連結経常利益が 16 億円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・連結経常利益の 2.5％ 

      但し、取締役賞与の総額は 4,010 万円を上限とします。 
 

 
 

（６）内部管理体制の整備・運用状況 
    当社の内部管理体制の整備・運用状況の詳細につきましては、ジャスダック証券取引所へ平成 18 年 6 月 1 日に｢コ

－ポレ－ト・ガバナンスに関する報告書｣を提出しておりますのでご参照願います。 
 
 
（７）親会社等に関する事項 

      該当事項はありません。 
 
 

（８）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.当連結会計年度の概況(平成 18 年 2 月 21 日～平成 19 年 2 月 20 日) 
 

 (1) 経営成績 
    当連結会計年度における我が国経済の状況は、企業業績の改善に伴う設備投資の増加や輸出にささえられて堅調に推移 

いたしました。しかしながら、個人消費は伸び悩み消費者にとっては実感に乏しい景況感であることや、日銀の量的金融 
緩和政策解除による金利上昇、原油価格高騰の長期化等懸念材料もあることから、景気の先行きには不安定要素が残る状 
況となっております。 

小売業界におきましては、年間を通しての天候不順の影響を受けると同時に、企業間競争の激化は依然として終息する  
気配がなく、厳しい経営環境が続いております。 

    このような状況のなか、当社は新規出店 9 店舗を実施して当連結会計年度末現在九州地区 84 店舗、中国地区 9 店舗、 
四国地区 14 店舗、合計 107 店舗としました。一方、佐賀店(既存店)をリニュ－アル目的で建替え、又、日田店(既存店) 
を収益が見込める地域へリニュ－アル移転いたしました。また、既存店強化策として、｢日配品｣｢冷凍食品｣の導入を 3 店

舗実施して 107 店舗中 65 店舗とし、｢医薬品・医薬部外品｣の導入を新店を含む 7 店舗に実施して 107 店舗中 29 店舗と

しました。 
 
     当連結会計年度において当社グル－プが採ってきた施策は、以下のとおりであります。 
 
    当連結会計年度の新規出店（「日配品」「冷凍食品」「青果（テナント方式）」を含む。）につきましては、以下の 9 店舗

をオ－プンいたしました。 
         3 月  ダイレックス川内店  (鹿児島県薩摩川内市) 
         5 月  ダイレックス国分店  (鹿児島県霧島市) 
         5 月  ダイレックス鹿屋店  (鹿児島県鹿屋市) 
         6 月  ダイレックス宇部店  (山口県宇部市)  
         7 月  ダイレックス都原店  (宮崎県都城市) 
         9 月  ダイレックス三条店  (香川県丸亀市) 
         10 月    ダイレックス海士江店 (熊本県八代市) 
         11 月    ダイレックス東長崎店 (長崎県長崎市) 
         11 月    ダイレックス鏡店   (佐賀県唐津市) 
   
    既存店営業力強化策として、リニュ－アル（「日配品」「冷凍食品」を含む。）及び｢日配品｣「冷凍食品」コ－ナ－を導入

いたしました。  
         4 月  ダイレックス佐賀店  (佐賀県佐賀市)   リニュ－アル（「日配品」「冷凍食品」含む。）  
         7 月  ダイレックス早岐店  (長崎県佐世保市)  ｢日配品｣｢冷凍食品｣ 
         8 月  ダイレックス三重店  (長崎県長崎市)   ｢日配品｣｢冷凍食品｣ 
 
    更に既存店営業力強化策として、｢医薬品・医薬部外品｣コ－ナ－を導入いたしました。 
         3 月  ダイレックス三重店  (長崎県長崎市) 
         3 月  ダイレックス鳥栖店  (佐賀県鳥栖市) 
          3 月  ダイレックス合川店  (福岡県久留米市) 
          8 月  ダイレックス佐々店  (長崎県北松浦郡佐々町) 
                 10 月    ダイレックス海士江店 (熊本県八代市) 
         11 月    ダイレックス東長崎店 (長崎県長崎市) 
         11 月    ダイレックス鏡店   (佐賀県唐津市) 
 

以上のような施策により、既存店（92 店舗）の売上高の推移は、上半期（３月－８月）においては前年同期比△0.0%と  
しておりましたが、下半期（９月－２月）中の 12 月から 2 月までの期間は暖冬による天候不順の影響から前年同期比△1.8% 
としました。結果、当連結会計年度の既存店（92 店舗）の売上高は、73,107,583 千円（前年同期比△0.9%）としました。 

売上総利益面におきましては、酒税法の規制緩和により市場が更に拡大して競合他社との差別化が厳しい状況ではあり 
ますが、積極的な売価政策（酒類粗利益率：前年同期比△0.6%）を展開しながらも、酒類を含む全アイテムの売上総利益 
率を 14.3%（前年同期比+0.1％）としました。  

販売費及び一般管理費は、計上額 10,343,330 千円（前年同期比 635,384 千円増、売上百分比 12.8%）として前年同期 
比+0.2%となりました。増加要因としましては、新規出店（前期以降 15 店舗）に係る経費計上額 1,052,187 千円（前年同 
期比 669,989 千円増）、システム経費計上額 271,141 千円（前年同期比 125,051 千円増）の計上によるものであります。 

一方では、コスト削減も徐々に進捗しており、既存店（92 店舗）におきましては人件費をはじめとして 64,218 千円削減、  
ドラッグの拡販を目的として平成 17 年 2 月に発足いたしました子会社の黒字化によるコストの吸収額 61,438 千円、収益 
が見込めない店舗をスクラップ（前年度）したことによる負担軽減など、これらの合計額約 160,000 千円を削減いたしま

した。 
特別利益は、財務体質の健全化及び資金の有効利用を目的に投資有価証券の売却を実施し、投資有価証券売却益 317,689 

千円を計上いたしました。 
特別損失は、減損損失 213,407 千円を特別損失に計上しております。 
この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 80,894,181 千円(前年同期比+4.7％)、経常利益 1,338,181 千円(前年同期比

△6.1％)、当期純利益 710,681 千円(前年同期比+26.0％)となりました。 
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（２）財政状態  
  Ａ .財政状態の分析 
   流動資産の合計は、10,652,624 千円となり、前連結会計年度末と比較して 1,218,233 千円増加いたしました。この主な要

因は、「現金及び預金」が 329,298 千円増加し、「たな卸資産」が 844,596 千円新規に 9 店舗（前連結会計年度末翌日から 1
年間）の出店等をしたことにより増加したものであります。 

   固定資産の合計は、17,721,443 千円となり、前連結会計年度末と比較して 637,424 千円増加いたしました。この主な要因

は、「建物及び構築物」504,450 千円、「土地」132,100 千円がそれぞれ主に新規出店 9 店舗による設備が増加したことによ

るものであります。また、投資その他の資産のうち「投資有価証券」298,591 千円が減少したのは、財務体質の健全化及び

資金の有効利用を目的に投資有価証券を売却したためであります。 
   流動負債の合計は、10,208,484 千円となり、前連結会計年度末と比較して 679,749 千円増加いたしました。この主な要因

は、短期借入金のうち長期資金の 1 年内の約定返済額が前年同期に比べ 329,742 千円増加及び未払法人税等が 129,751 千円

増加等したためであります。 
   固定負債の合計は、7,678,796 千円となり、前連結会計年度末と比較して、820,419 千円増加いたしました。この主な要

因は、新規出店のために長期資金を調達したことによる「長期借入金」が 754,586 千円増加したためであります。 
 
 
  B.キャッシュ・フロ－の分析                     
    当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下｢資金｣という。)は、330,268 千円増加し、当連結会計年度末残高は

2,139,322 千円（前年同期比 18.2％増）となりました。 
 
(営業活動によるキャッシュ・フロ－) 
   当連結会計年度における営業活動による資金は、909,025 千円（前年同期△4,231,369 千円）の増加となりました。これ

は、事業活動による税金等調整前当期純利益が 1,409,790 千円となったほか、主に｢たな卸資産｣の増加による 844,596 千

円の資金の減少に対して、｢仕入債務｣91,158 千円の増加となったこと、「減価償却費」748,155 千円を計上したこと等に

よるものであります。 
 
(投資活動によるキャッシュ・フロ－)    

    当連結会計年度における投資活動による資金は、新規出店及び既存店改装並びに土地購入にかかる｢有形固定資産の取得

による支出｣1,727,530 千円を支出したこと等により 1,560,448 千円（前年同期比 10.3％減）の減少となりました。 
  
(財務活動によるキャッシュ・フロ－) 

 当連結会計年度における財務活動による資金は、981,690 千円の増加となりました。これは、有形固定資産の取得等に

伴い｢長期借入金｣が 1,084,328 千円純増したこと及び｢配当金の支払額｣が 137,833 千円あったこと等によるものでありま

す。 
 
（３）次期の業績見通し 
    次期における我が国経済の見通しとしましては、企業業績の改善に伴う設備投資の拡大、個人消費の改善等から景気は

上昇基調が続くものと思われますが、一方では、日銀の量的金融緩和政策の解除による金利上昇、原油価格高騰の長期化

等景気動向は必ずしも上昇基調とは言いがたく、依然として流通業界を取り巻く環境は厳しい状況で推移していくものと

思われます。 
このような環境のもと、新規出店 10 店舗を予定し、既存店強化策である「日配品」「冷凍食品」「青果(テナント方式)」

の全店導入を継続して推し進めていくことはもとより、「医薬品・医薬部外品」の導入にも傾注していく予定であります。  
  

    次期の連結業績の見通しとしましては、売上高 86,200 百万円、経常利益 1,670 百万円、当期純利益 860 百万円を見込

んでおります。  
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（４）事業等のリスク 

    当社グル－プの経営成績、株価及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあります。 
  なお、文中における将来に関する事項は、本決算短信発表日現在において判断したものであります。 
 

  Ａ．新規出店について  
    当社は、今後も引続き積極的な新規出店をおこなっていきますが、経済情勢の変化等により適切な店舗用地の確保に時 

間を要する場合や、競合他社の出店による競争激化等によって、適切な人材の確保を含め、当社の新規出店に影響を及ぼ

す可能性があります。一方、商圏のさまざまな変化等により不採算な店舗は撤退を余儀なくされ退店に伴う費用及び損失

が業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

  B．競合店について 
    当社の出店エリアにおいて、国内大手ＧMＳ、ホ－ムセンタ－、ドラッグストア等業種業態入り乱れて競合しておりま

す。「お客様が求めるよりよい品質のものを、いつでもより安く提供する」ことを推し進め、差別化を図っておりますが、

こうした競争の激化は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
  Ｃ．敷金・保証金について  
    当社の出店は、賃借による方法を基本としております。このため、店舗用建物契約時に賃借人に対し敷金・保証金を差

入れております。敷金・保証金残高は、平成 19 年 2 月 20 日現在 908,878 千円であります。 
    当該敷金・保証金のうち期間満了等による契約解消時に契約に従い返還される部分については、賃借人の経済破綻等に

よりその一部または全額が回収できない可能性があります。また、契約に定められた期間満了前に中途解約した場合は、

契約内容に従って違約金の支払いが必要となる可能性があります。 
 
  Ｄ．自然災害、経済状況について 
    当社の各店舗が大規模な台風、地震等自然災害に見舞われた場合、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。  
 
  Ｅ．在庫評価について 
    当社は、日常生活必需品を中心に幅広い商品群を取り揃えております。ライフスタイルの短い季節商品等では、陳腐化

により粗利益率の低下を招き当社の業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
   
  Ｆ．労務について 
    当社の店舗では多くのパ－トタイマ－従業員が業務に従事しておりますが、今後、社会保険、労働条件などの諸制度に

変更がある場合は、会社業績に影響を与える可能性があります。 
 
  Ｇ．ストック・オプションについて 
    当社は、取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を喚起することにより、当社の企業価値向上に資することを

目的でストック・オプション制度を採用しており、その権利行使によって当社株式価値の希薄化が生じる可能性がありま

す。また、今後も同様の目的でストック・オプションを付与し、さらなる株式価値の希薄化を招く可能性があります。 
 
  Ｈ．資金調達及び金利変動について 

当社の有利子負債は当連結会計年度末（平成 19 年 2 月 20 日）現在で 10,176,052 千円であり、当連結会計年度の支払

利息は 142,255 千円となっております。現在のところ取引金融機関との関係は良好で資金調達に支障はありませんが、将

来にわたって資金調達が十分可能という保証はありません。又、今後金利水準が変動した場合は、当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。 
 
  Ｉ．取引先について 
    当社は、仕入先をはじめ数多くの取引先との関係によって事業を営んでおります。したがってこれらの取引先等との関

係に著しい変化が生じた場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
  Ｊ．グル－プ経営について                                         

 当社は、平成 18 年 2 月期中間期より連結財務諸表を作成し、連結グル－プ経営を開始しております。当該子会社の業 
績悪化等により、子会社株式の減損、支援費用の発生等、当社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす懸念があります。 
 

  Ｋ．医薬品販売の規制緩和について 
    当社は、｢薬事法｣で定義する医薬品等を販売するにあたり、各都道府県の許可、登録、指定、免許または届出を必要と

しております。今後医薬品の規制が緩和された場合、他業種等の参入が容易となり、商品調達の体型や価格の変動が当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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 ４．連結財務諸表等 
 (1) 連結財務諸表  
  ①連結貸借対照表 
 

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 2,083,117 2,412,416

　２　売掛金 12,339 30,844

　３　たな卸資産 6,908,777 7,753,374

　４　繰延税金資産 98,245 119,842

　５　その他 331,910 336,147

       流動資産合計 9,434,390 35.6 10,652,624 37.5

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　 （1）　建物及び構築物 ※1・2 7,619,245 8,487,009

　　　　 減価償却累計額 △ 2,367,535 5,251,710 △ 2,730,848 5,756,160

　 （2）　機械装置及び運搬具 319,798 418,780

　　　　 減価償却累計額 △ 177,008 142,790 △ 226,735 192,044

　 （3）　土地 ※1 7,198,183 7,330,284

　 （4）　建設仮勘定 136,385 255,112

　 （5）　その他 587,124 826,536

　　　　 減価償却累計額 △ 186,468 400,656 △ 395,811 430,725

　　　有形固定資産合計 13,129,725 49.5 13,964,327 49.2

　２　無形固定資産 606,780 2.3 561,411 2.0

　３　投資その他の資産

　 （1）　投資有価証券 621,190 322,598

　 （2）　長期貸付金 83,500 92,800

　 （3）　繰延税金資産 308,301 438,927

　 （4）　その他 ※1 2,354,094 2,358,853

　 （5）　貸倒引当金 △ 19,575 △ 17,475

　　　投資その他の資産合計 3,347,512 12.6 3,195,704 11.3

　　　固定資産合計 17,084,019 64.4 17,721,443 62.5

　　　資産合計 26,518,409 100.0 28,374,068 100.0

前連結会計年度

（平成19年2月20日）

金額
（千円）

金額
（千円）

（平成18年2月20日）

当連結会計年度
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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　支払手形及び買掛金 5,300,182 5,391,340

　２　短期借入金 ※1・5 2,818,062 3,247,804

　３　未払法人税等 316,549 446,300

　４　賞与引当金 136,479 139,967

　５　役員賞与引当金 － 34,600

　６　その他 957,461 948,472

　　　流動負債合計 9,528,734 35.9 10,208,484 36.0

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 ※1 6,173,662 6,928,248

　２　退職給付引当金 138,728 154,550

　３　役員退職慰労引当金 367,439 390,671

　４　その他 178,547 205,325

　　　固定負債合計 6,858,377 25.9 7,678,796 27.0

　　　負債合計 16,387,112 61.8 17,887,280 63.0

　　　　　（少数株主持分）

　　少数株主持分 － － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※3 1,960,478 7.4 － －

Ⅱ　資本剰余金 1,969,092 7.4 － －

Ⅲ　利益剰余金 6,078,481 22.9 － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 218,491 0.8 － －

Ⅴ　自己株式 ※4 △ 95,246   △0.3 － －

　　 資本合計 10,131,297 38.2 － －

   　負債、少数株主持分及び資本合計 26,518,409 100.0 － －

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 － 1,966,467

　２　資本剰余金 － 1,975,065

　３　利益剰余金 － 6,613,903

　４　自己株式 － △ 140,267

　　　株主資本合計 － － 10,415,168 36.7

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 － － 10,486,788 37.0

　　 負債、少数株主持分及び純資産合計 － － 28,374,068 100.0

金額
（千円）

金額
（千円）

（平成19年2月20日）

前連結会計年度

（平成18年2月20日）

当連結会計年度
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②連結損益計算書 
 

区　　分
注記
番号

百分比
（％）

百分比
（％）

Ⅰ　売上高 77,248,856 100.0 80,894,181 100.0

Ⅱ　売上原価 66,246,167 85.8 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 9,707,946 12.6 10,343,330 12.8

　　　営業利益 1,294,743 1.6 1,225,531 1.5

Ⅳ　営業外収益

　１  受取利息 5,944 9,103

　２  受取配当金 9,920 14,303

　３  受取手数料 79,776 83,071

　４  受取家賃 72,900 83,432

  ５  保険満期収入 52,841 31,231

　６  その他の営業外収益 63,623 285,005 0.4 36,931 258,074 0.3

Ⅴ　営業外費用

　１  支払利息 147,433 142,255

　２  その他の営業外費用 6,823 154,256 0.2 3,169 145,424 0.1

　　　経常利益 1,425,492 1.8 1,338,181 1.7

Ⅵ　特別利益

　１  保険差益 16,909 －

　２  固定資産売却益 ※2 － 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 ※3 12,017 34,244

　２  固定資産売却損 ※4 － 11,779

　３  減損損失 ※5 311,246 213,407

　４  災害損失 12,144 －

　５  施設利用権評価損 200 －

　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

　　　税金等調整前当期純利益 1,100,302 1.4 1,409,790 1.8

　　　法人税、住民税及び事業税 611,129 740,689

　　　法人税等調整額 △ 74,861 536,268 0.7 △ 41,580 699,108 0.9

　　　当期純利益 564,034 0.7 710,681 0.9

当連結会計年度

金額
（千円）

金額
（千円）

          （ 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）

           （ 自　平成18年2月21日

前連結会計年度
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③連結剰余金計算書 

区　　分
注記
番号

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,969,092

Ⅱ　資本剰余金期末残高 1,969,092

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 5,656,484

Ⅱ　利益剰余金増加高

　　1　当期純利益 564,034 564,034

Ⅲ　利益剰余金減少高

　　1　配当金 107,438

　　2　役員賞与 34,600 142,038

Ⅳ　利益剰余金期末残高 6,078,481

　　  至　平成18年2月20日）

前連結会計年度

（ 　自　平成17年2月21日

金額
（千円）

 
 

④連結株主資本等変動計算書 
当連結会計年度（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 6,078,481 △ 95,246 9,912,806

連結会計年度中の変動額

　 新株の発行 5,988 5,972 11,960

　 剰余金の配当 △ 139,659 △ 139,659

　 役員賞与 △ 35,600 △ 35,600

　 当期純利益 710,681 710,681

　 自己株式の取得 △ 45,020 △ 45,020

　 株主資本以外の項目の連結会計年度

 　中の当期変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 5,988 5,972 535,422 △ 45,020 502,362

平成19年2月20日残高 1,966,467 1,975,065 6,613,903 △ 140,267 10,415,168

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

 

（単位：千円）

平成18年2月20日残高 218,491 218,491 10,131,297

連結会計年度中の変動額

　 新株の発行 11,960

　 剰余金の配当 △ 139,659

　 役員賞与 △ 35,600

　 当期純利益 710,681

　 自己株式の取得 △ 45,020

　 株主資本以外の項目の連結会計年度

 　中の当期変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 △ 162,003 △ 948 △ 162,952 16,080 355,490

平成19年2月20日残高 56,487 △ 948 55,539 16,080 10,486,788

16,080 △ 146,871

繰延
ヘッジ
損益

評価・換算差
額等合計

△ 162,003 △ 948 △ 162,952

評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計その他有価証

券評価差額金
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⑤連結キャッシュ･フロー計算書 
前連結会計年度 当連結会計年度

　　  （ 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）

区　　分
注記
番号

金額
（千円）

金額
（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロ－

　1　　税金等調整前当期純利益 1,100,302 1,409,790

　2　　減価償却費 551,967 748,155

　3　　減損損失 311,246 213,407

　4　　賞与引当金の増減額（減少：△） 11,558 3,488

　5　　役員賞与引当金の増減額（減少：△） － 34,600

　6　　貸倒引当金の増減額（減少：△） 200 △ 2,100

　7　　役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 32,487 23,232

　8　　退職給付引当金の増減額（減少：△） 16,811 15,822

　9　　受取利息及び受取配当金 △ 15,864 △ 23,407

10     支払利息 147,433 142,255

11　　固定資産売却益 － △ 6,428

12　  固定資産売却損 － 11,779

13　　固定資産除却損 12,017 16,906

14 　投資有価証券評価損 － 9,345

15　  投資有価証券売却益 － △ 317,689

16　  売上債権の増減額（増加：△） 7,464 △ 18,505

17　  たな卸資産の増減額（増加：△） △ 585,914 △ 844,596

18　  敷金・保証金の増減額（福利関係　増加：△） 7,089 △ 1,400

19　  その他流動資産の増減額（増加：△） △ 49,851 △ 482

20　  その他固定資産の増減額（増加：△） 34,083 110,741

21　  仕入債務の増減額（減少：△） △ 4,851,028 91,158

22　  未払消費税等の増減額（減少：△） △ 55,630 42,653

23　  その他流動負債の増減額（減少：△） △ 81,663 △ 29,131

24　  その他固定負債の増減額（減少：△） △ 55,502 29,342

25　  役員賞与の支払額 △ 34,600 △ 35,600

　　小　　　　　計 △ 3,497,393 1,623,337

26　  利息及び配当金の受取額 15,489 22,761

27　  利息の支払額 △ 145,652 △ 144,310

28　  法人税等の支払額 △ 603,813 △ 592,761

　　　　　営業活動によるキャッシュ・フロ－ △ 4,231,369 909,025

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロ－

　1　　定期預金の預入による支出 △ 524,940 △ 348,094

　2　　定期預金の払戻による収入 921,913 349,064

　3　　有形固定資産の取得による支出 △ 1,515,555 △ 1,727,530

　4　　有形固定資産の売却による収入 － 79,115

　5　　無形固定資産の取得による支出 △ 380,373 △ 116,620

　6　　投資有価証券の取得による支出 △ 3,601 △ 135,281

　7　　投資有価証券の売却による収入 － 470,217

　8　　貸付による支出 △ 84,800 △ 14,300

　9　　貸付金の回収による収入 1,717 3,947

10　　敷金・保証金の差入による支出（店舗関係） △ 77,787 △ 98,565

11　   敷金・保証金の返戻による収入（店舗関係） 4,200 11,599

12　   建設協力金の差入による支出（店舗関係） △ 80,440 △ 34,000

　　　　　投資活動によるキャッシュ・フロ－ △ 1,739,667 △ 1,560,448  
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前連結会計年度 当連結会計年度

　　  （ 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）

区　　分
注記
番号

金額
（千円）

金額
（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロ－

　1　　短期借入金の純増減額（減少：△） 900,000 100,000

　2　　長期借入れによる収入 1,520,000 3,200,000

　3　　長期借入金の返済による支出 △ 2,114,473 △ 2,115,672

　4　　株式の発行による収入 － 11,960

　5　　自己株式取得による支出 △ 532 △ 45,020

　6　　配当金の支払額 △ 107,428 △ 137,833

　7　　その他 △ 102,676 △ 31,742

　　　　　財務活動によるキャッシュ・フロ－ 94,890 981,690

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △ 5,876,146 330,268

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 7,685,200 1,809,053

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,809,053 2,139,322
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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     当連結会計年度

　　　　　　　 　(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　連結の範囲に関する事項   連結子会社の数　1社

  当社の子会社はダイレックスコ－ポレ－ション 同左

  株式会社であり、当該会社を連結しております。

2　持分法の適用に関する事項   非連結子会社及び関連会社はないため該当事 同左

  項はありません。

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の末日は連結決算日と 同左

  一致しております。

4　会計処理基準に関する事項

 （1）重要な資産の評価基準及び評価方法 　 ① 有価証券 　 ① 有価証券

　　　 その他有価証券 　　　 その他有価証券

　　  a　時価のあるもの 　　  a　時価のあるもの

　　　　    当連結会計年度末日の市場価格等に基 　　　　   当連結会計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 　　　  づく時価法（評価差額は全部純資産直入法

　　 　　より処理し、売却原価は移動平均法により 　　 　　により処理し、売却原価は移動平均法によ

　　 　　算定） 　　 　　り算定）

       b  時価のないもの       b  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  　 ② デリバティブ

　　　　時価法 同左

　  ③ たな卸資産 　  ③ たな卸資産

　　  a  商品 　　 a  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）

　 　 b  貯蔵品 　　 b  貯蔵品

　　　　 最終仕入原価法による原価法 同左

 （2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 　  ① 有形固定資産 　  ① 有形固定資産

　 　a　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。

　　　　 　建物及び構築物　7～34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。

　　 b その他有形固定資産

　　　　定率法

　  ② 無形固定資産 　  ② 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。

項目
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    前連結会計年度     当連結会計年度

　　　　　　　 　(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)

　  ③  投資不動産 　 ③   投資不動産

　　  a　建物 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

　    b その他投資不動産

　　　　 定率法

（3）重要な繰延資産の処理方法 　　株式交付費

　　　支払時に全額費用として処理しております。

（4）重要な引当金の計上基準 　 ①  貸倒引当金 　 ① 貸倒引当金

　　　     債権の貸倒による損失に備えるため、次 同左

　　　 の方法により計上しております。

　　　a　一般債権

　　　　 　 貸倒実績率によっております。なお、当

　　　　 連結会計年度において繰入額はありませ

　　　　 ん。

　　　b　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充 同左

　　　　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、支給見込み額のうち当連結会計

　　　 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、当連 同左

　　　結会計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、各連結会計年

　　　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連結会計年度から損

　　　益処理することとしております。

項目
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    前連結会計年度     当連結会計年度

　　　　　　　 　(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)

　 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。

（5）重要なリ－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。

（6）重要なヘッジ会計の処理方法 　 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。なお、 同左

　　 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 同左

　　　　　金利スワップ及び金利キャップ

　　　　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 同左

　　　　しては、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

　　　　取引は行なわない方針であります。

　 ④  ヘッジ有効性評価の方法 　 ④  ヘッジ有効性評価の方法

　　　　ヘッジ開始時から有効性評価時点まで 同左

　　　　の期間において、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。

（7）その他連結財務諸表作成のための基本とな 　　 消費税等の会計処理 　　 消費税等の会計処理

　　  る重要な事項 　　　　税抜方式によっております。 同左

5　連結子会社の資産及び負債の評価に関する 　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、 同左

　　事項 　全面時価評価法によっております。

6　利益処分項目等の取扱いに関する事項 　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。

項目
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    前連結会計年度     当連結会計年度

　　　　　　　 　(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　連結キャッシュ・フロ－計算書における資金の   連結キャッシュ・フロ－計算書における資金 同左

　　範囲   （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、価値の変動にお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。

項目

 
 
 
 
 
 
 
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 　当連結会計年度

　　　                              (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)

（連結貸借対照表｢純資産の部｣の表示）

　  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、10,471,656千円であります。

　 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結

 財務諸表は、改正後の連結財務諸表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)

　 当連結会計年度から「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

び税金等調整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）

　　当連結会計年度から「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、経常利益及び税金等調整

前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。
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追加情報 
 

　前連結会計年度 当連結会計年度

　　　　　　　　　　　　　　  　  　(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、当連結会計年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(企業会計基準委員会　平成16年2月13日　　実務対応報告　

第12号）に従い、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に計上しております。  
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注記事項 
(連結貸借対照表関係) 
 

    前連結会計年度     当連結会計年度

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

※1　担保資産及び担保付債務 ※1　担保資産及び担保付債務

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

　　　　　　　　　建物及び構築物　 　　　　　　　　 　1,766,895千円 　　　　　　　　　建物及び構築物　　　　　　　　　  　1,571,015千円

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

　　　　　　　　　投資その他の資産のその他  　　  　 75,262千円 　　　　　　　　　投資その他の資産のその他    　　   74,727千円

     　　　　　    （投資不動産）　　　　　　　　      　　　　　    （投資不動産）　　　　　　　　

　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　短期借入金　　　　　　　           　　1,106,862千円 　　　　　　　　　短期借入金　　　　　　　                  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　有形固定資産の取得価額から控除されている保険差益の圧縮 ※2　有形固定資産の取得価額から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。 　　  　記帳額は、次のとおりであります。

　　　　建物及び構築物　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,491千円 　　　　建物及び構築物　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,491千円

※3　当社の発行済株式総数は、普通株式10,816,387株であります。

※4　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　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。

    　  当連結会計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
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(連結損益計算書関係) 
 

              1,000,959千円               1,047,894千円

              1,657,973千円               1,777,197千円

              2,194,313千円               2,259,203千円

              　　34,600千円

                136,479千円                 139,967千円

                  32,487千円                   35,607千円

                  47,686千円                   46,235千円

              1,458,729千円               1,524,158千円

                    6,428千円

                    5,017千円                   11,752千円

                    7,000千円                    　 415千円

   　　　　　　　　　　　　 投資その他の資産のその他　                  18,474千円

                  12,017千円

                　  3,603千円

　　　　計                   34,244千円

※4　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

    　　　　　                建物及び構築物                     1,069千円

   　　　　　　　　　　　　 投資その他の資産のその他　                    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 建物及び構築物　　福岡県他8店舗　 　　　　　　　　　営業店舗 建物及び構築物　　大分県他5店舗　

、土地、その他 、土地、その他

　　　　　　　　　遊休資産 建物及び構築物　　福岡県他1物件　

、土地

            当社グル－プは、キャッシュ・フロ－を生み出す最小単位として店舗             当社グル－プは、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 　　　　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、物件単位毎にグル－ピングしております。 　　　　は、物件単位毎にグル－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）

　　　　　　　　　建物及び構築物　　　　　　　　　　　　　　　　164,951 　　　　　　　　　建物及び構築物　　　　　　　　　　　　　　　　 52,088

　　　　　　　　　土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  60,950 　　　　　　　　　土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 108,641

　　　　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22,643 　　　　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,344

                    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。

　　　　 いて減損損失を計上しました。

※3　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

    　　　　　                建物及び構築物

   　　　　　　　　　　　　 投資その他の資産のその他　

※5　減損損失

              計

                               広告宣伝費

                               雑給

　　　　 当連結会計年度において、当社グル－プは以下の資産グル－プにつ

   　　　　　　　　　　　　 賃借料

                               従業員給与手当

                               賞与引当金繰入額

                               役員退職慰労引当金繰入額

   　　　　　　　　　　　　 退職給付費用

              　　　　　　　 （敷金・保証金）

    前連結会計年度

　　　　　   　　                 　(自　平成17年2月21日

　　　　 　　　                      至　平成18年2月20日)

※1　販売費及び一般管理費の主要項目

    当連結会計年度

　　　　　   　　                　(自　平成18年2月21日

　　　　 　　　                     至　平成19年2月20日)

※1　販売費及び一般管理費の主要項目

   　　　　　　　　　　　　 賃借料

   　　　　　　　　　　　　 機械装置及び運搬具　　　　

              　　　　　　　 （敷金・保証金）

    　　　　　                建物及び構築物

※5　減損損失

　　　　 当連結会計年度において、当社グル－プは以下の資産グル－プにつ

　　　　 いて減損損失を計上しました。

　　　　　　　　　　　　　 解体費用

                               広告宣伝費

                               従業員給与手当

                               雑給

                               役員賞与引当金繰入額

                               賞与引当金繰入額

                               役員退職慰労引当金繰入額

   　　　　　　　　　　　　 退職給付費用

※3　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

※2　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

    　　　　　                土地
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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 18 年 2 月 21 日 至 平成 19 年 2 月 20 日） 
１． 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

前連結会計年度末 当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度末

株式数（千株） 増加株式数（千株） 減少株式数（千株） 株式数（千株）

発行済株式

普通株式

合　計 10,816 15 － 10,832 -

摘要

10,816 15 － 10,832 -

 
(注) 普通株式の増加は、旧商法第 280 条ノ 19 の規定による新株引受権の権利行使に基づく新株発行によるもの 

であります。 
 
２． 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前連結会計年度末 当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度末

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。 
 
３． 新株予約権等に関する事項 

提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 普通株式 － － － － 16,080

－ － － － 16,080

(注)　ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

当連結会計
年度末残高

（千円）

合　　計

目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（千株）

前連結会計
年度末

増加 減少
当連結会計

年度末

区分 内訳

 
 
４．自己新株予約権に関する事項 
   該当事項はありません。  
 
５． 配当に関する事項 
（１）配当金支払額 

平成18年5月18日

定時株主総会

決議 株式の種類 基準日

普通株式 平成18年5月19日

配当金の総額
（千円）

1株当たり配当額
（円）

効力発生日

139,659 13 平成18年2月20日

 
 
（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

配当金の総額 1株当たり配当額

（千円） （円）

平成19年5月17日

定時株主総会

効力発生

平成19年5月18日

配当の原資

利益剰余金

基準日

13 平成19年2月20日

決議 株式の種類

普通株式 139,025
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
 

現金及び預金勘定 現金及び預金勘定

預入期間が3ヶ月を超える定期預金        　　　　   △274,064千円 預入期間が3ヶ月を超える定期預金        　　　　   △273,094千円

現金及び現金同等物 現金及び現金同等物

※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19年2月20日現在)

             2,139,322千円

    前連結会計年度

　　　　　   　　　　　　　　　　(自　平成17年2月21日

　　　　 　　　  　　　　　　　　 至　平成18年2月20日)

※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

    当連結会計年度

　　　　　   　　　　　　　　　　(自　平成18年2月21日

　　　　 　　　  　　　　　　　　 至　平成19年2月20日)

　 科目の金額との関係

(平成18年2月20日現在)

             2,083,117千円              2,412,416千円

             1,809,053千円
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（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

　機械装置及び運搬具 171,070 56,462 － 114,607 　機械装置及び運搬具 163,738 84,872 － 78,866

　その他 1,674,309 861,856 56,370 756,082 　その他 1,614,531 908,905 67,928 637,698

　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

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）

期末残高
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）

前連結会計年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（自　平成17年2月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　  至　平成18年2月20日)

当連結会計年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（自　平成18年2月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　  至　平成19年2月20日)

 
 
 
 
(関連当事者との取引) 
 前連結会計年度（自 平成 17 年 2 月 21 日 至 平成 18 年 2 月 20 日）及び当連結会計年度（自 平成 18 年 2 月 21 日 
 至 平成 19 年 2 月 20 日）においては、該当事項はありません。
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（有価証券関係）

　　　　（前連結会計年度）

1　時価のある有価証券

127,162 323,231 196,068

112,064 286,363 174,299

239,227 609,594 370,367

12,120 8,595 △ 3,525

12,120 8,595 △ 3,525

251,347 618,189 366,842

　（注）減損処理を行うにあたっては、期末時の時価が、取得原価に比べ30％以上下落した銘柄を「時価が著しく下落した」ものとし、

　　　　回復可能性を検討し減損処理を行うこととしております。なお、当連結会計年度において減損処理をおこなった銘柄はありま

　　　　せん。

2　時価評価されていない主な有価証券

　　　　（当連結会計年度）

1　時価のある有価証券

200,678 294,905 94,227

20,500 21,300 800

221,178 316,205 95,027

3,578 3,393 △ 185

3,578 3,393 △ 185

224,756 319,598 94,841

　（注）     当連結会計年度においてその他有価証券のうち減損処理を行ったもの

　　　　　　　　　　　　　株式　　　　　　　　　9,345千円

　　　　なお、減損処理を行うにあたっては、期末時の時価が、取得原価に比べ30％以上下落した銘柄を「時価が著しく下落した」もの

　　　　とし、回復可能性を検討し減損処理を行うこととしております。

2　時価評価されていない主な有価証券

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

　　　　　（1）社債

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　　　非上場株式 3,000

　　　　①　株式

　　　　②　債券

小計

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

　　　　①　株式

連結貸借対照表
計上額（千円）

小計

合計

区分
取得原価
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

　　　　①　株式

　　　　②　その他

区分
取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額（千円）

小計

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

　　　　①　株式

小計

　　　非上場株式 3,000

合計

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

 
 
3　当連結会計年度中に売却したその他有価証券　（自　平成18年2月21日　至　平成19年2月20日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

470,217 317,689  
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4　その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（自　平成18年2月21日　至　平成19年2月20日）　

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

千円 千円 千円 千円

債券

　　社債 - - 21,300 -

合計 - - 21,300 -



 26

（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 当連結会計年度

                                 （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　取引の内容 ①　取引の内容

　　 金利スワップ取引及び金利キャップ取引のデリバティブ取引を行なっ 同左

　　 ております。

      金利キャップ取引は、金利オプション取引の一種であり、オプション料

　　（キャップフィ－）を支払うことによって、各金利更改日に基準金利が支

　　 払われた上限金利を上回った場合、その差額を受取ることができる取

　　 引であります。

②　取引に対する取組方針 ②　取引に対する取組方針

　　 当社は、金利･為替リスクのヘッジと資金調達コストの軽減を目的と 同左

　　 しております。トレ－ディング目的のデリバティブ取引は行なわない

　　 方針であります。

③　取引の利用目的 ③　取引の利用目的

　　 将来の金利上昇による利息負担を軽減する目的で利用しております。 同左

　　 なお、デリバティブ取引を利用して、ヘッジ会計を行っております。

 （1）　ヘッジ会計の方法

　　　　　　繰延ヘッジ処理によっております。

　　　　　　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

　　　　　　ヘッジ手段・・・・・・金利スワップ及び金利キャップ取引

　　　　　　ヘッジ対象・・・・・・借入金

 （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

　　　　　　ヘッジ開始時から有効性評価時点までの期間において、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。

④　取引に係るリスクの内容 ④　取引に係るリスクの内容

　　 取引相手先は、大手金融機関であり、契約不履行の信用リスク及び 同左

　　 上限設定のため利率変動リスクは、殆どないと考えられます。

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契約及び管理は総務部で行っておりますが、個 同左

　　 別の取引について全て取締役会の承認を受けております。

2　取引の時価等に関する事項

　　  前連結会計年度（自　平成17年2月21日　　至　平成18年2月20日）及び当連結会計年度（自　平成18年2月21日　至　平成19年2月20日）において、

    　当社は、金利スワップ及び金利キャップ取引をおこなっておりますが、ヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。  
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（退職給付会計関係）

前連結会計年度 当連結会計年度

                                 （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　採用している退職給付制度の概要 1　採用している退職給付制度の概要

　　当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と適格退職年金制 　　当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と適格退職年金制

    度を有しております。     度を有しております。

    なお、平成2年8月1日より定年退職者及び10年以上勤務者を対象と     なお、平成2年8月1日より定年退職者及び10年以上勤務者を対象と

　  して退職金の一部について適格退職年金を採用しております。 　  して退職金の一部について適格退職年金を採用しております。

2　退職給付債務に関する事項（平成18年2月20日現在） 2　退職給付債務に関する事項（平成19年2月20日現在）

　　　　①　退職給付債務　　　　　　　　　　　　　　　　△252,635千円 　　　　①　退職給付債務　　　　　　　　　　　　　　　　△283,599千円

　　　　②　年金資産　　　　　　　　　　　　　　　　　 　    111,165千円 　　　　②　年金資産　　　　　　　　　　　　　　　　　 　    122,623千円

　　　　③　未積立退職給付債務（①+②）　　　　　  △141,469千円 　　　　③　未積立退職給付債務（①+②）　　　　　  △160,975千円

　　　　④　未認識数理計算上の差異              　　 　  11,314千円 　　　　④　未認識数理計算上の差異               　　　　18,939千円

　　　　⑤　未認識過去勤務債務（債務の減額）　　    　　　 －千円 　　　　⑤　未認識過去勤務債務（債務の減額）　　    　　　 －千円

　　　　⑥　連結貸借対照表計上額（③+④+⑤）   　△130,154千円 　　　　⑥　連結貸借対照表計上額（③+④+⑤）   　△142,035千円

　　　　⑦　前払年金費用　　　　　　　　　　　　          　 　8,573千円 　　　　⑦　前払年金費用　　　　　　　　　　　　          　   12,515千円

　　　　⑧　退職給付引当金（⑥-⑦）　　　　　　  　　△138,728千円 　　　　⑧　退職給付引当金（⑥-⑦）　　　　　　　　　 △154,550千円

3　退職給付費用に関する事項 3　退職給付費用に関する事項

　　（自　平成17年2月21日　至　平成18年2月20日） 　　（自　平成18年2月21日　至　平成19年2月20日）

　　　　①　勤務費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    42,422千円 　　　　①　勤務費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    43,765千円

　　　　②　利息費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　     4,518千円 　　　　②　利息費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　     5,052千円

　　　　③　期待運用収益　　　　　　　　　　　　  　　　　　△2,077千円 　　　　③　期待運用収益　　　　　　　　　　　　  　　　　　△2,223千円

　　　　④　数理計算上の差異の費用処理額　　  　　　 　2,822千円 　　　　④　数理計算上の差異の費用処理額　　  　　　 △358千円

　　　　⑤　過去勤務債務の費用処理額　　　　　 　　　　　  　－千円 　　　　⑤　過去勤務債務の費用処理額　　　　　 　　　　　  　－千円

　　　　⑥　退職給付費用　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 47,686千円 　　　　⑥　退職給付費用　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 46,235千円

               （①+②+③+④+⑤）                （①+②+③+④+⑤）

4　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 4　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　　　　①　退職給付見込額の期間配分方法　　　　期間定額基準 　　　　①　退職給付見込額の期間配分方法　　　　期間定額基準

　　　　②　割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.0％ 　　　　②　割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.0％

　　　　③　期待運用収益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2.0％ 　　　　③　期待運用収益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2.0％

　　　　④　過去勤務債務の額の処理年数　　　　　　　　　　　－ 　　　　④　過去勤務債務の額の処理年数　　　　　　　　　　　－

　　　　⑤　数理計算上の差異の処理年数　　　 　　7～8年（各期の発生時 　　　　⑤　数理計算上の差異の処理年数　　　 　　7～8年（各期の発生時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の従業員の平均残存勤 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の従業員の平均残存勤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　務期間以内の年数によ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　務期間以内の年数によ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る定額法により、それぞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る定額法により、それぞ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ発生の翌連結会計年 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ発生の翌連結会計年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度から損益処理するこ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度から損益処理するこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ととしております。） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ととしております。）  
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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 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

　　　　　　繰越欠損金                    23,395千円 　　　　　　繰越欠損金                    21,384千円

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

　　　　　　　繰延税金資産（固定資産）                  583,518千円 　　　　　　  繰延税金資産（固定資産）                  672,797千円

　　　　　　評価性引当額               △126,865千円 　　　　　　評価性引当額               △190,559千円

　　　　　　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　　　  　0.67％ 　　　　　　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　　 　　　　　　　　   　　　　　　　　　5.41％ 　　　　　　住民税等均等割　　 　　　　　　　　   　　　　　　　　　4.54％

　　　　　　IＴ特別減税　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　 △9.01％ 　　　　　　IＴ特別減税　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　 △0.45％

　　　　　　評価性引当額の増減　    　　　　　　　　　　　　　　 11.53％ 　　　　　　評価性引当額の増減　    　　　　　　　　　　　　　　 　4.53％

　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　△0.30％ 　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　 　 0.07％

　　　　　　　 税効果会計適用後の法人税等の負担率  　　 48.74％ 　　　　　　　 税効果会計適用後の法人税等の負担率  　　  49.59％

前連結会計年度

                                  （自　平成17年2月21日

                                    至　平成18年2月20日）

当連結会計年度

                                  （自　平成18年2月21日

                                    至　平成19年2月20日）
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(セグメント情報) 
 (１)事業の種類別セグメント情報 
    前連結会計年度(自 平成 17 年 2 月 21 日 至 平成 18 年 2 月 20 日)及び当連結会計年度(自 平成 18 年 2 月 21 日 至 平成

19 年 2 月 20 日)において小売業及びこれに付随する業務のみを行っており、当該事業以外に事業がないため記載を省略し

ております。  
 
 (２)所在地別セグメント情報  
     前連結会計年度(自 平成 17 年 2 月 21 日 至 平成 18 年 2 月 20 日)及び当連結会計年度(自 平成 18 年 2 月 21 日 至 平成

19 年 2 月 20 日)において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しており

ます。 
 
 (３)海外売上高 
     前連結会計年度(自 平成 17 年 2 月 21 日 至 平成 18 年 2 月 20 日)及び当連結会計年度(自 平成 18 年 2 月 21 日 至 平成

19 年 2 月 20 日)において、海外売上高がないため、記載を省略しております。 
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(ストック・オプション等関係) 
    当連結会計年度(自 平成 18 年 2 月 21 日 至 平成 19 年 2 月 20 日) 
       提出会社分 
      当該連結会計年度における費用計上額及び科目名 

        株式報酬費用     16,080 千円 
１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　（1）ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年5月18日

当社取締役　6名

当社地区長及び課長以上の管理職　28名

株式の種類及び付与数（数） 普通株式　　350,000株

付与日 平成18年6月5日

権利確定条件 （注）1

対象勤務期間 （注）2

平成20年5月19日～

平成24年5月18日

(注)　1　権利確定条件の定めはありません。

        2  対象勤務期間の定めはありません。

　（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　①　ストック・オプションの数

　　　　 会社名 提出会社

      決議年月日 平成18年5月18日

      権利確定前

         期首　（株） -
         付与　（株） 350,000

         失効　（株） 15,000

         権利確定　（株） -

         未確定残　（株） 335,000

     権利確定後

         期首　（株） －

         権利確定　（株） －

         権利行使　（株） －

         失効　（株） －

         未行使残　（株） －

　　②　単価情報

　　　　 会社名 提出会社

　　 　　決議年月日 平成18年5月18日

          権利行使価格　（円） 864

          行使時平均株価　（円） －

          付与日における公正な評価単価　（円） 128

付与対象者の区分及び人数（名）

権利行使期間
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2．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　（1）使用した算定技法

　　　　ブラック・ショ－ルズ方式

　（2）使用した主な基礎数値及びその見積方法

　　①　株価変動性　　27.82％

　　　    平成16年6月6日～平成18年6月5日の株価実績に基づき算定しております。

　　②　予想残存期間　　　4年

　　　　 予想残存期間を合理的に見積もることが困難であるため、当社の設定による据置期間

          の2年及び権利行使可能期間4年を基に、株式オプションの予想残存期間を算定時点か

           ら権利行使期間の中間時点までの期間と推定して見積もっております。

　　③　配当予想　　13.00円/株

　　　    平成18年2月期の配当実績によるものであります。

　　④　無リスク利子率　　1.179％

          予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回り

3．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　  該当事項はありません。  
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（1株当たり情報）

    前連結会計度     当連結会計年度

　　　　　　　　　(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 939円75銭 979円09銭

1株当たり当期純利益金額 49円19銭 66円08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。

    前連結会計度     当連結会計年度

　　　　　　　　　(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） － 10,486,788

　 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） － 10,470,708

　 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。

    前連結会計度     当連結会計年度

　　　　　　　　　(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） 564,034 710,681

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） 528,434 710,681

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に含めなかった潜在株式 予約権

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。

 　   当連結会計年度 　   前連結会計年度

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

　　　　 　　　　　　　　　　　　    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

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

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。

 

             

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

 


