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上 場 会 社 名        株式会社 鈴 丹                          上場取引所      東・名 
コ ー ド 番 号        8193                                      本社所在都道府県   愛知県 
(ＵＲＬ http://www.suzutan.co.jp) 
代  表  者 役職名 取締役社長 氏名 小林 史生 
問合せ先責任者 役職名 常務取締役 氏名 加藤 紘司         ＴＥＬ (052)764－8005 
決算取締役会開催日 平成19年４月５日 

親会社等の名称  ユニー株式会社（コード番号：8270）   親会社等における当社の議決権所有比率 60.6％ 

米国会計基準採用の有無  無 
 
１.19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                          （金額は百万円未満切捨て） 
 売 上 高      営業利益  経常利益  

 
19年２月期 
18年２月期 

     百万円  ％ 
   21,801   △3.1 
   22,505    ― 

      百万円  ％
       722       12.1
       644       ―

      百万円  ％
      745       6.0 
      703       ― 

 

 
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  ％ 
440    78.8 
246   ― 

円 銭
39.42    
22.04 

円 銭 
― 
― 

 ％ 
19.7 
12.7 

 ％ 
6.5 
5.8 

 ％
3.4 
3.1 

(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）19年２月期 11,184,507株 18年２月期 11,187,890株  
    ③会計処理の方法の変更   無  
  ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 

(2)連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年２月期 
18年２月期 

百万円 
11,050 
11,857 

百万円
2,402 
2,072 

％ 
21.7 
17.5 

円  銭
       214.56 
       185.29 

(注)期末発行済株式数（連結）19年２月期 11,182,328株 18年２月期 11,186,358株  
 

(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による         

キャッシュ･フロー 

投資活動による         

キャッシュ･フロー 

財務活動による         

キャッシュ･フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高         

 
19年２月期 
18年２月期 

百万円 
   1,000 
    828 

百万円
      233 
    △242 

百万円 
△1,214 

  △542 

百万円
  1,120 
 1,100 

 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   ２社   持分法適用非連結子会社数   ０社   持分法適用関連会社数   ０社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   ０社 (除外)   ０社    持分法 (新規)   ０社 (除外)   ０社 
 
２．20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
11,610 
22,720 

百万円
560 

1,020 

百万円
390 
650 

(参考)1株当たり予想当期純利益（通期）  58円13銭 
※上記の予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であります。従いまして、実際の業績は様々   
な要因により、これら業績予想とは異なることがありますことをご了承下さい。 

 
 
 
 

S001632
FASF
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1 企業集団の状況 

 

当社グループは、当社及び連結子会社２社で構成されており、衣料品及びファッション雑貨を直接

消費者に販売する専門店をチェーン展開することを主要な業務としております。 

商品の消費者への販売は当社の店舗により行い、連結子会社においては、値札の印刷及び販売、当

社店用備品の販売及び管理・保管など店舗運営付随業務と、海外生産に係る商品の輸出入を分担して

おります。 

 

 事業の系統図は次の通りであります。 

 

消費者 取引先

（親会社）
　　　　ユニー（株）

当　　　　　社

メーカー

（連結子会社）
　　　　鈴丹ビックス（株）

（連結子会社）
　　　　鈴丹時装有限公司

商
品
の
卸
売

商
品
の
販
売

出
店

金
銭
の
貸
付

商
品
の
仕
入

値

札

の

印

刷

及

び

販

売

商品の仕入

備品等の販売及
び管理・保管
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2 経営方針 
 

(1)経営の基本方針 

当社グループは、衣料品の小売業並びに卸売業として、高感度・高品質の商品を適正な価格で

提供し、さらには接客サービスなどあらゆる角度からお客様のニーズにお応えできる企業、即ち

「顧客満足創造企業」になることを経営の基本方針としております。 

そのための努力を通じて企業の価値を高めるとともに、株主・取引先・従業員の満足を高め、

企業としての社会的責任を果たして参ります。 

 

(2)利益配分に対する基本方針 

当社の配当政策の基本方針といたしましては、当期の業績と将来の事業展開を考慮し、事業の

拡大並びに収益力向上のための内部留保に努めるとともに、株主資本配当率及び配当性向など株

主の利益還元にも十分配慮の上、総合的に判断し、決定すべきものであると考えております。 

当期（平成19年２月期）の剰余金の配当につきましては、上記の基本方針及び当期の業績を勘

案し、前期同様の１株当たり10円の期末配当とする予定であります。その結果、当期の配当性向

は26.4％になります。 

内部留保資金につきましては、経営体質の強化及び設備投資等、将来の事業展開に役立てるこ

とを基本方針としております。 

 

(3)中長期的な経営戦略 

当社グループは、新たに「成長企業」へと向かうべく、平成19年２月に策定した新３カ年計画

「中期経営計画（CS10）」の実現に全社一丸で取り組んで参ります。 

 

「中期経営計画（CS10）」概要 

CS10---2010年２月期(３年後)の収益計画の達成に向け、Customer Satisfaction（お客様の

満足）、Challenge Spirit（挑戦する姿勢）、Changing SUZUTAN（常に変化し続ける鈴丹）を

当グループの共通認識として、次の重点項目に取り組んで参ります。 

① ショップブランド戦略 

よりきめ細かくお客様のニーズに対応すべく、複数のショップブランド（既存14ショッ

プブランド）の拡充を継続し、加えて新しいショップブランドの創造により、新たなマーケ

ットポジションの確立を図りChanging SUZUTANを目指します。 

② 商品戦略 

店舗情報から商品企画・供給までの垂直統合（バーチカルリアルタイム体制）を確立し、

商品価値（品質＆企画精度）の向上と適時・適品・適量の実現を目指します。Challenge 

Spiritをもってショップブランド別ＭＤ戦略の整備・強化を行ないます。 

③ 販売戦略 

顧客満足創造企業---「心地よい売場」をキーワードにお客様からご支持をいただける販

売サービス体制の実現（Customer Satisfaction）に取り組みます。 
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④ 組織・人事戦略 

共通目標（顧客満足）に邁進する活力に満ちた組織風土を実現すべく、社内人事交流を

活発に行いスペシャリスト・グローバルな人材の育成を図ります。 

⑤ コーポレートガバナンス政策 

企業継続の源と捉え、内部統制システムの継続的見直し、当社グループ全体へのコンプ

ライアンス、リスク管理体制の啓蒙・浸透を図ります。 

収益計画（個別ベース） 

 
平成19年２月期 

（実績） 
平成22年２月期 

（目標） 

売上高 217億81百万円     265億円 

経常利益 ７億17百万円 20億円 

当期純利益 ４億23百万円 16億円 

店舗数 289店舗 349店舗 

有利子負債 52億円 25億円 

 

(4)会社の対処すべき課題 

個人消費全般には緩やかな回復基調が続くものと思われますが、当社グループが属する衣料品

小売業界は、企業間、業態間、地域間、商業施設間の顧客獲得競争はますます激しさを増すもの

と捉えております。 

こうした状況下、「中期経営計画（CS10）」の重点項目を中心に、その計画の実現に向け、当

社グループ全体で取り組んでいく所存でございます。 

 

 (5)親会社等に関する事項 

① 親会社等の商号等 

親会社等 属性 
親会社等の議決権
所有割合（％） 

親会社等が発行する株券が上場されて
いる証券取引所等 

ユニー株式会社 親会社 60.6％ 
株式会社東京証券取引所  市場第一部

株式会社名古屋証券取引所 市場第一部

② 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等の関係 

当社は、親会社であるユニー株式会社を中核としたユニーグループに属しており、ユニ

ーグループは総合小売業、コンビニエンスストア、呉服や婦人衣料などの専門店、クレジッ

トカード等の事業を営んでおります。 

当社は、親会社の所有するショッピングセンターに賃貸借契約に基づき店舗を賃借して

おります。当連結会計年度末の店舗数は289店舗でありますが、そのうち親会社からの賃借

店舗数は21店舗となっております。親会社との契約については、一般取引と同様、双方、交

渉の上決定しております。 

当社の社外取締役１名は、親会社の取締役を兼務しておりますが、当該企業とは連携を

密にしながらも自主独立した経営判断が行える状況にあるものと考えております。また、当

社への親会社の企業グループからの従業員の出向等の受入はありません。 
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3 経営成績及び財政状態 

 

(1)経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善および堅調な設備投資や個人消費に支

えられて緩やかな景気回復傾向が続いております。 

しかしながら、平成18年の大型小売店販売額は前年比0.8％減少と９年連続の減少となり、婦

人・子供洋品販売額においても前年比1.3％の減少と増加への転換とはなりませんでした。 

このような環境の中、当社グループは、平成15年10月に策定した「新中期経営計画」の 終年

度を迎え、①スクラップ＆ビルドの推進②ショップブランド戦略の推進③営業力の強化④内部管

理体制の強化⑤人材育成（採用、教育体制の再整備）を重点課題に取り組み「顧客満足創造企

業」となることを目指して参りました。そして、ショップブランドの明確化、店舗ごとの適正な

品揃えの実現、各種コストの削減策を実施し、着実に「新中期経営計画」を実行して参りました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は、218億１百万円（前年同期比3.1％減）で前連結会計年

度に比べ７億４百万円の減収となりました。売上総利益率は、適時・適量の在庫コントロールの

効果により、50.0％と対前期比で0.5ポイント改善できました。営業利益は前連結会計年度に比

べ77百万円増益の７億22百万円（前年同期比12.1％増）、経常利益は前連結会計年度に比べ41百

万円増益の７億45百万円（前年同期比6.0％増）となりました。当期純利益につきましては、４

億40百万円（前年同期比78.8％増）と前連結会計年度に比べ１億94百万円の増益となりました。 

 

① レディース小売部門 

当社グループの主力であるレディース小売部門は、春･夏は天然素材を中心としたカジュアル

傾向で、エスニック・サファリ・リゾート系のスタイリングが人気となり、既存店売上高前年

同期比1.7％増と順調に推移いたしました。秋・冬はエレガンス・スポーティ傾向で全体的にボ

リューム感のあるものが人気となりました。しかしながら、記録的な暖冬の影響等により防寒

物が低迷し、当連結会計年度の既存店売上高前年同期比は2.9％減に終わりました。 

このような状況下、Peakモレラ岐阜店を始め19店舗を出店するとともに、24店舗の改装を実

施し、不採算店舗の閉鎖等により６店舗を退店いたしました。その結果、当連結会計年度末の

店舗数は、268店舗となり前連結会計年度末に比べ13店舗増加いたしました。 

ショップブランド別の店舗数の内訳は、「ルシカ」17店舗、「ファズビー」２店舗、「ホレ

ストハート」２店舗、「エスアイツーシー」37店舗、「キャンディリング」５店舗、「ナウヒ

ア」15店舗、「ピーク」40店舗、「ドゥビサージュ」２店舗、「スズタン」127店舗、「ザ・テ

ップ」１店舗、ラージサイズの「スプル」６店舗、および「カブリ」14店舗となっております。 

売上高は、201億53百万円（前年同期比1.6％減）と前連結会計年度に比べ3億36百万円の減収

となりました。 

 

② メンズ小売部門 

当社グループのメンズ小売部門におきましては、春・夏からエレガンス系のファッション傾
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向が加速しましたが、その対応の遅れから既存店売上高前年同期比15.7％減と厳しい状況であ

りました。また秋・冬はエレガンス系に加え、より男らしいハードな渋谷系ファッションがト

レンドとなりましたが、暖冬の影響等により当連結会計年度の既存店売上高前年同期比は

13.9％減に終わり、総じて厳しい状況でありました。 

店舗につきましては、３店舗の改装を実施し、不採算店舗の閉鎖等により７店舗を退店した

結果、当連結会計年度末の店舗数は、21店舗となりました。 

ショップブランド別の店舗数の内訳は「ロードス」18店舗、「ラジカルスポット」３店舗と

なっております。 

売上高は16億41百万円（対前年同期比18.4％減）と前連結会計年度に比べ３億69百万円の減

収となりました。 

 

③ 衣料卸売部門 

当社の「新中期経営計画」に基づき、鈴丹時装有限公司は当社への卸売りを積極的に進める

一方、当連結会計年度における当社グループ外に対する卸売高は６百万円（前年同期比49.3％

増）と前連結会計年度に比べ２百万円の増収となりました。 

 

(2) 財政状態 

① 財政状態 

    当連結会計年度末の総資産は110億50百万円（前年同期比6.8％減）と前連結会計年度末に比

べ８億７百万円減少いたしました。それは主に長期差入保証金の回収等による固定資産の減少

によるものであります。流動負債は短期借入金の返済により前連結会計年度末に比べ11億22百

万円減少の64億43百万円（同14.8％減）となりました。 

なお、純資産は24億２百万円となり、自己資本比率は21.7％と前年同期比で4.2ポイント増加

いたしました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により10億円、投資

活動により２億33百万円増加し、財務活動により12億14百万円減少した結果、現金及び現金同

等物の当連結会計年度末残高は11億20百万円（前年同期比1.9％増）となりました。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利

益が前連結会計年度に比べ１億99百万円増加の５億84百万円となったことにより、10億円の収

入となりました。 

その結果、営業活動全体としては前連結会計年度に比べ１億72百万円（20.8％増）の収入の

増加となりました。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入と保証金の回収による収
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入が新店・改装店への投資を吸収したことにより、２億33百万円の収入となりました。 

前連結会計年度は新規出店に伴う保証金の支払や新店・改装店への投資により２億42百万円

の支出でありました。 

 

(財務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・フローは、短期借入金の返済及び配当金の支払により12億14百

万円の支出となりました。 

この結果、財務活動全体としては前連結会計年度と比べ６億72百万円の支出の増加となりま

した。 

なお、当社グループのキャッシュ・フローの指標のトレンドは次のとおりであります。 

  平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期

自己資本比率 ％ 14.6 17.5 21.7 

時価ベースの自己資本比率 ％ 64.8 61.1 63.7 

債務償還年数 年 7.3 7.6 5.2 

インタレスト・カバレッジ・
レシオ 

倍 28.7 24.8 24.8 

(注)1.自己資本比率：自己資本／総資産 

2.時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

3.債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

4.インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

*各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

*株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出して 

おります。 

*営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

を使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払ってい

る全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の

利息の支払額を使用しております。 

 

(3)事業等のリスク 

当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があるリスクには以下のようなものがあります。記載

内容のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものでありま

す。 

なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識し、発生の回避及び発生した場合の

対応に努める所存であります。 

 

① 消費者の嗜好について 

当社グループが取扱う衣料品やファッション雑貨は、景気の変動による個人消費の低迷や 

他社との競合に伴う市場の変化といった要因に加えて、ファッショントレンドの移り変わり

により、消費者の嗜好の変化による影響を受けやすく、当初計画した売上を見込めない場合

があることから、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 気象状況について 
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当社グループが取扱う衣料品やファッション雑貨は、冷夏暖冬などの天候不順、台風など 

の予測できない気象状況の変化により、売上に影響をうける可能性があります。 

また、地震や風水害など不測の自然災害や突発的な事故や火災により、営業の中断などが 

生じた場合、売上が減少する可能性があります。 

 

③ 出店政策について 

当社グループは、新規出店の選定については店舗の採算性を も重視しております。入居

保証金や賃料等の出店条件、商圏人口や競合店状況等について調査を行い、投資回収期間や

予想利益等の一定の条件を満たすものを出店対象物件としております。 

当社グループでは、上記の出店条件に合う物件がない場合、出店計画を変更することもあ

ります。 

また、近隣地域への競合商業施設の出店等により、出店先の商業施設の集客力が変化した

場合、当社の店舗の業績に影響が及ぶ可能性があります。 

 

④ 取引先について 

当社グループは、取引先の経営状況については、信用度を把握するための内部体制を整え

ております。しかし、取引先の信用不安により、予期せぬ貸倒れリスクが顕在化し、出店先

であるデベロッパーの予期せぬ経営破綻などにより、追加的な損失や引当の計上が必要とな

る場合があることから、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 個人情報の管理について 

個人情報の適正な取扱いに関し、事業者の遵守すべき義務等が掲げられている「個人情報

の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）以下、「個人情報保護法」という」が公

布されております。 

当社は、個人情報保護は重大な社会的責務であると認識し、「個人情報保護管理規定」を

設け、「個人情報保護方針」に基づき個人情報の管理には十分留意しております。現在まで

顧客情報の流出による問題は発生しておりませんが、今後、万一顧客情報の流出により問題

が発生した場合、当社への損害賠償請求や信用の低下等により、当社の経営成績および今後

の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥ 有利子負債への依存度 

当社は総資産に対する有利子負債の比率が高い水準にあります。 

将来の金利の変動を含む経営環境の変化等によっては当社の経営成績及び財政状態は影響

を受ける可能性があります。 

 平成17年2月期 平成18年2月期 平成19年2月期 

総資産額 千円 12,363,957 11,857,614 11,050,517 

有利子負債額 千円 6,840,000 6,300,000 5,200,000 

有利子負債依存度 ％ 55.3 53.1 47.1 
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(4) 次期の見通し 

個人消費全般には緩やかな回復基調が続くものと思われますが、衣料品小売業界の環境は企業

間、業態間の競争等引続き厳しいものが予想されます。 

このような状況下、当社グループは「中期経営計画（CS10）」の諸施策を着実に実行すること

で、安定的な収益力を確保できる体制を築いて参ります。 

店舗政策につきましては、新規出店35店舗、退店15店舗、改装30店舗を計画し、ショップブラ

ンド戦略を推進して参ります。 

次期の連結業績予想につきましては、売上高227億20百万円、経常利益10億20百万円、当期純

利益６億50百万円を見込んでおります。 
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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 

 

  
前連結会計年度 

(平成18年２月20日) 
当連結会計年度 

(平成19年２月20日) 

区分 
注記
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  1,310,217  1,120,665

２ 受取手形及び売掛金  828,384  835,390

３ たな卸資産  1,425,889  1,355,435

４ 繰延税金資産  3,677  4,078

５ その他  37,662  24,236

貸倒引当金  △703  △2,100

流動資産合計  3,605,128 30.4  3,337,706 30.2

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物  2,207,832 2,317,403 

減価償却累計額  1,278,206 929,626 1,269,048 1,048,355

(2) 機械装置  5,410 5,410 

減価償却累計額  4,444 965 4,706 703

(3) 什器備品  516,114 517,972 

減価償却累計額  338,559 177,554 374,742 143,230

(4) 建設仮勘定  2,276  1,205

有形固定資産合計  1,110,423 9.4  1,193,494 10.8

２ 無形固定資産  448,044 3.8  331,959 3.0

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  15,300  8,100

(2) 長期貸付金  10,000  ―

(3) 長期差入保証金  7,790,092  7,148,389

(4) 長期前払費用  127,304  128,796

(5) 繰延税金資産  ―  206

(6) その他  96,129  79,846

貸倒引当金  △1,344,806  △1,177,982

投資その他の資産合計  6,694,018 56.4  6,187,357 56.0

固定資産合計  8,252,485 69.6  7,712,811 69.8

資産合計  11,857,614 100.0  11,050,517 100.0

   



ファイル名:平成19年2月期連結決算短信（全ページ）.doc 更新日時:2007/04/02 17:55 印刷日時:07/04/03 11:50 

― 11 ― 

 

  
前連結会計年度 

(平成18年２月20日) 
当連結会計年度 

(平成19年２月20日) 

区分 
注記
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金  1,143,676  1,148,338

２ 短期借入金  5,300,000  4,200,000

３ 未払法人税等  176,048  159,492

４ 賞与引当金  85,950  95,684

５ 未払金  18,116  13,486

６ 未払費用  683,119  674,447

７ 設備支払手形  81,696  66,156

８ その他  77,837  86,363

流動負債合計  7,566,445 63.8  6,443,968 58.3

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  1,000,000  1,000,000

２ 繰延税金負債  408  275

３ 退職給付引当金  1,169,233  1,161,537

４ 預り保証金  41,380  37,880

５ その他  4,249  4,151

固定負債合計  2,215,271 18.7  2,203,845 20.0

負債合計  9,781,716 82.5  8,647,814 78.3

(少数株主持分)   

少数株主持分  3,216 0.0  ― ―

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※１ 1,414,203 11.9  ― ―

Ⅱ 利益剰余金  691,812 5.8  ― ―

Ⅲ 為替換算調整勘定  △1,774 △0.0  ― ―

Ⅳ 自己株式 ※２ △31,559 △0.2  ― ―

資本合計  2,072,682 17.5  ― ―

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 11,857,614 100.0  ― ―
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前連結会計年度 

(平成18年２月20日) 
当連結会計年度 

(平成19年２月20日) 

区分 
注記
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  ― ―  1,414,203 12.8

２ 利益剰余金  ― ―  1,020,792 9.2

３ 自己株式  ― ―  △34,341 △0.3

株主資本合計  ― ―  2,400,654 21.7

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ 繰延ヘッジ損益  ― ―  △516 △0.0

２ 為替換算調整勘定  ― ―  △854 △0.0

評価・換算差額等合計  ― ―  △1,370 △0.0

Ⅲ 少数株主持分  ― ―  3,419 0.0

純資産合計  ― ―  2,402,703 21.7

負債及び純資産合計  ― ―  11,050,517 100.0
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② 連結損益計算書 

 

  
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) 

区分 
注記
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  22,505,080 100.0  21,801,038 100.0

Ⅱ 売上原価  11,372,471 50.5  10,903,943 50.0

売上総利益  11,132,608 49.5  10,897,094 50.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 店舗使用料  3,505,844 3,509,516 

２ 販売促進費  432,077 427,801 

３ 給料手当  3,441,128 3,383,852 

４ 福利厚生費  497,311 498,019 

５ 賞与引当金繰入  85,950 95,684 

６ 退職給付費用  102,550 84,683 

７ 減価償却費  370,614 373,908 

８ その他  2,052,614 10,488,092 46.6 1,801,225 10,174,692 46.7

営業利益  644,516 2.9  722,402 3.3

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  5,282 8,533 

２ 受取配当金  24 36 

３ 仕入割引  52,050 49,795 

４ 不動産収入  112,867 112,867 

５ 受取手数料  14,975 8,101 

６ 雑収入  16,725 201,926 0.9 6,675 186,009 0.8

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  33,714 37,391 

２ 貸倒引当金繰入  1,750 19,836 

３ 不動産原価  103,759 103,983 

４ 雑支出  3,361 142,585 0.7 1,368 162,580 0.7

経常利益  703,856 3.1  745,830 3.4
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※１ 937 ― 

２ 貸倒引当金戻入益  50,135 36,064 

３ 保険差益  ― 4,577 

４ その他  350 51,423 0.2 ― 40,642 0.2

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※２ 951 ― 

２ 固定資産除却損 ※３ 101,864 96,944 

３ 減損損失 ※４ 267,585 76,039 

４ 投資有価証券評価損  ― 7,199 

５ 店舗賃借解約損  ― 18,533 

６ その他  ― 370,400 1.6 3,709 202,426 0.9

税金等調整前当期純利益  384,879 1.7  584,047 2.7

法人税、住民税 
及び事業税 

 138,657 143,623 

法人税等調整額  △462 138,194 0.6 △740 142,883 0.7

少数株主利益  65 0.0  320 0.0

当期純利益  246,619 1.1  440,843 2.0

   

 



ファイル名:平成19年2月期連結決算短信（全ページ）.doc 更新日時:2007/04/02 17:55 印刷日時:07/04/03 11:50 

― 15 ― 

③ 連結剰余金計算書 

 

  
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) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  445,193 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

当期純利益  246,619 246,619 

Ⅲ 利益剰余金期末残高  691,812 

    

 

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) 

 

株主資本 
 

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年２月20日残高(千円) 1,414,203 691,812 △31,559 2,074,456

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △111,863  △111,863

 当期純利益 440,843  440,843

 自己株式の取得 △2,781 △2,781

 株主資本以外の項目の連結会計 
年度中の変動額(純額) 

 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

― 328,979 △2,781 326,198

平成19年２月20日残高(千円) 1,414,203 1,020,792 △34,341 2,400,654

 

評価・換算差額等 
 

繰延ヘッジ損益
為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年２月20日残高(千円) ― △1,774 △1,774 3,216 2,075,898

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注）  △111,863

 当期純利益  440,843

 自己株式の取得  △2,781

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額) 

△516 919 403 203 607

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

△516 919 403 203 326,805

平成19年２月20日残高(千円) △516 △854 △1,370 3,419 2,402,703

 （注）平成18年５月12日の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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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 

(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) 

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・フロー    

１ 税金等調整前当期純利益  384,879 584,047 

２ 減価償却費  371,230 374,424 

３ 減損損失  267,585 76,039 

４ 貸倒引当金の増減額(減少は△)  △48,385 △16,228 

５ 賞与引当金の増減額(減少は△)  △7,084 9,734 

６ 退職給付引当金の増減額(減少は△)  6,185 △7,695 

７ 役員退職引当金の増減額(減少は△)  △350 ― 

８ 受取利息及び受取配当金  △5,307 △8,569 

９ 支払利息  33,714 37,391 

10 投資有価証券評価損  ― 7,199 

11 固定資産売却益  △937 ― 

12 固定資産売却損  951 ― 

13 固定資産除却損  101,864 96,944 

14 売上債権の増減額(増加は△)  233,262 △2,482 

15 たな卸資産の増減額(増加は△)  △197,505 70,508 

16 仕入債務の増減額(減少は△)  △177,780 4,410 

17 未払金の増減額(減少は△)  4,363 △5,234 

18 未払消費税等の増減額(減少は△)  60,301 13,755 

19 未払費用の増減額(減少は△)  △43,791 △5,563 

20 その他  22,349 △54,884 

小計  1,005,544 1,173,796 

21 利息及び配当金の受取額  4,705 8,129 

22 利息の支払額  △33,392 △40,425 

23 早期退職割増金の支払額  △22,009 ― 

24 法人税等の支払額  △129,299 △140,872 

25 法人税等の還付額  2,987 257 

営業活動によるキャッシュ・フロー  828,535 1,000,885 
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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) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 定期預金の預入による支出  △420,060 ― 

２ 定期預金の払戻による収入  637,123 210,000 

３ 有形固定資産の取得による支出  △655,751 △449,012 

４ 有形固定資産の売却による収入  4,363 ― 

５ 無形固定資産の取得による支出  △190,637 △1,200 

６ 長期前払費用の取得による支出  △30,814 △35,776 

７ 長期前払費用の売却による収入  311 ― 

８ 貸付金の回収による収入  12,000 10,000 

９ 保証金の支払による支出  △432,533 △252,482 

10 保証金の回収による収入  836,695 755,464 

11 預り保証金の返還による支出  △3,500 △3,500 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △242,802 233,492 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入による収入  12,560,000 6,600,000 

２ 短期借入金の返済による支出  △13,100,000 △7,700,000 

３ 自己株式の取得による支出  △2,143 △2,781 

４ 配当金の支払額  ― △111,863 

５ 少数株主への配当金の支払額  ― △135 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △542,143 △1,214,781 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  15,013 850 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少は△)  58,603 20,447 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,041,614 1,100,217 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,100,217 1,120,665 
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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 

 

項目 
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) 

１ 連結の範囲に関する事項 子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数  ２社 

連結子会社名は、鈴丹時装有限公司、

鈴丹ビックス㈱であります。 

同左 

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がないた

め、該当事項はありません。 
同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち鈴丹時装有限公司

の決算日は12月31日であります。連結

財務諸表の作成にあたっては、同日現

在の財務諸表を使用し、連結決算日と

の間に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

同左 

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 

   その他有価証券 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

 ① 有価証券 

   その他有価証券 

     時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

    時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

   商品については、売価還元原価

法による原価法によっておりま

す。 

   貯蔵品については、 終仕入原

価法による原価法によっており

ます。 

 ② たな卸資産 

 

 

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 

(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 

 当社及び国内連結子会社は定率

法を、在外連結子会社は所在地

国の会計基準に基づく定額法を

採用しております。取得原価

で、什器備品の約2.9％が定額

法により償却されております。

ただし、当社及び国内連結子会

社においては、平成10年４月１

日以降取得した建物(建物附属

設備を除く)について定額法に

よっております。 

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物及び構築物 ３年～30年 

当社及び国内連結子会社は定率

法を、在外連結子会社は所在地

国の会計基準に基づく定額法を

採用しております。取得原価

で、什器備品の約3.0％が定額

法により償却されております。

ただし、当社及び国内連結子会

社においては、平成10年４月１

日以降取得した建物(建物附属

設備を除く)について定額法に

よっております。 

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物及び構築物 ３年～30年 
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項目 
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) 

 ② 無形固定資産 
   (ソフトウエア) 

見込利用可能期間(５年)に基づく
定額法によっております。  

③ 長期前払費用 
   定額法によっております。 

② 無形固定資産 
 
       同左 
 

③ 長期前払費用 
同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 
 ① 貸倒引当金 

(3) 重要な引当金の計上基準 
 ① 貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に備え
るため、一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については、個別
に回収可能性を勘案し、回収不
能見込額を計上しております。

同左 

  ② 賞与引当金  ② 賞与引当金 
    従業員の賞与の支給に充てるた

めに支給見込額のうち当連結会
計年度負担額を計上しておりま
す。 

同左 

  ③ 退職給付引当金  ③ 退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における
退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき計上しておりま
す。なお、会計基準変更時差異
（当初1,021,906千円、処理年
数15年）について、平成14年２
月期に大量退職者に係る部分を
一時償却した残額512,855千円
から、さらに厚生年金基金の代
行部分について平成15年２月に
厚生労働大臣から将来分支給義
務免除の認可を受けたことに伴
い、代行部分に係る部分の一時
償却額を控除した後の未処理額
215,476千円を残存処理年数13
年により按分した額を費用処理
することとしております。ま
た、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
以内の一定年数(６年)による定
額法により費用処理しておりま
す。さらに数理計算上の差異
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
の一定年数（６年）による定額
法により、それぞれ発生の翌連
結会計年度から費用処理してお
ります。 
国内連結子会社は従業員の退

職金の支給に備えるため、退職
金規定に基づく自己都合による
連結会計年度末要支給額を計上
しております。 

同左 
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項目 
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) 

  ④ 役員退職引当金  

 国内連結子会社は平成17年５月

12日開催の取締役会において、

役員退職慰労金制度の廃止を決

議しておりますので、同社の引

当金は全額取崩しております。

 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 (4) 重要な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 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法  ① ヘッジ会計の方法 

 為替予約が付されている外貨建

金銭債務等については、振当処

理を行っております。 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ・ヘッジ手段 

    為替予約取引 

  ・ヘッジ対象 

    外貨建金銭債務等 

同左 

  ③ ヘッジ方針  ③ ヘッジ方針 

    輸入取引の為替相場の変動によ

るリスクを軽減する目的で先物

為替予約取引を行い、キャッシ

ュ・フローを固定化しておりま

す。 

同左 

  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 

    振当処理を行った為替予約は有

効性の評価を省略しておりま

す。 

同左 

 (6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

(6) その他連結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 

    税抜方式を採用しております。 同左 
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項目 
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) 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。 

同左 

６ 利益処分項目等の取扱い

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。 

――― 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日が到来する流動

性が高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資を計上して

おります。 

同左 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成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) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（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。 

 これにより営業利益及び経常利益が26,996千円増加

し、税金等調整前当期純利益が240,589千円減少してお

ります。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除してお

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等）

当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

2,399,800千円であります。 

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。 
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追加情報 

 

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) 

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) 

（法人事業税における外形標準課税部分に関する事項）

「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」（平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法

人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が37,700千円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

が同額減少しております。 

 

――― 

 

注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

項目 
前連結会計年度 

(平成18年２月20日) 
当連結会計年度 

(平成19年２月20日) 

※１ 発行済株式総数 普通株式        11,215千株 ――― 

※２ 自己株式の保有数 普通株式          29千株 ――― 
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(連結損益計算書関係) 

 

項目 
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) 

※１ 固定資産売却益の内訳 建物の売却によるものであります。 ――― 

※２ 固定資産売却損の内訳 建物及び構築物 630千円

什器備品 187 

長期前払費用 133 

計 951 
 

 

  

―――  

  
 

※３ 固定資産除却損の内訳 建物及び構築物 49,564千円

什器備品 2,265 

長期前払費用 10,422 

解体費用 39,612 

計 101,864 
 

建物及び構築物 49,567千円

什器備品 2,340 

解体費用 45,036 

計 96,944 
 

※４ 減損損失 当社グループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 店舗数

店舗設備 建物等 北海道 9

店舗設備 建物等 兵庫県 9

店舗設備 建物等 大阪府他 65

ホストシ
ステム 

ソフト
ウェア

愛知県
(本社)

―

なお、資産のグルーピングはキャッシ

ュ・フローを生み出す 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。営業活動から生ずる

損益が継続してマイナスであり、資産

グループの固定資産簿価を回収できな

いと判断した資産グループの帳簿価額

を回収可能価額（０円）まで減額し、

当該減少額を減損損失（267,585千

円）として特別損失に計上いたしまし

た。 

（減損損失の金額） 

種類 金額 

建物及び構築物 169,463千円

什器備品 10,036 

ソフトウェア 45,686 

長期前払費用 42,398 

計 267,585 

  

当社グループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 店舗数

店舗設備 建物等 東京都 4

店舗設備 建物等 兵庫県 2

店舗設備 建物等 福岡県他 15

なお、資産のグルーピングはキャッシ

ュ・フローを生み出す 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。営業活動から生ずる

損益が継続してマイナスであり、資産

グループの固定資産簿価を回収できな

いと判断した資産グループの帳簿価額

を回収可能価額（０円）まで減額し、

当該減少額を減損損失（76,039千円）

として特別損失に計上いたしました。

（減損損失の金額） 

種類  金額 

建物及び構築物  65,954千円

什器備品  778 

長期前払費用  9,306 

計  76,039 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

 

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) 

――― １.発行済株式の種類及び総数に関する事項 

発行済株式 
の種類  

普通株式(千株)

前連結会計年度末株式数 11,215

当連結会計年度増加株式数 ―

当連結会計年度減少株式数 ―

当連結会計年度末株式数 11,215

 

２.自己株式の種類及び株式数に関する事項 

自己株式の 
種類  

普通株式(株) 

前連結会計年度末株式数 29,320

当連結会計年度増加株式数 4,030

当連結会計年度減少株式数 ―

当連結会計年度末株式数 33,350

(注)当連結会計年度増加株式数は単元未満株式の買取り

によるものであります。 

 

３.配当に関する事項 

配当金支払額 

平成18年５月12日開催の定時株主総会において次の

とおり決議しております。 

普通株式の配当に関する事項 

①配当金の総額 111,863千円

②１株当たり配当額 10円

③基準日 平成18年２月20日

④効力発生日 平成18年５月15日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成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) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,310,217千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△210,000 

現金及び現金同等物 1,100,217 
   

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,120,665千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

― 

現金及び現金同等物 1,120,665 
   

 

(リース取引関係) 

 

項目 
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) 

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（借主側） 

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 
  

 
什器備品 
(千円) 

取得価額 
相当額 

78,707 

減価償却 
累計額相当額

74,060 

期末残高 
相当額 

4,647 
  

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 
  

  
什器備品 
(千円) 

取得価額 
相当額 

9,285 

減価償却 
累計額相当額 

9,130 

期末残高 
相当額 

154 
  

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 4,670千円

１年超 ― 

合計 4,670 
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

   該当事項はありません。 

 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 38,993千円

減価償却費相当額 35,240 

支払利息相当額 914 
 

③ 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 3,358千円

減価償却費相当額 3,159 

支払利息相当額 78 
 

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

  ・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 減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

   ・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。 

  ・利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

該当事項はありません。 

 

３ 時価評価されていない有価証券 

 

 
前連結会計年度 

(平成18年２月20日) 
当連結会計年度 

(平成19年２月20日) 

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 
非上場株式 

15,300 8,100 

（注）当連結会計年度末において、その他有価証券で時価評価されていない株式について7,199千円の 

   減損処理を行っております。 
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

 

前連結会計年度 
(自 平成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) 

① 取引の内容及び利用目的等 

当社は、通常の営業過程における輸入取引の為替相

場の変動によるリスクを軽減するため、先物為替予

約取引を行っております。 

  なお、「取引の時価等に関する事項」における先物

為替予約のうち、期末に外貨建買掛金に振り当てら

れているものについては、当該外貨建金銭債務の換

算を通じて連結財務諸表上に計上されているので、

開示の対象には含まれておりません。 

当社は、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。 

  ヘッジ会計の方法 

  為替予約が付されている外貨建金銭債務等について

は、振当処理を行っております。 

  ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ・ヘッジ手段 

    為替予約取引 

  ・ヘッジ対象 

    外貨建金銭債務等 

  ヘッジ方針 

輸入取引の為替相場の変動によるリスクを軽減す

る目的で先物為替予約取引を行い、キャッシュ・

フローを固定化しております。 

ヘッジの有効性評価の方法 

  振当処理を行った為替予約は有効性の評価を省略

しております。 

① 取引の内容及び利用目的等 

 

 

同左 

   

② 取引に対する取組方針 

先物為替予約取引については、主としてドル建ての

仕入契約をヘッジするためのもので外貨建買掛金及

び成約高の範囲で行うこととしております。 

② 取引に対する取組方針 

 

同左 

③ 取引に係るリスクの内容 

  先物為替予約取引は、将来のキャッシュ・フローを

確定するものであるため市場リスクを限定しており

ます。 

  当社のデリバティブ取引の契約先は、信用度の高い

国内の銀行であるため、相手先の契約不履行による

いわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断してお

ります。 

③ 取引に係るリスクの内容 

 

 

同左 

④ 取引に係るリスク管理体制 

  先物為替予約取引の契約はレギュラー事業部で行わ

れており、所属長の決裁を受けております。また、

先物為替予約残高の状況は、毎月、経理グループに

報告されております。 

④ 取引に係るリスク管理体制 

先物為替予約取引の契約は営業部で行われてお

り、所属長の決裁を受けております。また、先物

為替予約残高の状況は、毎月、経理グループに報

告されております。 
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２ 取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

前連結会計年度 (平成18年２月20日) 

「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債務等に振り当てた為替予約取引については、

記載を省略しております。 

 

当連結会計年度 (平成19年２月20日) 

「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債務等に振り当てた為替予約取引については、

記載を省略しております。 
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(退職給付関係) 

前連結会計年度 

 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は規約型企業年金制度、国内連結子会社は退職一時金制度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) 
 

(1) 退職給付債務 △1,652,480千円

(2) 年金資産 597,175千円

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2) △1,055,305千円

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 165,751千円

(5) 未認識数理計算上の差異 68,761千円

(6) 未認識過去勤務債務 △348,441千円

(7) 退職給付引当金 (3)＋(4)＋(5)＋(6) △1,169,233千円
 

(注)  国内連結子会社は退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。 

 

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) 
 

(1) 勤務費用 79,821千円

(2) 利息費用 25,419千円

(3) 期待運用収益 △11,889千円

(4) 会計基準変更時差異の費用処理額 16,575千円

(5) 未認識数理計算上の差異の費用処理額 62,064千円

(6) 過去勤務債務の費用処理額 △69,440千円

(7) 退職給付費用 (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6) 102,550千円
 

 

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 

(2) 割引率 1.5％ 

(3) 期待運用収益率 2.0％  

(4) 数理計算上の差異の処理年数 

 

 

６年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定額法により、翌連結会計

年度から費用処理することとしております。) 

(5) 過去勤務債務の額の処理年数 ６年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定額法により費用処理する

こととしております。) 

(6) 会計基準変更時差異の処理年数 15年 
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当連結会計年度 

 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は規約型企業年金制度、国内連結子会社は退職一時金制度を採用しております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成19年２月20日) 
 

(1) 退職給付債務 △1,648,828千円

(2) 年金資産 603,447千円

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2) △1,045,380千円

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 149,176千円

(5) 未認識数理計算上の差異 9,632千円

(6) 未認識過去勤務債務 △274,965千円

(7) 退職給付引当金 (3)＋(4)＋(5)＋(6) △1,161,537千円
 

(注)  国内連結子会社は退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項(自平成18年２月21日 至平成19年２月20日) 
 

(1) 勤務費用 69,619千円

(2) 利息費用 24,778千円

(3) 期待運用収益 △11,943千円

(4) 会計基準変更時差異の費用処理額 16,575千円

(5) 未認識数理計算上の差異の費用処理額 59,129千円

(6) 過去勤務債務の費用処理額 △73,475千円

(7) 退職給付費用 (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6) 84,683千円
 

 

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 

(2) 割引率  1.5％ 

(3) 期待運用収益率  2.0％  

(4) 数理計算上の差異の処理年数 

 

 

６年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定額法により、翌連結会計

年度から費用処理することとしております。) 

(5) 過去勤務債務の額の処理年数 ６年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定額法により費用処理する

こととしております。) 

(6) 会計基準変更時差異の処理年数 15年 
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(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 
(平成18年２月20日) 

当連結会計年度 
(平成19年２月20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 

繰延税金資産 

 税務上の繰越欠損金 4,905,450千円

 貸倒引当金損金算入限度超 
 過額 

526,150 

 未払事業税 15,196 

 賞与引当金 34,500 

 退職給付引当金 470,332 

減損損失 59,426 

 ゴルフ会員権評価損 8,548 

 その他 72,218 

  小計 6,091,825 

 回収懸念額 △6,087,512 

  繰延税金資産合計 4,312 

  

繰延税金負債  

 特別償却準備金 △1,043 

  繰延税金負債合計 △1,043 

  繰延税金資産の純額 3,268 

  

流動資産-繰延税金資産 3,677 

固定負債-繰延税金負債 △408 
  

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 

 税務上の繰越欠損金 3,533,571千円

 貸倒引当金損金算入限度超 
 過額 

455,592 

 未払事業税 7,530 

 賞与引当金 38,409 

 退職給付引当金 467,225 

減損損失 50,670 

 ゴルフ会員権評価損 8,548 

 その他 68,370 

  小計 4,629,919 

 回収懸念額 △4,625,120 

  繰延税金資産合計 4,798 

  

繰延税金負債  

 特別償却準備金 △789 

  繰延税金負債合計 △789 

  繰延税金資産の純額 4,008 

  

流動資産-繰延税金資産 

固定資産-繰延税金資産 

4,078 

206 

固定負債-繰延税金負債 △275 
  

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 

 法定実効税率 40.2％

 (調整) 

 住民税均等割 35.5％

 繰延税金資産に対する評価性 
引当額等 

△39.8％

 税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

35.9％

  

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 

 法定実効税率 40.2％

 (調整) 

 住民税均等割 23.2％

 繰延税金資産に対する評価性 
引当額等 

△38.9％

 税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

24.5％
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年２月21日 至 平成18年２月20日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「婦

人服小売業等」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。 

 

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) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「婦

人服小売業等」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。 

 

【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) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合

がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

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) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合

がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【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) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

 

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) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 
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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) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 
資本金 
(千円) 

事業の内容 

議決権等の 
所有(被所有)

割合 
（％） 役員の兼任等 事業上の関係 

ユニー(株) 愛知県稲沢市 10,129,253 総合小売業 
(被所有) 
   直接60.6

(兼任) １名 
資金貸借契約及び
店舗の出店契約 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

売上高 ― 売掛金(デベロッパー預け金) 36,294

長期差入保証金 183,778営業取引 

家賃共益費等 129,281

未払費用 2,477

短期借入金 800,000

未払費用 6,459

親会社 

営業取引以外の取引 資金の借入及び利息支払 5,421,428

長期借入金 1,000,000

(注) 借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。返済条件は、短期借入金については１年内に

資金需給を勘案して返済し、長期借入金については７年一括返済としております。なお、担保は提供して

おりません。 

 

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 親会社及び法人主要株主等 

 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 
資本金 
(千円) 

事業の内容 

議決権等の 
所有(被所有)

割合 
（％） 役員の兼任等 事業上の関係 

ユニー(株) 愛知県稲沢市 10,129,253 総合小売業 
(被所有) 
   直接60.6

(兼任) １名 
資金貸借契約及び
店舗の出店契約 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

売上高 ― 売掛金(デベロッパー預け金) 36,294

長期差入保証金 207,982営業取引 

家賃共益費等 173,493

未払費用 2,957

未払費用 6,283

親会社 

営業取引以外の取引 資金の借入及び利息支払 4,715,187
長期借入金 1,000,000

(注) 借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。返済条件は、短期借入金については１年内に

資金需給を勘案して返済し、長期借入金については７年一括返済としております。なお、担保は提供して

おりません。 
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 (１株当たり情報) 

 

項目 
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) 

１株当たり純資産額 185円29銭 214円56銭

１株当たり当期純利益 22円04銭 39円42銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

（追加情報） 

 「１株当たり当期純利益に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第４号）が平成18年１月

31日付で改正されたことに伴い、当

連結会計年度から繰延ヘッジ損益

（税効果調整後）の金額を普通株式

に係る期末の純資産額に含めており

ます。 

 なお、前連結会計年度末において

採用していた方法により算定した当

連結会計年度末の１株当たり純資産

額は214円61銭であります。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 

 
前連結会計年度末 
(平成18年２月20日) 

当連結会計年度末 
(平成19年２月20日) 

純資産の部の合計額(千円) ― 2,402,703

純資産の部の合計額から控除する
金額(千円) 

― 3,419

（うち少数株主持分） ― (3,419)

普通株式に係る期末の純資産額 
(千円) 

― 2,399,283

１株当たり純資産額の算定に用い
られた期末の普通株式の数(千株) 

― 11,182

 

２ １株当たり当期純利益 

 

 
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) 

当期純利益(千円) 246,619 440,843

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円） 246,619 440,843

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,187 11,184
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(重要な後発事象) 

    該当事項はありません。 

 

⑥ 連結附属明細表 

社債明細表 

該当事項はありません。 

 

借入金等明細表 

 

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

平均利率(％) 返済期限 

短期借入金 5,300,000 4,200,000 0.620 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 ― ― ― ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

1,000,000 1,000,000 1.313
一括返済 

平成23年２月27日 

その他の有利子負債 ― ― ― ― 

合計 6,300,000 5,200,000 ― ― 

(注) 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する約定利率を記載しております。 

 

(2) その他 

該当事項はありません。 
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5 販売実績 
 

 
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) 

区分 売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

レディース
小売部門 

ドレス・アウター 3,154,199 14.0 3,287,582 15.1

 布帛トップス 2,006,875 8.9 1,458,530 6.7

 セータートップス 2,122,506 9.5 2,473,336 11.4

 カットソートップス 5,222,303 23.2 5,103,420 23.4

 スカート・パンツ 5,103,126 22.7 4,644,216 21.3

 ファッション雑貨他 2,880,514 12.8 3,185,959 14.6

 小計 20,489,526 91.1 20,153,046 92.5

メンズ小売
部門 

商品売上高 2,010,905 8.9 1,641,049 7.5

衣料卸売部
門 

商品売上高 4,648 0.0 6,942 0.0

合計 22,505,080 100.0 21,801,038 100.0

(注) １ 金額は販売価格によります。 

２ 表示金額の記載につきましては、千円未満を切り捨てて表示しております。 

３ 「ファッション雑貨他」には、水着等が含まれております。 

４ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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