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決算取締役会開催日 平成 19 年４月 11 日 
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親会社等における当社の議決権所有比率 51.7％ 
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３月１日～平成 19 年２月 28 日） 
(1)連結経営成績 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
19 年２月期 22,089 

21,249 
4.0 244 △14.7 285 △36.8 

18 年２月期 21,249 
 

5.6 286 ― 451 ― 
 
 

当期純利益 1 株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経 常 利 益 率 

売 上 高 
経 常 利 益 率 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 
19 年２月期 
18 年２月期 

266 ―
5.

6 41 ― ― 1.1 1.0 1.3 
18 年２月期 △125 ― △3 04 ― ― △0.5 

 
1.6 
 

2.1 
 (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  41,547,853 株     18 年２月期  41,336,882 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 

 百万円 百万円 ％ 円 銭
19 年２月期 28,557 23,915 83.7 573 97 
18 年２月期 28,737 24,078 83.8 583 10 
(注) 期末発行済株式数(連結) 19 年２月期  41,660,972 株    18 年２月期   41,294,808 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          

 百万円 百万円 百万円 百万円 
19 年２月期 923 2,980 △461 15,675 
18 年２月期 1,068 △130 △283 12,225 
 
(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    ３社 持分法適用非連結子会社数   ―社 持分法適用関連会社数  ―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 

 
２．19 年８月期の連結業績予想（平成 19 年３月１日～平成 19 年８月 31 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円 

通   期 
(平成 19 年３月 １日から 
平成 19 年８月 31 日まで) 

11,102 198 69 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）    1 円 66 銭 
   平成 19 年８月期は決算期変更のため、６ヶ月決算となります。  

上記に記載した予想数値は、現時点で予想可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な
要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 なお、上記予想に関する事項は、添付資料の８ページを参照して下さい。 
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１１１１    企業集団の状況企業集団の状況企業集団の状況企業集団の状況    

当社グループは、株式会社ファーストリテイリング、当社、連結子会社３社で構成され、ファッショ

ン性の高い婦人服と雑貨の販売を主な内容として事業活動を行っております。また、当社は、「ザジ」、

「リアルリッシュ」、「イー・エー・ピー」、「アンラシーネ」等を、それぞれ単独でもしくはいくつかの

ブランドを複合化し、全国に 213 店舗（平成 19 年２月 28 日現在）を展開しております。 

 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

                             

                               

 

 

 

                       商品の供給 

                       （商社経由） 

           業務提携 

 

       

研修センター 

運営管理の委託 

 

 

親会社と連結子会社は次のとおりであります。    

 親会社 

  株式会社ファーストリテイリング･････株式会社ユニクロ、株式会社ワンゾーン等の株式又は 

                    持分の所有によるグループ全体の事業活動の支配・管理等 

 連結子会社 

株式会社 エディカ･････････････････研修センターの運営管理 

上海凱賓時装有限公司･･･････････････婦人服の製造・卸・小売 

上海凱海貿易有限公司･･･････････････一般貿易業務、衣料品の製造・卸・小売 

 
 

顧         客 

 
 

 

当 社 

連結子会社 
上海凱賓時装有限公司 
上海凱海貿易有限公司 

連結子会社 
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２２２２    経営方針経営方針経営方針経営方針    

（１）会社の経営の基本方針（１）会社の経営の基本方針（１）会社の経営の基本方針（１）会社の経営の基本方針    
当社は、企業の目的はお客様満足にあると考え、全ての女性がもっとおしゃれになり、豊かな心と充

実したライフスタイルを実現していただくために、流行を程よく取り入れ、お客様が今一番求められて

いる商品を心温まるサービスと魅力的な価格でご提供してまいります。 

また、当社で取り組んでいる全てのベクトルをお客様に注ぎ込み、お客様満足に結びつかないことは

徹底的に排除し、高効率な経営を目指してまいります。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針（２）会社の利益配分に関する基本方針（２）会社の利益配分に関する基本方針（２）会社の利益配分に関する基本方針    
当社は、株主の皆様に安定的な利益還元を行うことを経営の基本方針としております。 

平成 9 年 2 月期より業績動向と財務状態等を総合的に勘案し無配とさせていただいておりましたが、

平成 14 年 7 月より、その他資本剰余金を原資として、自己株式の買付を実施するとともに、株主の皆

様のご支援にお応えすべく第 33 期（平成 15 年 2 月期）から配当を継続して実施いたしております。 

今後につきましても、業績動向や財務状況と将来の経営基盤づくりのための投資等を十分に勘案した

上で、自己株式の取得や配当等を検討し、積極的な利益還元策が実施できるよう努力してまいる所存で

あります。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

  当社は、投資単位の引下げ（「１株当たり株価の引下げ」及び「市場における売買単位の引下げ」）に

つきましては、最低投資金額の引下げにより投資家層が拡大するなど、株式市場の流動化・活性化に寄

与できる施策であると考えております。当社におきましても当社株式の株価の推移を勘案し、投資単位

の引下げを適宜検討することとしております。 

 

（（（（４４４４）中長期的な会社の経営戦略）中長期的な会社の経営戦略）中長期的な会社の経営戦略）中長期的な会社の経営戦略    

当社の中期的な経営戦略につきましては、現在展開しております事業領域において「選択と集中によ

る経営効率の向上」および「マーケットイン型事業運営の強化」によるバランスのあるブランド展開を

図ってまいります。 
また、中期事業計画達成に向け、事業計画の遂行を適切に推進する組織と支援体制を確保し、計画達

成に努めてまいります。 
具体的には、 

・ 効果的なブランド統合並びに不採算店舗の整理撤退を実施し、経営資源の集中を図る。 
・ エレガンス業態とカジュアル業態の２つのゾーンで４つのブランドを基幹ブランドとして強化し、

スケールメリットを生かした経費の適正化と売上総利益率の向上による収益向上を図る。 

・ マーケットイン型事業運営を強化すると共に、プロダクトアウト型ブランドとのバランスを図り、

顧客ニーズおよび立地にきめ細かく対応できるブランド展開を図る。 

・ 顧客に一番近い店舗（店長/販売ｽﾀｯﾌ）の意見を効率的にＭＤ・商品企画に反映させ、現場の力を最
大限に活かしたマーケットイン型プロセスを構築し、より顧客ニーズへの対応強化を図る。 

・ 積極的なスクラップ＆ビルドを継続して行い、店舗立地環境への対応を強化し収益性の向上を図る。 
・ 親会社であります株式会社ファーストリテイリングの支援を受け、同社の経営資源及びノウハウを
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積極的に活用し、収益性や成長性のより一層の拡大をを図る。 
 

（４）会社の対処すべき課題（４）会社の対処すべき課題（４）会社の対処すべき課題（４）会社の対処すべき課題    
今後の国内経済は、企業収益の更なる拡大が期待できますものの、これが個人所得環境の改善に反

映され個人消費の向上に結び付くかが、本格的な景気回復と持続性の鍵を握るものと思われます。 

婦人服小売業界におきましては、お客様の商品とサービスの価値を見極める目は更に研ぎ澄まされ、

企業の優勝劣敗が更に鮮明になるものと思われます。 

このような状況の下で当社グループの婦人服小売事業においては、「人材強化」、「仕入原価低減」、

「集客倍増」を重要課題として、経営基盤の強化と事業の拡大を目指してまいります。 

1）人材強化 

①社外から積極的に人材を採用し、組織の機能強化に取り組んでまいります。 

②店長会等を通じて店長及びエリアマネージャーの教育を強化し、「現場力」のボトムアップを図

ってまいります。 

2）仕入原価低減 

①お取引先との取り組み体制の強化により、原材料費及び工賃を適正に低減してまいります。 

②年間の計画生産を徹底し、生産工程における効率性の向上を図ってまいります。 

3）集客倍増 

①店頭から吸い上げたお客様情報に基づき商販一体で商品計画を立案し、他と差別化された商品と

スタイリングを提案いたします。 

②商品計画と連動して、シーズンイベントをきめ細かくスケジュール化する販促計画と、商品計画

及び販促計画を効果的に店頭で展開していくための販売計画を立案し実行いたします。 

③プレス活動を強化して雑誌等での視認性を高め、ブランドの認知度やイメージの向上を図ってま

いります。 
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（５）親会社等に関する事項（５）親会社等に関する事項（５）親会社等に関する事項（５）親会社等に関する事項    

 （平成 19 年２月 28 日現在） 

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 

株式会社ファーストリテイリング 親会社 51.7 
株式会社東京証券取引所 

市場第一部 

１） 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や

人的・資本的関係 

  当社及び親会社の企業グループはアパレル販売を行う事業を営んでおります。このうち当社は

ファッション性の高い婦人服と雑貨の販売を主な内容として事業活動を行っており、親会社の企

業グループの１事業領域を担っております。当社の事業を推進するに当たり、親会社の企業グル

ープとの一定の協力関係を保つ必要があると認識しております。そこで当社には親会社の経営資

源やノウハウを積極的に活用することを目的として、親会社及び親会社の企業グループとの兼任

取締役２名、兼任監査役１名が就任しております。また親会社のノウハウの定着を目的として親

会社及び親会社の企業グループから５名を出向者として受け入れております。 

２） 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそ

のグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等 

当社は親会社と業務提携契約を締結しております。このような中、当社の取締役５名のうち兼

任取締役２名は親会社の経営方針などが当社の経営方針の決定等について、影響を及ぼし得る状

況にあります。 

３） 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそ

のグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

がある中における親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 

当社は、親会社の企業グループと類似した事業を営んでおりますが、当社はファッション性の

高い婦人服と雑貨の販売を専門に行う点で明確な事業の棲分けがなされており、親会社の企業グ

ループから当社の自由な事業活動を阻害される状況にはないと考えております。また、当社は親

会社との業務提携契約を通じて親会社の経営資源やノウハウを活用することを目的として、親会

社から兼任取締役が就任しておりますが、当社の取締役のうち親会社及び親会社の企業グループ

との兼任取締役は２名と半数に至る状況にはなく、その就任は当社からの要請に基づくものであ

ることから、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。また親会社のノウハウの定

着を目的として親会社及び親会社の企業グループから５名を出向者として受け入れておりますが、

これは当社の経営体質の強化を目的として当社が依頼したものであります。 

４） 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

当社は親会社の企業グループと緊密な協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、

親会社の企業グループとの事業の棲分けがなされており、親会社及び親会社の企業グループ兼任

取締役の就任状況や出向者の状況は、独自の経営判断を妨げるほどのものではなく、一定の独立

性が確保されていると認識しております。 
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３３３３    経営成績及び財政状態経営成績及び財政状態経営成績及び財政状態経営成績及び財政状態    

（１）（１）（１）（１）    経営成績経営成績経営成績経営成績    
当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景に設備投資が増加し雇用環境が改善

され、また、個人消費の持ち直しの動きが見られるなど、景気は緩やかな回復基調で推移しました。 

当社グループが主に事業を展開する婦人服小売業界におきましては、多様化するお客様のライフス

タイルにきめ細かく対応し、提案力のある商品とサービスを安定的に提供できる企業のみが生き残れ

る厳しい経営環境が続きました。 

このような状況の中で当社グループの婦人服小売事業は、前期においてブランドの整備と利益体質

の改善を推し進めた成果が徐々に出てまいりましたことから、当期においては「収益性の向上」と「成

長力の増進」を重点課題として事業の適正な拡大を進めてまいりました。 

「収益性の向上」につきましては、中国を中心に海外生産比率をより一層向上させるとともに、海

外生産地における生地の使用と一括発注により原材料の調達方法を見直し、仕入原価率の低減を図っ

てまいりました。 

「成長力の増進」につきましては、これまでと比較して売場面積を拡大した店舗の出店によりブラ

ンドの提案力を強化するとともに店舗運営の効率化や収益性の向上に取り組んでまいりました。また、

新規出店を積極的に推し進めるとともに、インターネット販売やカタログ販売などによる販路の拡大

にも取り組んでまいりました。 

店舗網につきましては、主力ブランドの「ザジ」、「イー・エー・ピー」、「アンラシーネ」の単独ブ

ランド店舗及び複合ブランド店舗の出店を中心として、新規に 40 店舗を開設する一方、店舗を取り巻

く市場環境の変化により収益改善が困難である 14 店舗を閉鎖いたしました。その結果、当連結会計年

度末の店舗数は、前連結会計年度末と比較して 26 店舗増加し 213 店舗となりました。なお、既存店舗

の活性化を図るなどのことから 27 店舗の改装及び改修を実施いたしました。 

営業の状況につきましては、エレガンス業態において立地別ブランド展開を整備してまいりました

が、「ザジ」と「リアルリッシュ」はブランド基軸が確立され、市場のトレンドがエレガンス傾向にあ

りましたことも要因となり堅調に推移いたしました。一方、「イー・エー・ピー」はカジュアル市場に

おける競争激化の影響を受け、また、「アンラシーネ」はヤングミセス・カジュアル市場に新規参入の

競合ブランドが急増したことにより苦戦いたしました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は、22,089 百万円（前連結会計年度比 4％増）となり、前連結

会計年度と比較して 840 百万円増加いたしました。売上総利益は、売上高が増加しましたので前連結

会計年度に比較して 312 百万円多い 11,126 百万円となりましたが、売上総利益率につきましては、調

達方法の見直しにより値入率の向上を図る一方で、アウター及びニットの主力販売商品を含めた秋冬

物商品の動きが鈍く、売上高及び売上総利益の確保のために実施した売価の変更や在庫評価損の影響

により、前連結会計年度に比較して 0.5 ポイント低下しました。販売費及び一般管理費は、効率的な

経費の使用に努めてまいりましたが、店舗の新規出店と店舗数の拡充に伴い前連結会計年度に比較し

て 354 百万円増加して 10,881 百万円となりました結果、営業利益は前連結会計年度に比較して 42 百

万円少ない 244 百万円となりました。 

営業外損益は 40 百万円のプラスとなりましたが、投資有価証券売却による受取配当金の減少等の結

果、経常利益は前連結会計年度に比較して 166 百万円少ない 285 百万円となりました。 

特別損益は、減損損失 1,471 百万円をはじめ新システム移行費用 99 百万円等の特別損失 1,857 百万
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円を計上しましたが、代々木本社事務所ビル等の固定資産売却益 1,375 百万円や投資有価証券売却益

509 百万円等の特別利益 1,916 百万円を計上しました。その結果、当期純利益は 266 百万円（前連結会

計年度は 125 百万円の当期純損失）となりました。 

 

（２）（２）（２）（２）    財政状態財政状態財政状態財政状態    

当連結会計年度末の財政状態につきましては、総資産 28,557 百万円（前連結会計年度末比 179 百万

円減）、負債の部合計 4,642 百万円（同 14 百万円減）となり、純資産合計は 23,915 百万円（同 164 百

万円減）となりました。 

（キャッシュ・フローの状況）（キャッシュ・フローの状況）（キャッシュ・フローの状況）（キャッシュ・フローの状況）    

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローは 923 百万円の

収入、投資活動によるキャッシュ・フローは 2,980 百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

は 461 百万円の支出となったため、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度

末に比較して 3,450 百万円増加して、当連結会計年度末は 15,675 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）（営業活動によるキャッシュ・フロー）（営業活動によるキャッシュ・フロー）（営業活動によるキャッシュ・フロー）    

営業活動による資金の収入は 923 百万円となりました。これは、固定資産売却益 1,375 百万円、投資

有価証券売却益 509 百万円、たな卸資産の増加額 289 百万円の資金の支出がありましたが、税金等調整

前当期純利益を 343 百万円計上し、減価償却費 543 百万円、減損損失 1,471 百万円、固定資産売除却損

154 百万円、仕入債務の増加額 273 百万円等の収入がありましたためです 

（投資活動によるキャッシュ・（投資活動によるキャッシュ・（投資活動によるキャッシュ・（投資活動によるキャッシュ・フロー）フロー）フロー）フロー）    

投資活動による資金の収入は 2,980 百万円となりました。これは、敷金及び差入保証金の支払額 702

百万円、有形固定資産の取得による支出 1,528 百万円、無形固定資産の取得による支出 186 百万円の減

少要因がありましたが、有形固定資産の売却による収入 2,058 百万円、投資有価証券の売却による収入

2,112 百万円、敷金及び保証金の返還額 1,169 百万円の増加要因がありましたためです。 

（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）（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）    

財務活動による資金の支出は 461 百万円となりました。これは、新株予約権の行使による収入 189 百

万円がありましたが、短期借入金の返済による減少額 390 百万円や親会社による配当金の支払額 208 百

万円があったことが主な要因であります。 

 

なお、当社企業グループのキャッシュ・フロー指標の推移は、以下のとおりであります。 

 平成16年2月期 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 86.6％ 84.4％ 83.8％ 83.7％ 

時価ベースの自己資本比率 24.2％ 48.5％ 66.1％ 79.5％ 

債務償還年数 ― ― 0.4 年 ― 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ ― ― 139.3 倍 ― 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

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 

1. 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。 
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2. 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し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）（３）（３）（３）    次期次期次期次期の見通しの見通しの見通しの見通し    

次期の見通しにつきましては、「２ 経営方針（４）会社の対処すべき課題」に記載しましたように、

「人材強化」、「仕入原価低減」、「集客倍増」を重要な課題として捉え、親会社のノウハウや支援体制を

有効に活用しながら、その実現に取り組んでまいります。 
なお、平成 18 年 10 月 26 日開催の臨時株主総会で決議されました事業年度変更に伴い、提出会社の

次期事業年度は平成 19 年３月１日から平成 19 年８月 31 日の６ヶ月間となりました。 

事業年度変更に伴う次期の連結業績見通しは、売上高11,102百万円（前中間連結会計期間比7.3％増）、

経常利益 198 百万円（前中間連結会計期間比 31.6％増）、当期純利益 69 百万円（前中間連結会計期間

559 百万円の当期純損失）を見込んでおります。 

なお提出会社の業績見通しは、売上高 11,102 百万円（前中間会計期間比 11.8％増）、経常利益 206 百

万円（前中間会計期間比 65.7％増）、当期純利益 80 百万円（前中間会計期間 583 百万円の当期純損失）

を見込んでおります。 
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１【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28日) 

当連結会計年度 
(平成19年２月28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  12,281,358   15,681,463  

２ 受取手形及び売掛金   555,960   654,843  

３ たな卸資産   1,040,873   1,330,175  

４ その他   939,963   318,609  

 貸倒引当金   △902   △302  

流動資産合計   14,817,252 51.6  17,984,789 63.0 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物及び構築物 ※１ 7,136,054   6,151,644   

減価償却累計額  3,791,677 3,344,376  3,456,287 2,695,356  

(2) 什器及び備品  728,026   708,072   

減価償却累計額  495,792 232,234  477,564 230,508  

(3) 土地 ※１  2,014,218   1,453,598  

(4) その他   26,654   180,788  

有形固定資産合計   5,617,483 19.5  4,560,252 16.0 

２ 無形固定資産   432,784 1.5  631,395 2.2 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   2,257,596   3,329  

(2) 差入保証金   1,883,911   1,677,585  

(3) 敷金   3,029,339   3,270,501  

(4) その他   823,989   525,582  

貸倒引当金   △125,120   △95,493  

投資その他の資産合計   7,869,715 27.4  5,381,505 18.8 

固定資産合計   13,919,983 48.4  10,573,153 37.0 

資産合計   28,737,235 100.0  28,557,943 100.0 
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  前連結会計年度 

(平成18年２月28日) 
当連結会計年度 
(平成19年２月28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   2,509,111   2,864,487  

２ 短期借入金 ※１  389,436   ―  

３ 未払費用   564,248   698,660  

４ 賞与引当金   95,525   85,124  

５ 事業整理損失引当金   ―   10,500  

６ その他   436,390   631,996  

流動負債合計   3,994,711 13.9  4,290,767 15.0 

Ⅱ 固定負債        

１ 繰延税金負債   228,009   ―  

２ 退職給付引当金   187,196   138,744  

３ 役員退職給与引当金   6,670   ―  

４ その他   240,316   212,948  

固定負債合計   662,191 2.3  351,692 1.3 

負債合計   4,656,903 16.2  4,642,460 16.3 

(少数株主持分)        

少数株主持分   1,519 0.0  ― ― 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※２  15,174,337 52.8  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金   9,432,295 32.8  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金   △176,945 △0.6  ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   370,395 1.3  ― ― 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △12,945 △0.0  ― ― 

Ⅵ 自己株式 ※３  △708,323 △2.5  ― ― 

資本合計   24,078,813 83.8  ― ― 

負債、少数株主持分 
及び資本合計   28,737,235 100.0  ― ― 
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  前連結会計年度 

(平成18年２月28日) 
当連結会計年度 
(平成19年２月28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   ― ―  15,174,337  

２ 資本剰余金   ― ―  8,609,325  

３ 利益剰余金   ― ―  187,063  

４ 自己株式   ― ―  △52,366  

株主資本合計   ― ―  23,918,360 83.8 

Ⅱ 評価・換算差額等        

 為替換算調整勘定   ― ―  △6,139  

評価・換算差額等合計   ― ―  △6,139 △0.1 

Ⅲ 少数株主持分   ― ―  3,262 0.0 

純資産合計   ― ―  23,915,482 83.7 

負債純資産合計   ― ―  28,557,943 100.0 
        

 



ファイル名:070_0153500101905.doc 更新日時:07/04/10 22:11 印刷日時:07/04/11 10:05 

―   ― 12

② 【連結損益計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28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   21,249,213 100.0  22,089,552 100.0 
Ⅱ 売上原価   10,435,612 49.1  10,963,307 49.6 

売上総利益   10,813,600 50.9  11,126,245 50.4 
Ⅲ 販売費及び一般管理費        
１ 給与手当  3,395,103   3,595,034   
２ 賞与  183,298   165,524   
３ 賞与引当金繰入額  83,565   84,389   
４ 退職給付費用  175,816   57,987   
５ 店舗家賃  2,420,933   2,520,851   
６ 賃借料  502,464   337,674   
７ 減価償却費  483,659   528,156   
８ その他  3,282,057 10,526,899 49.5 3,592,078 10,881,695 49.3 

営業利益   286,700 1.4  244,549 1.1 
Ⅳ 営業外収益        
１ 受取利息  1,049   2,736   
２ 受取配当金  107,503   17,275   
３ 不動産賃貸料  39,360   39,186   
４ その他  31,503 179,416 0.8 8,270 67,468 0.3 

Ⅴ 営業外費用        
１ 支払利息  7,613   10,254   
２ 転貸店舗費用  3,409   4,549   
３ 為替差損  ―   10,017   
４ その他  3,592 14,616 0.1 2,053 26,876 0.1 

経常利益   451,500 2.1  285,142 1.3 
Ⅵ 特別利益        
１ 固定資産売却益 ※１ ―   1,375,831   
２ 投資有価証券売却益  371,402   509,916   
３ 役員保険解約返戻益  ―   7,432   

４ 退店転貸店舗解約益  ―   2,000   

５ ゴルフ会員権売却益  ― 371,402 1.8 21,388 1,916,568 8.7 
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前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅶ 特別損失        
１ 固定資産売除却損 ※２ 352,117   154,582   
２ 敷金保証金解約損  49,232   6,249   
３ 投資有価証券売却損  2,393   30,982   
４ 貸倒引当金繰入額 ※３ 29,377   ―   
５ 社員早期退職加算金  44,366   61,348   
６ 固定資産評価損 ※４ 331,945   ―   
７ 貸倒損失  ―   13,087   
８ 商品評価損  53,000   ―   
９ 関係会社整理損  6,220   ―   
10 減損損失 ※５ ―   1,471,129   
11 事業整理損失引当金 
繰入額 

 ―   10,500   

12 本社移転費用  ―   10,196   
13 新システム移行費用  ― 868,654 4.1 99,787 1,857,862 8.4 
税金等調整前当期純利益
又は純損失(△)   △45,751 △0.2  343,848 1.6 

法人税、住民税及び 
事業税   78,376 0.4  76,067 0.3 

少数株主利益   1,627 0.0  1,478 0.1 
当期純利益 
又は純損失(△)   △125,755 △0.6  266,303 1.2 
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③ 【連結剰余金計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   11,267,298 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

 自己株式処分差益  43 43 

Ⅲ 資本剰余金減少高    

１ 利益剰余金への振替額  1,628,146  

２ 配当金  206,899 1,835,046 

Ⅳ 資本剰余金期末残高   9,432,295 

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △1,679,335 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

資本剰余金からの振替額  1,628,146 1,628,146 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

当期純損失  125,755 125,755 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   △176,945 
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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３月１日 至 平成19年２月28日) 
 

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 

平成18年２月28日残高(千円) 15,174,337 9,432,295 △176,945 △708,323 23,721,364 

連結会計年度中の変動額      

 剰余金の配当 (注)  △206,474   △206,474 

 資本剰余金から利益剰余金への 
 振替 (注)  △97,705 97,705  ― 

 当期純利益   266,303  266,303 

 自己株式の取得    △53,675 △53,675 

 自己株式の処分  100,261  90,580 190,842 

 自己株式の消却  △619,051  619,051 ― 

 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) ― △822,970 364,009 655,957 196,996 

平成19年２月28日残高(千円) 15,174,337 8,609,325 187,063 △52,366 23,918,360 

 

評価・換算差額等 
 その他有価証券 

評価差額金 
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28日残高(千円) 370,395 △12,945 357,449 1,519 24,080,332 

連結会計年度中の変動額      

 剰余金の配当 (注)     △206,474 

 資本剰余金から利益剰余金への 
 振替 (注)     ― 

 当期純利益     266,303 

 自己株式の取得     △53,675 

 自己株式の処分     190,842 

 自己株式の消却     ― 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) △370,395 6,805 △363,589 1,743 △361,845 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) △370,395 6,805 △363,589 1,743 △164,849 

平成19年２月28日残高(千円) ― △6,139 △6,139 3,262 23,915,482 

 (注) 平成18年５月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３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28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又は純損失(△)  △45,751 343,848 

２ 減価償却費  494,843 543,555 

３ 減損損失  ― 1,471,129 

４ 貸倒引当金の増加額（△減少額）  29,568 △30,228 

５ 賞与引当金の増加額（△減少額）  29,090 △10,400 

６ 退職給付引当金の増加額（△減少額）  69,135 △48,452 

７ 役員退職給与引当金の減少額  △231,850 △6,670 

８ 事業整理損失引当金の増加額  ― 10,500 

９ 受取利息及び配当金  △108,553 △20,012 

10 支払利息  7,613 10,254 

11 貸倒損失  ― 13,087 

12 投資有価証券売却益  △371,402 △509,916 

13 投資有価証券売却損  2,393 30,982 

14 固定資産売却益  ― △1,375,831 

15 固定資産売除却損  352,117 154,582 

16 敷金保証金解約損  49,232 6,249 

17 固定資産評価損  331,945 ― 

18 関係会社整理損  6,220 ― 

19 役員保険解約返戻益  ― △7,432 

20 退店転貸店舗解約益  ― △2,000 

21 ゴルフ会員権売却益  ― △21,388 

22 売上債権の減少額(△増加額)  3,383 △98,883 

23 たな卸資産の減少額(△増加額)  58,763 △289,302 

24 仕入債務の増加額  321,171 273,443 

25 未払消費税等の増加額(△減少額)  95,110 △87,081 

26 その他資産の減少額(△増加額)  △234,136 311,506 

27 その他負債の増加額  149,748 39,413 

28 その他  40,186 105,958 

小計  1,048,833 806,911 
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前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 

31 受取利息及び配当金の受取額  108,553 20,012 

32 支払利息の支払額  △7,673 △9,565 

33 法人税等の支払額  △81,097 △79,215 

34 役員保険の解約による収入  ― 185,819 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,068,615 923,961 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 有価固定資産の取得による支出  △746,802 △1,528,784 

２ 有形固定資産の売却による収入  18,313 2,058,366 

３ 無形固定資産の取得による支出  ― △186,846 

４ 投資有価証券の取得による支出  △1,005,000 ― 

５ 投資有価証券の売却による収入  426,153 2,112,762 

６ 投資有価証券の償還による収入  700,367 22,034 

７ 連結子会社株式の売却による支出 ※２ △7,330 ― 

８ 敷金及び差入保証金の支払額  △332,313 △702,461 

９ 敷金及び差入保証金の返還額  967,899 1,169,767 

10 短期貸付金の純増減額  545 853 

11 長期貸付金による支出  ― △103,080 

12 長期貸付金の回収による収入  1,679 73,608 

13 定期預金の預け入れによる支出  △6,026 △6,026 

14 定期預金の払い戻しによる収入  6,025 56,026 

15 その他  △153,618 14,178 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △130,106 2,980,398 
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前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28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・フロー    

１ 短期借入金の純増減額  △35,150 △390,122 

２ 長期借入金による収入  59,556 ― 

３ 長期借入金の返済による支出  △65,241 ― 

４ 自己株式の買取処分に係る収支  △37,870 △52,112 

５ 新株予約権の行使による収入  ― 189,280 

６ 親会社による配当金の支払額  △205,088 △208,204 

７ 少数株主への配当金の支払額  △167 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △283,961 △461,159 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  10,577 6,903 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  665,126 3,450,103 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  11,560,206 12,225,332 

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 ※１ 12,225,332 15,675,436 
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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 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 連結の範囲に関する事項 
 連結子会社の数  ３社 

連結子会社の名称 
上海凱賓時装有限公司 
上海凱海貿易有限公司 
株式会社エディカ 

なお、株式会社チープシックにつきましては、所
有しておりました全株式を平成18年２月24日付で売
却したため、みなし売却日を当連結会計年度末と
し、連結の範囲から除外しております。 

１ 連結の範囲に関する事項 
 連結子会社の数  ３社 

連結子会社の名称 
上海凱賓時装有限公司 
上海凱海貿易有限公司 
株式会社エディカ 

 

２ 持分法の適用に関する事項 
該当事項はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 
左に同じであります。 

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、上海凱賓時装有限公司及び上海
凱海貿易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当たっては、同社決算日と連
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。 

  なお、上記以外の連結子会社の決算日は、親会社に
一致しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 
 左に同じであります。 

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 
    その他有価証券 
     時価のあるもの 
      決算日の市場価格等に基づく時価法(評価

差額は全部資本直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定)によってお
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 
    その他有価証券 
     時価のあるもの 
      決算日の市場価格等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)によって
おります。 

     時価のないもの 
      移動平均法による原価法によっておりま

す。 

     時価のないもの 
      左に同じであります。 

  ② たな卸資産の評価基準及び評価方法 
    商品  主として総平均法による原価法によっ

ております。 
        ただし、陳腐化商品については、売却 
        可能価額まで評価替を実施し、評価差 

額は、売上原価に算入しております。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法 
  商品  左に同じであります。 
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前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

 (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 建物(建物付属設備を除く)につ

いては定額法、その他について
は定率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 10年～60年 
②無形固定資産 定額法によっております。 

           ただし、ソフトウェア(自社利
用分)については、社内におけ
る利用可能期間(５年)に基づく
定額法によっております。 

 (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 左に同じであります。  

 
 
 
 
 
②無形固定資産 左に同じであります。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 
   貸倒引当金  売上債権等の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権については
貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 
   貸倒引当金  左に同じであります。 

   賞与引当金  従業員の賞与支給に備えるため、
将来の支給見込額のうち当期の負
担額を計上しております。 

   賞与引当金  左に同じであります。 

   退職給付   従業員の退職給付に備えるため、 
引当金    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
496,435千円(益)については、７
年による按分額を費用控除として
おります。 
過去勤務債務は、その発生時の従
業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(７年)による定額法によ
り費用処理しております。 
数理計算上の差異は、各連結会計
年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数
(７年)による定額法により按分し
た額をそれぞれ発生の翌連結会計
年度から費用処理することとして
おります。 

   退職給付   左に同じであります。 
引当金     

 

   役員退職給与 第34期定時株主総会日(平成16年 
引当金    ５月27日開催)をもって役員退職

慰労金制度を廃止いたしました
が、同日以前に在任した役員につ
いては、その日以前の在任期間に
対して内規の効力を有するため、
当該内規に基づく支給見込額を役
員退職給与引当金として計上して
おります。したがって、同日以降
の新規計上は行っておりません。 

――――――――――― 
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前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

―――――――――――    事業整理損失 連結子会社の事業整理に伴う損失 
引当金    に備えるため、当該損失見込額を

計上しております。 
 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 
  外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場
により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。 

  なお、在外子会社等の資産及び負債並びに収益及び
費用は各在外子会社等の決算日の直物為替相場によ
り円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本
の部における為替換算調整勘定に含めております。 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算
の基準 

  外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場
により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。 

  なお、在外子会社等の資産及び負債並びに収益及び
費用は各在外子会社等の決算日の直物為替相場によ
り円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び純資
産の部における為替換算調整勘定に含めておりま
す。 

 (5) 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。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 
  左に同じであります。 

 (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方法 
  消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっ
ております。 

 (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方法 
  左に同じであります。 

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方法は、全面時価
評価法によっております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 
  左に同じであります。 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 
  連結調整勘定は、発生した期の損益として処理して
おります。 

６       ――――――――――― 

７ 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又は損失
処理について、連結会計年度中に確定した利益処分又
は損失処理に基づいて作成しております。 

７      ――――――――――― 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
  連結キャッシュ・フロー計算書における資金(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
つ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。 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
  左に同じであります。 
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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の変更） 
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
 至 平成19年２月28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」
(企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日)を
適用しております。これにより、税金等調整前当期純
利益が1,425,372千円減少しております。 
 なお、減損損失累計額については、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。これによる損益に与える影響はありません。な
お、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、
23,912,220千円であります。 
 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計
年度における連結貸借対照表の純資産の部について
は、改正後の連結財務諸表規則により作成しておりま
す。 

       ――――――――――― （自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等
の一部改正） 
当連結会計年度から、改正後の「自己株式及び準備
金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準第
１号 最終改正平成18年８月11日)及び「自己株式及
び準備金の額の減少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２号 最終改正平成18年８
月11日)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。 
 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。 

 

（表示方法の変更） 
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
 至 平成19年２月28日) 

       ――――――――――― (連結損益計算書) 
前連結会計年度において営業外費用の「その他」に
含めて表示しておりました「為替差損」(前連結会計
年度1,292千円)については、営業外費用の100分の10
を超えることとなったため、当連結会計年度より区分
掲記しております。 
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（追加情報） 
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
 至 平成19年２月28日) 

 「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日以後に開始する連結会計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82,600千円多く計
上され、営業利益及び経常利益がそれぞれ82,600千円少
なく計上され、税金等調整前当期純損失が82,600千円多
く計上されております。 

――――――――――― 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 
 

前連結会計年度 
(平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成19年２月28日) 

※１ 担保資産 
 (1) 担保に供している資産 

定期預金 50,000千円 
建物及び構築物 1,706,687千円 
土地 1,913,449千円 
計 3,670,136千円 

 

１     ――――――――――― 
 

 (2) 対応する債務 
短期借入金 360,000千円 
計 360,000千円 

 

  

※２ 発行済株式の総数 
普通株式 44,933千株 

 

２     ――――――――――― 

※３ 自己株式の保有数 
   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、以下のとおりであります。 
普通株式 3,638千株 

 

３     ――――――――――― 

 

 

(連結損益計算書関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１     ――――――――――― 
 

※１ 固定資産売却益は下北沢店舗552,455千円、代々
木本社事務所425,174千円及び上野毛独身寮
397,085千円等であります。 

※２ 固定資産売除却損の内訳は、次のとおりでありま
す。 
建物及び構築物 198,331千円 
什器及び備品 46,253千円 
その他 107,532千円 
計 352,117千円 

 

※２ 固定資産売除却損の内訳は、次のとおりでありま
す。 
建物及び構築物 61,569千円 
什器及び備品 12,002千円 
その他 93,012千円 
計 154,582千円 

 
※３ 破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権に

対するものであります。 
３     ――――――――――― 
 

※４ 固定資産評価損は売却予定の研修センター施設に
係るものであり、その主なものは建物及び構築物
235,979千円、土地83,902千円であります。 

４     ――――――――――― 
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前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

５     ――――――――――― 
 

※５ 減損損失 
当社グループは、以下の資産又は資産グループ
について減損損失を計上しました。 

(1) 減損損失を認識した資産又は資産グループの概
要 

用途 種類 場所 

営業店舗 土地、借地
権、建物及
び構築物等 

東京都世田谷区他 
 

賃貸店舗 土地、建物
及び構築物
等 

埼玉県草加市他 
 

賃貸住宅等 土地、建物
及び構築物
等 

茨城県つくばみらい市 
 

(2) 減損損失を認識に至った経緯 
主に営業活動から生ずる損益が継続してマイナス
又は継続してマイナスになる見込である資産グル
ープについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額を減損損失(1,471,129千円)とし
て特別損失に計上しております。 

(3) 減損損失の金額及び内訳 
建物及び構築物 825,673千円 
什器及び備品 72,005千円 
土地 305,128千円 
無形固定資産(借地権) 245,801千円 
投資その他の資産 
「その他」(長期前払費用) 

22,519千円 

計 1,471,129千円 
(4) 資産のグルーピング方法 
キャッシュ･フローを生み出す最小単位として、
主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。また賃貸店舗及び賃貸住宅等について
は、物件単位毎にグルーピングしております。 

(5) 回収可能価額の算定方法 
資産グループの回収価額は、正味売却価額又は使
用価値により測定しております。正味売却価額
は、原則として不動産鑑定士による鑑定評価額に
よっております。また、使用価値は、将来キャッ
シュ･フローを6.3%で割り引いて計算しておりま
す。 
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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３月１日 至 平成19年２月28日) 
 
１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計 
年度末 

増加 減少 
当連結会計 
年度末 

普通株式(千株) 44,933 ― 3,130 41,803 
 

（変動事由の概要） 
減少数の内訳は、次のとおりであります。 
自己株式の消却による減少         3,130千株 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計 
年度末 

増加 減少 
当連結会計 
年度末 

普通株式(千株) 3,638 91 3,587 142 

（変動事由の概要） 
増加数の内訳は、次のとおりであります。 
単元未満株式の買取による増加           91千株 
 
減少数の内訳は、次のとおりであります。 
自己株式の消却による減少            3,130千株 
新株予約権の行使に伴う株式の譲渡による減少    455千株 
自己株式の売却による減少              2千株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 
該当事項はありません。 

 
４ 配当に関する事項 
 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
(千円) 

１株あたり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年５月25日 
定時株主総会 

普通株式 206,474 5.00 平成18年２月28日 平成18年５月25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 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 （千円） 
１株当たり 
配当額(円) 基準日 効力発生日 

平成19年５月24日 
定時株主総会 

普通株式 
利益剰余金 
及び 

資本剰余金 

208,304 5.00 平成19年２月28日 平成19年５月25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３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28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 12,281,358千円 
預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 △6,026千円 

担保に供している定期預金 △50,000千円 

現金及び現金同等物 12,225,332千円 
 

※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 15,681,463千円 
預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 △6,026千円 

現金及び現金同等物 15,675,436千円 
 

※２ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の
資産・負債の主な内訳 
株式の売却により株式会社チープシックが連結
子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及
び負債の内訳並びに株式会社チープシック株式
の売却価額と売却に伴う支出との関係は次のと
おりであります。 
流動資産 46,588千円 
固定資産 150,445千円 
流動負債 △72,109千円 
固定負債 △118,409千円 
少数株主持分 △3,322千円 
関係会社整理損 
（株式売却損） △3,192千円 

株式会社チープシック 
株式の売却価額 0千円 

株式会社チープシック 
の現金及び現金同等物 7,330千円 

差引:連結子会社株式の売却
に伴う支出 △7,330千円 

  

 ２     ――――――――――― 
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(リース取引関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相
当額及び期末残高相当額 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相
当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

什器及び備品 6,656 4,605 2,050 

ソフトウェア 6,812 3,746 3,065 

合計 13,468 8,352 5,115 
 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

什器及び備品 24,300 5,531 18,768 

ソフトウェア 10,808 6,283 4,524 

合計 35,108 11,814 23,293 
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 2,923千円 
１年超 2,549千円 
計 5,473千円 

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 6,981千円 
１年超 16,789千円 
計 23,770千円 

 
 (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 197,189千円 
減価償却費相当額 176,620千円 
支払利息相当額 4,386千円 

 

 (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 5,873千円 
減価償却費相当額 5,413千円 
支払利息相当額 595千円 

 
 (4) 減価償却費相当額の算定方法 
    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 
    左に同じであります。 

 (5) 利息相当額の算定方法 
    リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ
いては利息法によっております。 

 (5) 利息相当額の算定方法 
    左に同じであります。 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度(平成18年２月28日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

 取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額 
(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    

  株式 151,230 768,773 617,543 

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの    

  株式 1,004,632 985,493 △19,138 

計 1,155,862 1,754,267 598,404 

(注) その他有価証券で時価のあるものについては、時価が取得価額に比べて30％以上下落した場合には、時価が
著しく下落したと判断し、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損処理しております。 
 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

426,153 371,402 2,393 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 3,329 

非上場優先株式 500,000 

計 503,329 
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当連結会計年度(平成19年２月28日) 

１ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

2,112,762 509,916 30,982 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 3,329 

計 3,329 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 
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(退職給付関係) 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

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、厚生年金基金制度を設けております。また、従業員の退職等に

際して割増退職金を支払う場合があります。 
 

２ 退職給付債務に関する事項 

(1) 退職給付債務 (注)１ △3,513,044千円 

(2) 年金資産 3,585,710千円 

(3) 未積立退職給付債務 72,666千円 

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 △141,838千円 

(5) 未認識数理計算上の差異 △42,636千円 

(6) 未認識過去勤務債務 (注)２ △75,388千円 

(7) 退職給付引当金 △187,196千円 
(注)  １ 厚生年金基金の代行部分を含めて記載しております。 

２ 平成12年３月の厚生年金保険法の改正に伴い、厚生年金基金規約の改正を行ったことにより、過去勤務
債務(債務の減額)が発生しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

(1) 勤務費用 (注)１ 169,972千円 

(2) 利息費用 51,764千円 

(3) 期待運用収益 △63,744千円 

(4) 会計基準変更時差異の費用処理額 △70,919千円 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 113,873千円 

(6) 過去勤務債務の費用処理額 △25,129千円 

(7) 退職給付費用 175,816千円 
(注)  １ 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。 

２ 上記退職給付費用以外に、割増退職金44,366千円があります。 
 

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) 過去勤務債務の処理年数 ７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しておりま
す。) 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 ７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按分した額をそれぞ
れ発生の翌連結会計年度から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 ７年 
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当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

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、厚生年金基金制度を設けております。また、従業員の退職等に

際して割増退職金を支払う場合があります。 
 

２ 退職給付債務に関する事項 

(1) 退職給付債務 (注)１ △3,683,290千円 

(2) 年金資産 3,833,781千円 

(3) 未積立退職給付債務 150,491千円 

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 △70,919千円 

(5) 未認識数理計算上の差異 △168,057千円 

(6) 未認識過去勤務債務 (注)２ △50,258千円 

(7) 退職給付引当金 △138,744千円 
(注)  １ 厚生年金基金の代行部分を含めて記載しております。 

２ 平成12年３月の厚生年金保険法の改正に伴い、厚生年金基金規約の改正を行ったことにより、過去勤務
債務(債務の減額)が発生しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

(1) 勤務費用 (注)１ 168,349千円 

(2) 利息費用 52,695千円 

(3) 期待運用収益 △125,499千円 

(4) 会計基準変更時差異の費用処理額 △70,919千円 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 58,490千円 

(6) 過去勤務債務の費用処理額 △25,129千円 

(7) 退職給付費用 57,987千円 
(注)  １ 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。 

２ 上記退職給付費用以外に、割増退職金61,348千円があります。 
 

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 3.5％ 

(4) 過去勤務債務の処理年数 ７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しておりま
す。) 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 ７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按分した額をそれぞ
れ発生の翌連結会計年度から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 ７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28日) 

当連結会計年度 
(平成19年２月28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  

貸倒引当金繰入限度超過額 43,977千円 
未払事業税 33,618千円 
賞与引当金 38,795千円 
固定資産評価損 152,707千円 
退職給付引当金 76,189千円 
税務上の繰越欠損金 1,478,263千円 
その他 150,821千円 
繰延税金資産小計 1,974,371千円 
評価性引当額 △1,974,371千円 
繰延税金資産合計 ―千円 

繰延税金負債  
その他有価証券評価差額金 228,009千円 
繰延税金負債合計 228,009千円 

 

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  

貸倒引当金繰入限度超過額 38,988千円 
未払事業税 19,987千円 
賞与引当金 34,562千円 
未払費用否認 49,215千円 
固定資産評価損 152,707千円 
減損損失 580,126千円 
退職給付引当金 56,468千円 
税務上の繰越欠損金 800,808千円 
その他 93,995千円 
繰延税金資産小計 1,826,859千円 
評価性引当額 △1,826,859千円 
繰延税金資産合計 ―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
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
  

法定実効税率 40.7％ 
(調整)  
評価性引当額等 △19.8％ 
住民税均等割等 △169.3％ 
連結子会社の税率差異 △10.3％ 
交際費等 
永久に損金に算入されない項目 

△18.6％ 

受取配当金等 
永久に益金に算入されない項目 

6.0％ 

その他    △0.0％ 
税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

△171.3％ 

  

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 40.7％ 
(調整)  
評価性引当額等 △37.1％ 
住民税均等割等 22.1％ 
連結子会社の税率差異 △2.5％ 
交際費等 
永久に損金に算入されない項目 

1.3％ 

受取配当金等 
永久に益金に算入されない項目 

△2.0％ 

その他 △0.4％ 
税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

22.1％ 
 

 

 

 (ストック・オプション等関係) 

当連結会計年度において、ストック･オプションを付与していないため、該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、小売事業の売上高、営業損益及び資産の金額

は、いずれも全セグメントに占める割合が90％超であるため、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】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、「本邦」の売上高及び資産の金額は、いずれ

も全セグメントに占める割合が90％超であるため、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】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高が、連結売上高の10％未満である

ため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

 

(関連当事者との取引) 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 
 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１株当たり純資産額 583円10銭 
 

１株当たり純資産額 573円97銭 
 

１株当たり当期純損失 3円04銭 
 

１株当たり当期純利益 6円41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、当期純損失のため、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、潜在株式がないため、記載しておりません。 

(注) 算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

純資産の部の合計額(千円) ― 23,915,482 

普通株式に係る純資産額(千円) ― 23,912,220 

差額の主な内訳(千円) 
 少数株主持分 

 
― 

 
3,262 

普通株式の発行済株式数(株) ― 41,803,644 

普通株式の自己株式数(株) ― 142,672 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数(株) ― 41,660,972 

２ １株当たり当期純利益又は純損失 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１株当たり当期純利益又は純損失(△)   

当期純利益純利益又は純損失(△)(千円) △125,755 266,303 

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 
又は純損失(△)(千円) △125,755 266,303 

普通株式の期中平均株式数(株) 41,336,882 41,547,853 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ
た潜在株式の概要 

新株予約権１種類 
（新株予約権の数525個） 

――――――― 
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(重要な後発事象) 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

当社の筆頭株主であった大和証券エスエムビーシー
プリンシパル・インベストメンツ株式会社が平成18年
４月21日付けで株式会社ファーストリテイリングに保
有する当社株式11,547,000株全株を譲渡したことに伴
い、同日、株式会社ファーストリテイリングとの間で
業務提携契約を締結し、同社との包括的な業務提携を
通じ、相互が保有する様々な経営資源、ノウハウを共
有することで、今後の収益性や成長性のスピードアッ
プを図っていくこととなりました。 
株式会社ファーストリテイリングの概要 
①名称     株式会社ファーストリテイリング 
②本店所在地  山口県山口市佐山717－１ 
③代表者    代表取締役会長兼社長 柳井 正 

④主な事業内容 株式会社ユニクロ、株式会社ワ
ンゾーン等の株式又は持分の所
有によるグループ全体の事業活
動の支配・管理等 

 

――――――――――― 
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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 389,436 ― ― ― 

合計 389,436 ― ― ― 

 

 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

 

 



株式会社　キャビン
平成１９年２月期　決算説明資料

連結

1.業績の概要

金　額 売上比 前期比 金　額 売上比 前期比 金　額 売上比 前期比

百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

売上高 21,249 100.0 105.6 22,089 100.0 104.0 11,102 100.0 107.3
売上総利益 10,813 50.9 109.2 11,126 50.4 102.9 － － －
売上総利益率 50.9% － + 1.7% 50.4% － -0.5% － － －
販売費一般管理費 10,526 49.5 100.3 10,881 49.3 103.4 － － －
営業利益 286 1.3 － 244 1.1 85.3 179 1.6 154.4
　営業外収入 179 0.8 224.0 67 0.3 37.6 － － －
　営業外費用 14 0.1 43.8 26 0.1 183.9 － － －
経常利益 451 2.1 － 285 1.3 63.2 198 1.8 131.6
　特別利益 371 1.7 － 1,916 8.7 516.0 － － －
　特別損失 868 4.1 87.5 1,857 8.4 213.9 － － －
当期純利益 △   125 -0.6 － 266 1.2 － 69 0.6 －
注．１９年８月期は決算期変更により６ヶ月決算となるため、前期比は１８年８月中間期実績との比較となっています。

２．特別損益の主な内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：百万円）

特別利益
　投資有価証券売却益
　固定資産売却益
特別損失
　固定資産売除却損
　システム移行費用
　減損損失
　敷金保証金解約損
　貸倒引当金繰入額
　社員早期退職加算金
　固定資産評価損
　撤退ブランド整理損
　貸倒損失
　商品評価損
　関係会社整理損

３．キャッシュ・フローの状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

４．主要な財務指標

平成19年4月11日

6 －

6円41銭
573円97銭

１株当たり当期純利益
１株当たり株主資本

△3円04銭
583円10銭

１９年２月期
419.2%
44.2%
83.7%

１８年２月期
370.9%
57.8%
83.8%

流動比率
固定比率
株主資本比率

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の増加額
現金及び現金同等物期末残高
減価償却費

△   461
2,980

494 543

665
12,225 15,675

3,450

１８年２月期

－

923
１９年２月期

1,375
509

1,916
金　額

－
61

－

331
－

6
1,471

99
154

53 －
13

－
49
29
44

－

１８年２月期 １９年２月期
金　額

－

371
－

868
352

371

1,857

１８年２月期 １９年２月期 １９年８月期予想

1,068
△   130
△   283

- 1 -



個別

１．業績の概要等

金　額 売上比 前期比 金　額 売上比 前期比 金　額 売上比 前期比

百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

売　上　高 20,569 100.0 104.4 21,161 100.0 102.9 11,102 100.0 111.8
売上総利益 10,759 52.3 110.1 10,997 52.0 102.2 － － －
（売上総利益率） 52.3% － + 2.7% 52.0% － -0.3% － － －
販売費一般管理費 10,432 50.7 100.3 10,820 51.1 103.7 － － －
営業利益 327 1.6 － 177 0.8 54.2 184 1.7 211.4
　営業外収入 177 0.9 225.0 65 0.3 36.8 － － －
　営業外費用 7 0.0 26.9 14 0.1 203.9 － － －
経常利益 497 2.4 － 227 1.1 45.8 206 1.9 165.7
特別利益 371 1.8 － 1,915 9.1 515.7 － － －
特別損失 889 4.3 90.1 1,880 8.9 211.4 － － －
当期純利益 △   97 -0.5 － 187 0.9 － 80 0.7 －
注．１９年８月期は決算期変更により６ヶ月決算となるため、前期比は１８年８月中間期実績との比較となっています。

既存店売上前年比（％）

２．特別損益の主な内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：百万円）

特別利益
　投資有価証券売却益
　固定資産売却益
特別損失
　固定資産売除却損
　システム移行費用
　減損損失
　敷金保証金解約損
　貸倒引当金繰入額
　社員早期退職加算金
　固定資産評価損
　撤退ブランド整理損
　貸倒損失
　商品評価損
　関係会社整理損

３．客数及び客単価の前年比　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：％）

＜既存店＞

＜全　店＞

注．全店の１９年２月期数値は廃止ブランド（ザ・セノゾイック）の影響を除いています。

４．従業員の状況

社　　員（人）
臨時社員（人）
合　　計（人）
注．社員数は期末日現在（嘱託含む）　臨時社員は期中平均雇用人数

１９年８月期予想
101.9

－ －

１８年２月期 １９年２月期

－ 13

56 －

100.4 97.8

－ 1,374

49 6

－

売上高 100.4 97.8

－ －

53

客単価 97.0 97.1

44 58

－

104.8

331

－ 99

客数 106.9 121.9

－ 1,471

売上高 115.2

376372

94.5

100.1

889 1,880

１８年２月期 １９年２月期

352 153

客単価 97.7

104.4

客数

1,2561,200
880828

371 1,915
371 509

金　額 金　額

１８年２月期 １９年２月期

１９年２月期１８年２月期

１８年２月期 １９年２月期

１９年８月期予想
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５．販売費及び一般管理費の主なもの

金　額 売上比 金　額 売上比 前期比
百万円 ％ 百万円 ％ ％

売上高 20,569 100.0 21,161 100.0 102.9
売上総利益 10,759 52.3 10,997 52.0 102.2
販管費計 10,432 50.7 10,820 51.1 103.7
人件費計 4,264 20.7 4,383 20.7 102.8
店舗家賃 2,420 11.8 2,520 11.9 104.1
その他店舗経費 685 3.3 759 3.6 110.8
広告宣伝費 215 1.0 257 1.2 119.4
減価償却費 483 2.3 527 2.5 109.1

 
６．主要な財務指標

７．ブランド別店舗数

期首 出店 退店 期末 出店 退店 期末
ザジ 49 13 3 59 1 29 31
リアルリッシュ 34 1 33
プレミアインクルージョン 9 2 2 9 0 0 9
ウィンジ 8 0 1 7 0 0 7
イー・エー・ピー 66 15 10 71 1 3 69
アンラシーネ 48 24 3 69 3 2 70
ニーナヴァーン 22 1 0 23 1 2 22
その他 8 2 8 2 2 2 2
ブランド店舗計 210 57 27 240 42 39 243
営業店舗計 187 40 14 213 7 4 216
注１．営業店舗に複数のブランド店舗を組み合わせて出店している場合があります。
注２．１９年８月期予想にはブランド変更に伴う出店および退店を含んでいます。

１９年２月期 １９年８月期予想

流動比率 376.2% 416.5%
１８年２月期 １９年２月期

株主資本比率 84.2% 83.8%
固定比率 58.6% 45.1%

１株当たり株主資本 585円33銭 574円12銭
１株当たり当期純利益 △2円36銭 4円50銭

１８年２月期 １９年２月期
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