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問合せ先責任者 役職名 財務経理部長    氏名 橋本 泰徳     ＴＥＬ (03)5334-5091 
決算取締役会開催日 平成 19 年４月 11 日        配当支払開始予定日   平成 19 年５月 25 日  
定時株主総会開催日 平成 19 年５月 24 日        単元株制度採用の有無  有(１単元 1,000 株) 
 
１． 19 年２月期の業績（平成 18 年３月１日～平成 19 年２月 28 日） 
(1)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 21,161 

21,249 
2.9 177 △45.8 227 △54.2 

18 年２月期 20,569 
 

4.4 327 5.6 497 ― 
 
 

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 

187 ― 4 50 ― ― 0.8 0.8 1.1 
18 年２月期 △97 ― △2 36 ― ― △0.4 

△0.4 
1.7 
1.7 

2.4 
 (注) ①期中平均株式数 19 年２月期  41,547,853 株     18 年２月期  41,336,882 株         

     ②会計処理の方法の変更   無 
     ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)財政状態 
 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円  銭 
19 年２月期 28,526 23,918 83.8 574 12 
18 年２月期 28,696 24,170 84.2 585 33 

(注)  ①期末発行済株式数 19 年２月期  41,660,972 株    18 年２月期   41,294,808 株 
   ②期末自己株式数  19 年２月期    142,672 株    18 年２月期    3,638,836 株 

 
２．19 年８月期の業績予想(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) 

11,102 206 80 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   1 円 92 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。 
 
３．配当状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 第 1 
四半期末 中間期末 

第 3 
四半期末 期末 その他 年間 

配当金 

総額 

（百万円） 

配当性向 

（％） 
純資産 

配当率 

(％) 
19 年２月期 ― ― ― 5.0 ― 5.0 208 111.4 0.9 
18 年２月期 ― ― ― 5.0 ― 5.0 206 ― 0.9 
19 年８月期(予想) ― ― ― 2.5 ― 2.5    
 

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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２ 【財務諸表等】 
(1) 【財務諸表】 
① 【貸借対照表】 

 

  前事業年度 
(平成18年２月28日) 

当事業年度 
(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  12,038,648   15,431,756  
２ 売掛金   523,375   622,309  
３ 商品   985,277   1,324,832  
４ 前払費用   84,337   89,512  
５ 未収入金   860,334   213,159  
６ その他   40,836   50,181  
 貸倒引当金   △970   △340  
流動資産合計   14,531,839 50.6  17,731,412 62.2 

Ⅱ 固定資産        
１ 有形固定資産        
(1) 建物及び建物付属設備 ※１ 6,788,499   5,846,993   
減価償却累計額  3,501,728 3,286,771  3,191,818 2,655,175  

(2) 構築物 ※１ 342,752   299,993   
減価償却累計額  286,657 56,094  260,629 39,363  

(3) 車輌運搬具  2,889   477   
減価償却累計額  2,745 144  453 23  

(4) 什器及び備品  725,749   706,626   
減価償却累計額  494,171 231,577  476,756 229,870  

(5) 土地 ※１  2,014,218   1,453,598  
(6) 建設仮勘定   19,600   177,050  
有形固定資産合計   5,608,406 19.6  4,555,082 16.0 

２ 無形固定資産        
(1) 借地権   306,207   60,198  
(2) 商標権   5,075   6,485  
(3) ソフトウェア   94,201   2,371  
(4) ソフトウェア仮勘定   ―   562,339  
(5) その他   27,300   ―  
無形固定資産合計   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) 関係会社株式   20,000   20,000  
(3) 関係会社出資金   233,586   207,586  
(4) 従業員長期貸付金   5,546   27,197  
(5) 破産債権、更生債権 
その他これらに準ずる 
債権 

  95,073   95,073  

(6) 長期前払費用   30,112   31,537  
(7) 差入保証金   1,883,911   1,677,585  
(8) 敷金   3,029,339   3,270,501  
(9) 開店前敷金   27,323   108,385  
(10)差入保証金解約 
未収入金 

  439,180   249,832  

(11)その他   197,376   13,556  
    貸倒引当金   △95,743   △95,493  

投資その他の資産合計   8,123,302 28.3  5,609,092 19.6 
固定資産合計   14,164,493 49.4  10,795,570 37.8 
資産合計   28,696,332 100.0  28,526,982 100.0 

  



ファイル名:100_0153500101905.doc 更新日時:07/04/10 22:55 印刷日時:07/04/11 10:19 

―   ― 40

  前事業年度 
(平成18年２月28日) 

当事業年度 
(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   1,839,431   2,142,626  

２ 買掛金   605,995   707,147  

３ 短期借入金 ※１  360,000   ―  

４ 未払金   117,190   450,782  

５ 未払費用   552,456   682,794  

６ 未払法人税等   158,750   126,056  

７ 未払消費税等   90,828   4,512  

８ 預り金   13,092   12,074  

９ 賞与引当金   94,790   84,389  

 10 関係会社整理損失引当金   ―   10,500  

  11 その他   30,606   36,088  

流動負債合計   3,863,142 13.5  4,256,972 14.9 

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 預り保証金   240,316   212,948  

固定負債合計   662,191 2.3  351,692 1.3 

負債合計   4,525,334 15.8  4,608,665 16.2 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※３  15,174,337 52.9  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金  3,793,584   ―   

２ その他資本剰余金        

(1) 資本準備金減少差益  5,638,373   ―   

(2) 自己株式処分差益  337   ―   

資本剰余金合計   9,432,295 32.9  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金        

当期未処理損失  97,705   ―   

利益剰余金合計   △97,705 △0.3  ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※５  370,395 1.3  ― ― 

Ⅴ 自己株式 ※４  △708,323 △2.6  ― ― 

資本合計   24,170,998 84.2  ― ― 

負債資本合計   28,696,332 100.0  ― ― 
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  前事業年度 

(平成18年２月28日) 
当事業年度 

(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        

(1) 資本準備金  ―   3,793,584   

(2) その他資本剰余金  ―   4,815,740   

資本剰余金合計   ―   8,609,325  

３ 利益剰余金        

その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  ―   187,020   

利益剰余金合計   ―   187,020  

４ 自己株式   ―   △52,366  

株主資本合計   ― ―  23,918,316 83.8 

純資産合計   ― ―  23,918,316 83.8 

負債純資産合計   ― ―  28,526,982 100.0 
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② 【損益計算書】 
 

  
前事業年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(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   20,569,767 100.0  21,161,235 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１ 期首商品たな卸高  1,078,367   985,277   

２ 当期商品仕入高  9,716,785   10,503,458   

合計  10,795,152   11,488,735   

３ 期末商品たな卸高  985,277 9,809,875 47.7 1,324,832 10,163,903 48.0 

売上総利益   10,759,891 52.3  10,997,332 52.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１ 広告宣伝費  453,944   529,320   

２ 給与手当  3,304,201   3,525,884   

３ 賞与  182,935   164,066   

４ 賞与引当金繰入額  94,790   84,389   

５ 退職給付費用  175,816   57,987   

６ 福利厚生費  398,094   410,663   

７ 店舗家賃  2,420,933   2,520,851   

８ その他の店舗経費  524,341   553,593   

９ 賃借料  492,151   328,524   

10 事業所税  6,246   7,934   

11 事業税  82,600   89,152   

12 減価償却費  483,194   540,980   

13 その他の経費  1,813,418 10,432,669 50.7 2,006,721 10,820,070 51.2 

営業利益   327,222 1.6  177,262 0.8 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息 ※１ 976   857   

２ 受取配当金  110,788   17,275   

３ 不動産賃貸料  39,360   39,186   

４ 雑収入  26,546 177,671 0.8 8,007 65,326 0.3 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  2,795   8,966   

２ 転貸店舗費用  3,409   4,549   

３ 雑損失  1,030 7,236 0.0 1,240 14,756 0.0 

経常利益   497,657 2.4  227,831 1.1 
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前事業年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(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 
(％) 

Ⅵ 特別利益        

１ 固定資産売却益 ※２ ―   1,374,715   

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 1,915,453 9.1 

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産売除却損 ※３ 352,582   153,925   

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 社員早期退職加算金  44,366   58,509   

５ 固定資産評価損 ※４ 331,945   ―   

６ 貸倒損失  ―   13,087   

７ 商品評価損  53,000   ―   

８ 関係会社整理損 ※５ 56,135   ―   

９ 関係会社出資金評価損 ※６ ―   26,000   

10 減損損失 ※７ ―   1,471,129   

11 関係会社整理損失引当金 
繰入額 

 ―   10,500   

12 本社移転費用  ―   10,196   

13 新システム移行費用  ― 889,655 4.3 99,787 1,880,367 9.0 

税引前当期純利益 
又は純損失(△)   △20,595 △0.1  262,918 1.2 

法人税、住民税 
及び事業税   77,110 0.4  75,897 0.3 

当期純利益 
又は純損失(△)   △97,705 △0.5  187,020 0.9 

当期未処理損失(△)   △97,705   ―  
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③ 【利益処分計算書】 
 

  前事業年度 
(平成18年５月25日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 

(当期未処理損失の処理)    

Ⅰ 当期未処理損失   97,705 

Ⅱ 損失処理額    

その他資本剰余金からの 
振替額  97,705 97,705 

Ⅲ 次期繰越損失   ― 

(その他資本剰余金の処分)    

Ⅰ その他資本剰余金    

  １ 資本準備金減少差益  5,638,373  

 ２ 自己株式処分差益  337 5,638,710 

Ⅱ その他資本剰余金処分額    

１ 当期未処理損失への 
振替額  97,705  

２ 配当金  206,474 304,179 

Ⅲ その他資本剰余金 
次期繰越額    

 １ 資本準備金減少差益  5,334,193  

 ２ 自己株式処分差益  337 5,334,531 
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④ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 
利益剰余金 

 
資本金 

資本準備金 
その他 
資本剰余金 

資本剰余金 
合計 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 
合計 

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 3,793,584 5,638,710 9,432,295 △97,705 △97,705 △708,323 23,800,603 

事業年度中の変動額         

 剰余金の配当(千円)（注）   △206,474 △206,474    △206,474 

 その他資本剰余金から （注） 
繰越利益剰余金への振替(千円)   △97,705 △97,705 97,705 97,705  ― 

 当期純利益(千円)     187,020 187,020  187,020 

 自己株式の取得(千円)       △53,675 △53,675 

 自己株式の処分(千円)   100,261 100,261   90,580 190,842 

 自己株式の消却(千円)   △619,051 △619,051   619,051 ― 

事業年度中の変動額 
合計(千円) ― ― △822,970 △822,970 284,726 284,726 655,957 117,713 

平成19年２月28日残高(千円) 15,174,337 3,793,584 4,815,740 8,609,325 187,020 187,020 △52,366 23,918,316 

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成18年２月28日残高(千円) 370,395 370,395 24,170,998 

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当(千円)（注）   △206,474 

 その他資本剰余金から （注） 
繰越利益剰余金への振替(千円)   ― 

 当期純利益(千円)   187,020 

 自己株式の取得(千円)   △53,675 

 自己株式の処分(千円)   190,842 

 自己株式の消却(千円)   ― 

 株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額(純額) 
(千円) 

△370,395 △370,395 △370,395 

事業年度中の変動額 
合計(千円) △370,395 △370,395 △252,681 

平成19年２月28日残高(千円) ― ― 23,918,316 

(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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重要な会計方針 
 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 
   子会社株式 
    移動平均法による原価法によっております。 
   その他有価証券 
    時価のあるもの 
     決算日の市揚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。 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 
   子会社株式 
    左に同じであります。 
   その他有価証券 
    時価のあるもの 
     決算日の市揚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 
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。 

３ 固定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 
建物付属設備 

10～60年 
 

３ 固定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：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)による定額法に
よっております。 

 (2) 無形固定資産：左に同じであります。 

４ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
   売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一
般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。 

４ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
   左に同じであります。 

 (2) 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。 

 (2) 賞与引当金 
   左に同じであります。 
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前事業年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

 (3) 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に備えるため、当期末における
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、各事業年度の発生時におけ
る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(７
年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生
の翌事業年度から費用処理することとしておりま
す。 

 (3) 退職給付引当金 
   左に同じであります。 
 

 (4) 役員退職給与引当金 
   第34期定時株主総会日(平成16年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。 

 (4)      ――――――――― 
 

 (5)      ――――――――― 
 

 (5) 関係会社整理損失引当金 
   関係会社の事業整理に伴う損失に備えるため、当
該損失見込額を計上しております。 

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
  外貨建金銭債権債務は、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。 

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
  左に同じであります。 

６ リース取引の処理方法 
  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理方法によ
っております。 

６ リース取引の処理方法 
  左に同じであります。 

７ その他財務諸表作成のための重要な事項 
 消費税等の会計処理について 
  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。 

７ その他財務諸表作成のための重要な事項 
 消費税等の会計処理について 
  左に同じであります。 

 



ファイル名:120_0153500101905.doc 更新日時:07/04/10 22:55 印刷日時:07/04/11 10:21 

―   ― 48

（重要な会計方針の変更） 
前事業年度 

(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(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） 
当事業年度から、「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、税引前当期純利益が
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方法に関する会計基準
等） 
当事業年度から、「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、23,918,316
千円であります。 
 また、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に
おける貸借対照表の純資産の部については、改正後の
財務諸表等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） 
当事業年度から、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、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に
おける財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作
成しております。 

 

（表示方法の変更） 
前事業年度 

(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年３月１日 
 至 平成19年２月28日) 

――――――――― （損益計算書） 
前事業年度において無形固定資産「その他」に含め
て表示しておりました「ソフトウェア仮勘定」(前事
業年度27,300千円)については、総資産の100分の１を
超えることとなったため、当事業年度より区分掲記し
ております。 
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（追加情報） 
前事業年度 

(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(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、当事業年度から「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、税引前当期純損失が82,600千円多
く計上されております。 

――――――――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成18年２月28日) 

当事業年度 
(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 
建物及び建物付属設備 1,696,907千円 
構築物 9,780千円 
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 偶発債務 
   関係会社の銀行からの借入金に対して連帯保証を

行っております。 
上海凱賓時装有限公司 29,072千円 

 

 ２       ――――――――― 
    
 

※３ 授権株式数等 
   会社が発行する株式の総数 

普通株式 117,000,000株 
   発行済株式の総数 

普通株式 44,933,644株 
 

 ３       ――――――――― 

※４ 自己株式の保有数 
普通株式 3,638,836株 

 

 ４       ――――――――― 

※５ 配当制限 
   商法施行規則第124条第3号に規定する配当制限額 
    資産の時価評価により増加した純資産額 

370,395千円 

 ５       ――――――――― 
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(損益計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

※１ 受取利息には、関係会社からのものが 388千円含
まれています。 

 １       ――――――――― 
 

 ２       ――――――――― 
 

※２ 固定資産売却益の内訳は下北沢店舗552,455千
円、代々木本社事務所425,174千円及び上野毛独
身寮397,085千円であります。 

※３ 固定資産売除却損の内訳は、次のとおりでありま
す。 
建物(店舗設備) 198,383千円 
什器及び備品 46,666千円 
その他 107,532千円 
計 352,582千円 

 

※３ 固定資産売除却損の内訳は、次のとおりでありま
す。 
建物及び建物附属設備 61,548千円 
什器及び備品 12,002千円 
その他 80,374千円 
計 153,925千円 

 
※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建物付
属設備235,979千円、土地83,902千円でありま
す。 

 

 ４       ――――――――― 
 

※５ 関係会社整理損は株式会社チープシックに係るも
のであり、その内容は債権放棄による損失45,429
千円、清算費用等による損失10,705千円でありま
す。 

 ５       ――――――――― 
 

 ６       ――――――――― 
 

※６ 関係会社出資金評価損はすべて上海凱賓時装有限
公司及び上海凱海貿易有限公司に対する出資金に
係るものであります。 
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前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

 ７       ――――――――― 
 

※７ 減損損失  
当社は、以下の資産グループについて減損損失
を計上しました。 

(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
び建物付属
設備、構築
物等 

東京都世田谷区他 
 

賃貸店舗 土地、建物
及び建物付
属設備、構
築物等 

埼玉県草加市他 
 

賃貸住宅等 土地、建物
及び建物付
属設備、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 
建物及び建物附属設備 814,199千円 
構築物 11,474千円 
什器及び備品 72,005千円 
土地 305,128千円 
借地権 245,801千円 
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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(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

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。 
単位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 

 

 

(リース取引関係) 
 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(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) 

前事業年度(平成18年２月28日)及び当事業年度(平成19年２月28日)における子会社株式及び関連

会社株式で時価のあるものはありません。 

 

(税効果会計関係) 
 

前事業年度 
(平成18年２月28日) 

当事業年度 
(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 39,362千円 
未払事業税 33,618千円 
賞与引当金 38,579千円 
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 1,460,325千円 
その他 142,807千円 
繰延税金資産小計 1,943,589千円 
評価性引当額 △1,943,589千円 
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 39,004千円 
未払事業税 19,987千円 
賞与引当金 34,346千円 
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 782,660千円 
その他 124,578千円 
繰延税金資産小計 1,839,094千円 
評価性引当額 △1,839,094千円 
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 △20.4％ 
住民税均等割等 △374.4％ 
交際費等 
永久に損金に算入されない項目 

△40.0％ 

受取配当金等 
永久に益金に算入されない項目 

19.8％ 

その他 △0.1％ 
税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

△374.4％ 

  

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 △39.7％ 
住民税均等割等 28.9％ 
交際費等 
永久に損金に算入されない項目 

1.7％ 

受取配当金等 
永久に益金に算入されない項目 

△2.7％ 

その他 0.1％ 
税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

28.9％ 
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(１株当たり情報) 
 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(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 585円33銭 
 

１株当たり純資産額 574円12銭 
 

１株当たり当期純損失 2円36銭 
 

１株当たり当期純利益 4円50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、潜在株式が存在しないため、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 

 
前事業年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(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   

純資産の部の合計額(千円) ― 23,918,316 

純資産の部から控除する金額(千円) ― ― 

普通株式に係る期末の純資産額(千円) ― 23,918,316 

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 

 
前事業年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１株当たり純利益又は純損失(△)   

当期純利益又は純損失(△)(千円) △97,705 187,020 

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) 

△97,705 187,020 

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) 
前事業年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(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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⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 
 

銘柄 株式数（株） 貸借対照表計上額 
（千円） 

 ㈱フクセン 60 3,000 
投資有価証
券 

その他有
価証券 

 PT GREAT IPHOCK INTERNATIONAL 60 329 

計 120 3,329 
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【有形固定資産等明細表】 
 

資産の種類 前期末残高 
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

当期末減価 
償却累計額 
又は償却累
計額(千円) 

当期償却額 
(千円) 

差引当期末 
残高 
(千円) 

有形固定資産        

 建物及び 
 建物付属設備 

6,788,499 
 
1,083,083 

 
2,024,589 
(814,199) 

5,846,993 
 
3,191,818 

 
419,411 

 
2,655,175 

 

 構築物 342,752 
 

― 
 

42,759 
(11,474) 

299,993 
 

260,629 
 

2,447 
 

39,363 
 

 車輌運搬具 2,889 ― 2,412 477 453 ― 23 

 什器及び備品 725,749 
 

164,455 
 

183,577 
(72,005) 

706,626 
 

476,756 
 

78,944 
 

229,870 
 

 土地 2,014,218 
 

― 
 

560,619 
(305,128) 

1,453,598 
 

― 
 

― 
 
1,453,598 

 

 建設仮勘定 19,600 1,618,391 1,460,941 177,050 ― ― 177,050 

有形固定資産計 9,893,710 
 
2,865,930 

 
4,274,899 
(1,202,808) 

8,484,740 
 
3,929,658 

 
500,803 

 
4,555,082 

 

無形固定資産        

 借地権 306,207 
 

― 
 

246,009 
(245,801) 

60,198 
 

― 
 

― 
 

60,198 
 

 商標権 5,725 2,000 ― 7,725 1,239 589 6,485 

 ソフトウェア 140,879 ― 137,569 3,309 937 25,984 2,371 

 ソフトウェア仮勘定 ― 562,339 ― 562,339 ― ― 562,339 

 その他 27,300 535,039 562,339 ― ― ― ― 

無形固定資産計 480,111 
 
1,099,378 

 
945,918 
(245,801) 633,571 2,176 26,573 631,395 

長期前払費用 55,672 
 

39,289 
 

40,747 
(22,519) 

54,214 
 

22,677 
 

13,604 
 

31,537 
 

(注) １ 「当期減少額」欄の（   ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 
２ 建物及び建物付属設備の当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。 

店舗出店（亀有アリオ他40店舗） 712,827千円 
店舗改装、改修 339,507千円 

３ 建物及び建物付属設備の当期減少額の主な内訳は次のとおりであります。 
店舗退店・改装・改修 163,852千円 
代々木、上野毛、下北沢の資産売却 1,042,302千円 

４ 土地の当期減少額の主な内訳は次のとおりであります。 
代々木、上野毛、下北沢の資産売却 255,490千円 

５ 建設仮勘定の当期増加額の大部分は、本勘定へ振替えられているため、その主なものの記載は省略して
おります。 

６ 無形固定資産「その他」の当期減少額562,339千円は、ソフトウェア仮勘定への振替額であります。 
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【引当金明細表】 
 

区分 前期末残高 
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額 
(目的使用) 
(千円) 

当期減少額 
(その他) 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

貸倒引当金 96,713 760 ― 1,640 95,833 

賞与引当金 94,790 84,389 94,790 ― 84,389 

役員退職給与引当金 6,670 ― 6,670 ― ― 

関係会社整理損失 
引当金 

― 10,500 ― ― 10,500 

(注)  貸倒引当金の当期減少額の「その他」は洗替によるものであります。 
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