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１．19年２月期の業績（平成18年２月21日～平成19年２月20日）
(1）経営成績 （百万円未満切捨表示）

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 7,222 (△3.8) 167 (△47.3) 159 (△48.9)

18年２月期 7,507 (  6.8) 317 (  12.8) 312 (  15.8)

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 △30 － △5 99  ――     ―― △1.0 2.8 2.2

18年２月期 168 (　23.7) 30 86 ―― ―― 5.4 5.7 4.2

（注）１．持分法投資損益 平成19年２月期   ―― 平成18年２月期 　　　 ―― 
２．期中平均株式数 平成19年２月期 5,100,000株 平成18年２月期    5,100,000株
３．会計処理の方法の変更 有
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）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 5,684 3,130 55.1 613 88

18年２月期 5,643 3,200 56.7 625 44

（注）１．期末発行済株式数 平成19年２月期      5,100,000株 平成18年２月期  5,100,000株
２．期末自己株式数 平成19年２月期 ――　株 平成18年２月期 ――　株

(3）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 444 △393 △148 1,526

18年２月期 471 △431 △194 1,624

２．19年８月期の業績予想（平成19年２月21日～平成19年８月20日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 3,827 66 1

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　    36銭

（注）１．平成19年８月期は決算期の変更を行うため、６ヶ月の決算となる予定です。
　　　２．また、決算期の変更を行うことにつきましては、平成19年５月16日開催予定の第56回定時株主総会に付議する
　　　　　ことといたしました。　　　　　　　

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）中間期末 期末 年間

18年２月期 － 5.0 5.0 25 16.2 0.8

19年２月期 － 5.0 5.0 25 － 0.8

19年８月期（予想） － － －    

（注）１．当社は、平成19年６月21日に株式交換により株式会社ＡＯＫＩホールディングスの完全子会社となる予定であ
り、詳細につきましては、27ページの「重要な後発事象」に記載しております。したがって、19年８月期（予
想）の期末配当金は変更になる場合があります。

　　　２．上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報における仮定を前提としています。実際の業績は、今
後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。上記予想の前提条件その他の関連する事項につき
ましては添付資料の４ページをご参照下さい。
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１．企業集団の状況
　該当事項はありません。

２．経営方針
(1）基本方針

　当社は、創業以来カジュアルウエアの販売を通じ、「消費者の立場に立って、豊かな暮らしを創造する」ことを経

営理念としてまいりました。その一貫した顧客主体のスタンスは消費社会が成熟期を迎えた現在も変わることなく、

生産者の都合による商品提供ではなく、消費者ニーズにしたがって、ホットなファッションをいかに買い易い価格で

提供し続けるかを最大の課題として取り組んでおります。

　日常生活をより豊かに、より楽しくするため、ポピュラープライスで価値のある商品を提供することでお客様の信

頼に応え、業務の拡充に努めております。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する配当金については、安定的に継続して行うことを基本としつつ、業績に応じて決定すべきも

のと考えております。

　また、景気変動の波に強い企業体質の構築が、株主に対する責務であるとの認識に立ち、内部留保の拡大と財務体

質の強化にも取り組んでおります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方

  当社は、投資単位の引下げは、株式の流動性を向上させるとともに、個人投資家層の厚みを増すことに繋がると認

識しております。今後の株価動向や取引高等を慎重に検討し、投資単位の引下げに対処していく方針でありますが、

その具体的な内容及び時期は未定であります。

(4）目標とする経営指標

  当社は、経営方針に基づき「お客様の視点に立ち」お客様に満足していただける商品・サービスを提供していくこ

とで安定的かつ持続的な成長と利益確保を経営目標としております。そのため、新規店舗や情報システム等に積極的

な投資が不可欠であります。これらの投資を安定的に行うために作業効率の向上を図り、収益の基盤を強化して財務

の安定性を高めてまいりたいと考えております。

(5）中長期的な経営戦略

　当社は、ファミリー層を対象にした大型店舗「Ｍ／Ｘ」（エムエックス）の多店舗化を推進し、営業基盤の強化拡

充を図ってまいりました。「Ｍ／Ｘ」業態に対するお客様のより一層の支持を頂戴すべく、以下の戦略に取り組んで

おります。

①　商品力強化と新商品部門開発

　お客様にとって魅力のある商品をトータルコーディネートで提案し続けることを使命として商品調達を行ってお

ります。

　「お客様の視点に立ち」ベーシックな商品に止まらず、流行のＮＢ商品を含めてファッション性・鮮度感の高い

品揃えにより、お客様に満足していただけるよう商品力の強化を図っております。また新商品部門の開発にも積極

的に取組み、キッズ部門の拡大を図るなど、常にお客様により新鮮な、より楽しい売場をご提供できるよう努めて

おります。

②　顧客対応

　「全ての行動指針をお客様の満足度」に置き、パート・アルバイトを含む全ての従業員のレベル向上により、お

客様に明るく楽しい雰囲気の中で買い物を楽しんでいただき、一人でも多くのお客様に「Ｍ／Ｘのファン」になっ

ていただけるよう、売場・人の両面から「専門店らしい売場作り」を推進しております。

③　海外製品開発の拡充

　手頃な価格で、他社に負けないファッション性・品質の高い商品をお客様に提供するため、海外におけるモノ作

りを推進しております。

④　ファミリーカジュアル専門店「Ｍ／Ｘ」のチェーン化の推進

　ますます多様化する顧客ニーズと大型化していく店舗にあわせ、ファミリーカジュアル専門店「Ｍ／Ｘ」として

の業態確立を図る一方、収益性を重視した出店戦略に基づき「Ｍ／Ｘのチェーン化」を推進し、店舗網の拡充と営

業基盤の強化に努めてまいります。
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(6）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

  ①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

  当社では、健全且つ経営の効率性、透明性を向上させることをコーポレート・ガバナンスに関する基本方針、目

的としております。また、加速化する経営環境の変化に迅速且つ的確に対応するべく、コーポレート・ガバナンス

の充実に努めております。

  ②　コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

(ⅰ) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

  (a) 会社の機関の内容

  当社は、取締役会を業務執行に関する最高意思決定機関として位置付け、経営の基本方針、法令で定められ

た事項、その他の重要な取締役会付議事項につき、決定するとともに業務執行の監督を行っております。

　当社は、監査役制度を採用しております。監査役は、社外監査役２名を含む３名で構成され、定期的に監査

役会を開催し、また取締役の業務執行を監督する機関として、公正な監査を行うため、取締役会への出席、現

場での意見聴取など、中立的且つ客観的立場からチェック助言等を行っております。

  (b) 内部統制システムの整備の状況

   当社では、取締役会規程、職務分掌規程等の社内規程を整備するとともに、関係法令の改正や内部組織機能

 の変更に応じて随時見直しを行っております。

　 さらに、社長直轄とする内部監査室を設置し、社内各部門における内部統制が適切に整備され、且つ有効に

 運営されていることの確認を行うため、各部門ごとに業務監査を中心に監査を順次実施しております。

  (c) リスク管理体制の整備の状況

  　当社では、会社を取り巻く様々なリスクに該当する事態が生じた場合には、常務取締役を長とし、迅速且つ

適切な対処方針を検討することとしております。

　さらに、発生したリスクが会社の将来に大きな影響を与えるおそれがあるものと判断した場合には、社長を

長とし、速やかに当該リスクへの対応を命じる体制を敷いております。

   (d) 役員報酬の内容

  当事業年度における、当社の取締役及び監査役に対する報酬の内容は以下のとおりであります。

 　 取締役に対する年間報酬総額　　　　　     49,256千円

    監査役に対する年間報酬総額　　　　　     11,601千円

   (e) 監査報酬の内容

      当事業年度における、当社の監査法人に対する監査報酬の内容は以下のとおりであります。

　      監査契約に基づく監査証明に係る報酬　　　 13,000千円

        上記以外の報酬の金額　　　　　　　　　　　　 －千円 

　（ⅱ）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

   当社では、社外取締役は選任しておりません。

   当社と社外監査役（２名）は、人的関係、資本的関係はありません。

  （ⅲ）会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況

  当社では、平成19年２月期は１０回の取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を

決定するとともに、業務執行状況を監督してまいりました。

　また、重要な経営戦略については、社長及びその他関係する組織の長等をもって構成される経営会議を週１

回開催し、日常並びに重要な経営方針の確認と実行並びにリスク管理を図ってまいりました。

(7）親会社等に関する事項 

該当事項はありません

(8）内部管理体制の整備・運用の状況 

　①　内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他の内部管理体制の整備の

    状況 

    　　当社は、職務分掌規程、業務管理規程等の社内規程に基づき、職務分掌を明確にし責任の所在を明らかにすると

ともに業務の組織的、効率的運営を図るよう配置しております。　

　管理部門である管理部と各業務部門は、業務執行に際し各規程に従い組織的に相互牽制を図り、さらに社長直轄

の独立した業務監査部門である内部監査室が、各規程に基づき各部門の業務執行状況について監査を実施する体制

の組織としております。

　また、各社内規程は、関係法令等の変更に対応し適宜変更を実施しております。

　②　内部管理体制の充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況 

　内部監査室は年間監査計画に基づく内部監査を実施し、関係諸法令や当社規程に従い監査・指導を行い、監査結

果を経営者に報告しております。

  また、内部監査において発見された諸問題については、適時・適切に改善のための施策を行っており、内部管理

体制のより一層の強化に努めております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）当期の概況

　当事業年度におけるわが国経済は、原油価格をはじめとする原材料費の高騰や先行き不透明な海外経済動向など、

いくつかの懸念材料を抱えながらも輸出関連企業を中心とした好調な企業業績を背景に、設備投資の増加や雇用・所

得環境の改善による個人消費の回復に支えられ、景気は緩やかな回復基調を持続してまいりました。

　当ファッション衣料業界におきましては、節目となる時期に天候不順の影響を受け、さらには大型商業施設の進出

や企業の事業領域拡大が行われるなど、競争は年々激しさを増し、経営環境は一段と厳しいものとなってまいりまし

た。

　このような状況下、当社といたしましては商品力・販売力の強化を最優先課題として位置づけ、お客様に「カジュ

アルファッションを手軽な価格」でご提供できるよう、昨年導入した新ＰＯＳシステムを活用し、商品計画、販売計

画をより精緻なものにすることで、お客様のニーズに合った売れ筋商品をご提案し、集客力の向上を図るとともに、

従業員の商品知識向上など販売体制を強化し、売上高増進による安定的な利益確保と経営基盤の強化に総力を傾注し

てまいりました。

  しかしながら、盛夏物の実需期では低気温、秋・冬物の立ち上がり時期には暖かい日が続くなど年間を通して天候

に恵まれなかったことに加え、一部の品揃えがお客様のニーズを捉えきれなかったことや新規店の出店が下半期の２

店舗とどまったことなどにより、売上高が前年を下回る厳しい結果となりました。

　利益面では、在庫コントロールの精度向上により値下げロスを最小限に抑えたことなどで売上総利益率が前事業年

度比０．４ポイント改善いたしましたが、売上高の減少による減益と新規出店などに伴う経費の増加を補うまでには

至りませんでした。従来、役員退職慰労金は支給時の費用として処理してきましたが、下半期より役員退職慰労金規

程に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更いたしました。このため、当事業年度末要

支給額１億74百万円のうち、当事業年度発生額15百万円を販売費及び一般管理費に、過年度分相当額１億58百万円を

特別損失に計上いたしました。

　店舗につきましては、４店舗の新規出店を計画しておりましたが２店舗は次期へずれ込み、新規出店は商業施設内

へのテナント店２店舗にとどまりましたので当事業年度末の店舗数は４１店舗となっております。

　この結果、

売上高 72億22百万円（前期比　　 3.8％減）

経常利益 １億59百万円（前期比　　48.9％減）

当期純損失 30百万円 (前事業年度は１億68百万円の当期純利益）

となりました。

(2）キャッシュ・フロー

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、非現金支出費用である減価償却費や役員退

職慰労金規程に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上した一方で、新規出店予定の設備投資の支出や

銀行借入の返済等により、当事業年度末で15億26百万円（前期比97百万円減）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、４億42百万円（前期比29百万円減）となりました。

　これは主に、法人税等の支払額１億13百万円に対し、非現金支出費用である減価償却費１億50百万円や役員退職慰

労金規程に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として１億74百万円計上したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における投資活動の結果使用した資金は、３億92百万円（前期比39百万円減）となりました。

　これは主に、新規出店予定の設備投資等に伴う支出２億47百万円、保証金敷金の預け入れによる支出１億５百万円

によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における財務活動の結果使用した資金は、１億48百万円（前期比46百万円減）となりました。

　これは主に、銀行借入の返済１億22百万円によるものであります。

(3）次期の見通し及び会社の対処すべき課題

　今後の見通しにつきましては、企業収益の改善や個人消費の回復で景気は回復基調にあるとはいえ、当ファッショ

ン衣料業界におきましては、企業間の競争が一層激しさを増しており、依然として厳しい経営環境が続くものと思わ

れます。

　このような厳しい経営環境の中で更なる発展を目指すには、財務、商品、店舗、システム、人材等のあらゆる経営

資源の充実強化が必要となっております。そこで当社単独で対策を講じていくよりも、同じ衣料業界にある株式会社

ＡＯＫＩホールディングスの財務、戦略、システム面のサポートを受け、その中で当社のネットワークともコラボレ

イトすることで、業容の拡大と健全な経営体質の実現を目指してまいります。

　当社といたしましては、引き続き商品力・販売力の強化に取り組み、より多くのお客様の満足度を高めるため、商

品計画・販売計画の精度向上とともに、店舗で収集した「お客様のニーズ」をいち早く品揃えに反映できる仕組み作

りに店舗と一体になって取り組んでまいります。また、業務の拡大に備えて人材の採用・育成や基幹システム周辺の

設備投資などのインフラ整備も併行して行ってまいります。
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　店舗につきましては、関東、甲信地区を中心にロードサイド、商業施設等へ新規出店を計画しており、ファミリー

カジュアル専門店としての多店舗展開を進め、店舗網の拡充と営業基盤の強化を図り安定的な利益確保に努めてまい

ります。

　以上のような施策等を、株式会社ＡＯＫＩホールディングスとともに、当社メンバーが中心となったプロジェクト

チームで推進してまいる所存であります。

　次期（平成19年２月21日～平成19年８月20日）の業績につきましては、

売上高 　38億27百万円

経常利益 　　　66百万円

当期純利益 　　　１百万円

を予想しております。

（注）決算期の変更を行うことに伴い、次期の事業年度の末日は従来の２月20日より８月20日に変更となる予定であ

ります。　

(4）事業等のリスク

  当社の事業その他に影響を及ぼす可能性があると考えられる重要な要因には、下記のようなものがあります。

なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、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。記載した事項で、将来に関する事項については、当事業年度末日（平成19年2月20日）現在入手可能な情報から

当社が判断または予測したものであります。

　①　売上高の状況について

　　　売上高につきましては、景気動向や商品トレンドの変化及び冷夏・暖冬など天候不順の影響を強く受ける可能

性があります。また、今後、企業間競争がさらに激化する環境において、当社が競争優位性を確保できなかった

場合、当社の業績が影響を受ける可能性があります。

　②　出退店について

　　　出店に際しては社内基準に基づき、出店地の選定を行っております。ただし、当社の出店条件に合致した物件

がなく出店できない場合や、出店店舗の売上高が計画通り確保できない等の場合には、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

　また、収益力の低下した店舗につきましては、今後の収益見通し等を踏まえ、退店を行う方針でありますが、

　退店に伴う固定資産除却損等の一時費用が発生する可能性があります。

　③　経営陣について

　　　代表取締役社長古谷清純をはじめとする経営陣は、各担当分野において重要な役割を果たしております。これ

ら役員が業務執行できない事態となった場合、当社の業績に大きな影響が生じる可能性があります

　④　人材について

　　　当社では、今後の業容拡大に伴い適切な人材の確保が必要であると考えております。そのため、従業員の定着

を図るとともに、人材のレベルアップに努めております。しかしながら、今後、当社が必要とする人材の確保が

できない場合は、当社の業績が影響を受ける可能性があります。

　⑤　短時間労働者（パートタイマー）等の雇用について

　　　当社では、多数の短時間労働者を雇用しており、今後も多店舗展開を進めていく上でも、短時間労働者の継続

雇用は重要な経営施策と考えております。

　今後、短時間労働者を対象とした年金、あるいは処遇改善等に関連した法改正が行われた場合、人件費負担が

増加する可能性があるため、将来の業績に影響を与える可能性があります。

　⑥　適格退職年金制度について

　　　当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度と適格退職年金制度を設けております。また、当社が加入す

る「適格退職年金制度」は、法令により、平成24年３月末までに他の制度への移行が義務付けられております。

従いまして、年金制度の変更、年金資産運用状況及び退職給付会計において設定される前提条件の変更等により、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　　なお、業績に影響を与える要因は、これらに限定されるものではありません。
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４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年２月20日）

当事業年度
（平成19年２月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 1,714,418 1,616,877  

２．売掛金 65,861 71,398  

３．商品 920,043 914,372  

４．前払費用 22,106 22,555  

５．繰延税金資産 30,369 95,147  

６．未収入金 2,136 2,100  

７．その他 7,199 2,996  

流動資産合計 2,762,134 48.9 2,725,449 47.9 △36,685

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物 ※１ 1,077,464 1,102,890  

減価償却累計額 532,554 544,910 595,314 507,575  

２．構築物 230,337 229,462  

減価償却累計額 135,150 95,186 149,740 79,722  

３．車両運搬具 1,927 1,927  

減価償却累計額 1,831 96 1,831 96  

４．器具備品 209,821 213,304  

減価償却累計額 111,273 98,547 136,857 76,446  

５．土地 ※１ 673,912 675,332  

６．建設仮勘定 － 106,062  

有形固定資産合計 1,412,653 25.0 1,445,236 25.4 32,582
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前事業年度
（平成18年２月20日）

当事業年度
（平成19年２月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

(2）無形固定資産  

１．電話加入権 13,617 13,617  

２．ソフトウェア 56,951 110,959  

３．ソフトウェア
仮勘定 

30,386 －  

無形固定資産合計 100,955 1.8 124,577 2.2 23,622

(3）投資その他の資産  

１．投資有価証券 96,897 92,046  

２．破産債権・更生債
権その他これらに
準ずる債権

36,815 34,515  

３．長期前払費用 9,219 5,627  

４．繰延税金資産 39,155 57,963  

５．差入保証金 ※１ 788,172 755,270  

６．差入敷金 421,112 466,871  

７．その他 37,340 36,248  

８．貸倒引当金 △60,955 △59,514  

投資その他の資産合
計

1,367,757 24.3 1,389,029 24.5 21,272

固定資産合計 2,881,366 51.1 2,958,843 52.1 77,477

資産合計 5,643,501 100.0 5,684,292 100.0 40,791

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 1,327,716 1,401,035  

２．１年内返済予定長期
借入金

※１ 122,776 95,368  

３．未払金 131,701 146,410  

４．給与等未払金 70,053 71,548  

５．未払法人税等 106,095 97,707  

６．未払消費税等 － 27,238  

７．未払費用 26,348 27,445  

８．預り金 725 536  

９．賞与引当金 34,011 34,431  

10．その他 362 365  

流動負債合計 1,819,791 32.3 1,902,087 33.5 82,296
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前事業年度
（平成18年２月20日）

当事業年度
（平成19年２月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ※１ 296,190 200,822  

２．長期未払金 299,123 223,436  

３．退職給付引当金 26,167 50,336  

４．役員退職慰労引当金 － 174,282  

５．リース資産減損勘定 － 1,040  

６．預り保証金 1,500 1,500  

固定負債合計 622,981 11.0 651,418 11.4 28,437

負債合計 2,442,772 43.3 2,553,506 44.9 110,734

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 919,000 16.3 － － △919,000

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 1,010,900 －  

資本剰余金合計 1,010,900 17.9 － － △1,010,900

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 84,000 －  

２．任意積立金  

(1）別途積立金 980,000 －  

３．当期未処分利益 177,397 －  

利益剰余金合計 1,241,397 22.0 － － △1,241,397

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

29,431 0.5 － － △29,431

資本合計 3,200,729 56.7 － － △3,200,729

負債・資本合計 5,643,501 100.0 － － △5,643,501
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前事業年度
（平成18年２月20日）

当事業年度
（平成19年２月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  919,000 16.2 919,000

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   1,010,900    

資本剰余金合計   － －  1,010,900 17.8 1,010,900

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   84,000    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  －   1,110,000    

繰越利益剰余金  －   △19,638    

利益剰余金合計   － －  1,174,361 20.6 1,174,361

株主資本合計   － －  3,104,261 54.6 3,104,261

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  26,524 0.5 26,524

評価・換算差額等合計   － －  26,524  26,524

純資産合計   － －  3,130,786 55.1 3,130,786

負債純資産合計   － －  5,684,292 100.0 5,684,292
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年２月21日
至　平成18年２月20日）

当事業年度
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高  

１．売上高 7,507,236 100.0 7,222,265 100.0  

Ⅱ　売上原価 ※１  

１．商品期首棚卸高 820,657 920,043  

２．当期商品仕入高 4,574,003 4,272,959  

合計 5,394,661 5,193,003  

３．商品期末棚卸高 920,043 4,474,618 59.6 914,372 4,278,630 59.2  

売上総利益 3,032,618 40.4 2,943,634 40.8 △88,983

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．広告宣伝費 301,347 313,399  

２．従業員等給与・賞与 898,329 900,157  

３．賞与引当金繰入額 34,011 34,431  

４．福利厚生費 85,469 87,560  

５．退職給付費用 10,478 4,092  

６．役員退職慰労引当金繰
入額

－ 15,350  

７．地代家賃 702,012 721,347  

８．減価償却費 125,620 150,751  

９．水道光熱費 106,642 104,935  

10．その他 451,327 2,715,238 36.2 444,392 2,776,418 38.5  

営業利益 317,379 4.2 167,216 2.3 △150,163

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 1,155 1,279  

２．受取配当金 524 581  

３．受取手数料 4,940 4,519  

４．保険積立金収益 106 175  

５．賃貸料収入 6,123 6,125  

６．雑収入 1,530 14,381 0.2 1,860 14,541 0.2 159
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前事業年度
（自　平成17年２月21日
至　平成18年２月20日）

当事業年度
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 12,669 11,624  

２．社債利息 270 －  

３．賃貸費用 5,127 5,044  

４．撤去工事費 135 5,047  

５．雑損失 1,510 19,714 0.2 669 22,384 0.3 2,669

経常利益 312,046 4.2 159,372 2.2 △152,673

Ⅵ　特別利益      

１．貸倒引当金戻入益 994 994 0.0 1,441 1,441 0.0 447

Ⅶ　特別損失      

１．固定資産除却損  ※２ 4,890   －    

２．閉店店舗解約違約金  5,695   －    

３．役員退職慰労引当金繰
入額

－   158,931    

４．減損損失  ※３ － 10,585 0.2 8,675 167,607 2.3 157,021

税引前当期純利益又は
税引前当期純損(△）

302,455 4.0 △6,793 △0.1 △309,248

法人税、住民税及び事
業税

138,047 105,384  

法人税等調整額 △3,996 134,051 1.8 △81,642 23,742 0.3 △110,308

当期純利益又は当期純
損失（△）

168,403 2.2 △30,536 △0.4 △198,939

前期繰越利益 8,993 －  

当期未処分利益 177,397 －  
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(3）株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年２月21日　至　平成19年２月20日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年２月20日　残高
（千円）

919,000 1,010,900 1,010,900 84,000 980,000 177,397 1,241,397 3,171,297

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 － － － － 130,000 △130,000   

剰余金の配当 － － － － － △25,500 △25,500 △25,500

 利益処分による役員賞与 － － － － － △11,000 △11,000 △11,000

当期純損失（△） － － － － － △30,536 △30,536 △30,536

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － 130,000 △197,036 △67,036 △67,036

平成19年２月20日　残高
（千円）

919,000 1,010,900 1,010,900 84,000 1,110,000 △19,638 1,174,361 3,104,261

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年２月20日　残高
（千円）

29,431 29,431 3,200,729

事業年度中の変動額

別途積立金の積立    

剰余金の配当   △25,500

 利益処分による役員賞与   △11,000

当期純損失（△）   △30,536

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△2,906 △2,906 △2,906

事業年度中の変動額合計
（千円）

△2,906 △2,906 △69,942

平成19年２月20日　残高
（千円）

26,524 26,524 3,130,786
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成17年２月21日
至　平成18年２月20日）

当事業年度
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税引前当期純利益又は
税引前当期純損(△）

302,455 △6,793  

減価償却費 125,620 150,751  

減損損失 － 8,675  

貸倒引当金の減少額 △994 △1,441  

賞与引当金の増加額 345 420  

退職給付引当金の増加
額又は減少額(△）

△8,062 24,168  

役員退職慰労引当金の
増加額

－ 174,282  

受取利息及び配当金 △1,679 △1,860  

支払利息 12,940 11,624  

固定資産除却損 4,890 －  

売上債権の増加額 △951 △5,537  

棚卸資産の増加額(△)
又は減少額

△99,385 5,671  

その他の流動資産の減
少額

21,310 13,055  

保証金等の賃料相殺額 102,111 87,781  

仕入債務の増加額 215,827 73,318  

未払消費税等の増加額
又は減少額（△）

△46,321 30,765  

その他の流動負債の増
加額又は減少額（△）

△13,754 7,688  

役員賞与の支払額 △11,000 △11,000  

その他 △402 4,257  

（小計） 602,946 565,828 △37,118

利息及び配当金の受取
額

1,870 2,034  

利息の支払額 △13,003 △11,575  

法人税等の支払額 △119,949 △113,546  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

471,864 442,740 △29,123
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前事業年度
（自　平成17年２月21日
至　平成18年２月20日）

当事業年度
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

定期預金の預入による
支出

△150,000 △90,000  

定期預金の払戻による
収入

150,000 90,000  

有形固定資産の取得に
よる支出

△273,014 △247,503  

無形固定資産の取得に
よる支出

△90,341 △47,273  

保証金敷金の支払額 △71,041 △105,324  

保証金敷金の返還額 3,328 4,479  

その他 △303 3,597  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△431,373 △392,023 39,349

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

社債の償還による支出 △160,000 －  

長期借入れによる収入 160,000 －  

長期借入金の返済によ
る支出

△169,492 △122,776  

配当金の支払額 △25,487 △25,482  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△194,979 △148,258 46,721

Ⅳ　現金及び現金同等物の減
少額

△154,487 △97,541 56,946

Ⅴ　現金及び現金同等物期首
残高

1,778,906 1,624,418 △154,487

Ⅵ　現金及び現金同等物期末
残高

1,624,418 1,526,877 △97,541
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(5）利益処分計算書

前事業年度
株主総会承認日 

（平成18年５月17日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 177,397

Ⅱ　利益処分額

１．配当金 25,500

２．役員賞与
（うち監査役賞与）

11,000
(　－　)

３．別途積立金 130,000 166,500

Ⅲ　次期繰越利益 10,897
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年２月21日
至　平成18年２月20日）

当事業年度
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

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）

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）

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

　時価法

デリバティブ

同左

３．棚卸資産の評価基準及び

評価方法

商品

　移動平均法による低価法

商品

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法

　平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については、定

額法を採用しております。定期借地権契

約による借地上の建物・構築物について

は、耐用年数を定期借地権の契約期間、

残存価額を零とした定額法によっており

ます。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　３年～41年

（定期借地権契約期間）

15年～20年

構築物　　　　10年～30年

車両運搬具　　５年～６年

器具備品　　　３年～20年

(1）有形固定資産

　定率法

　平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については、定

額法を採用しております。定期借地権契

約による借地上の建物・構築物について

は、耐用年数を定期借地権の契約期間、

残存価額を零とした定額法によっており

ます。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　３年～41年

（定期借地権契約期間）

６年～20年

構築物　　　　10年～30年

車両運搬具　　５年～６年

器具備品　　　３年～20年

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについては社

内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒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。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、当

期に負担すべき支給見込額を計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しております。

(3）退職給付引当金

同左

 　　　　　　―――――

 　　　　　

 (4)役員退職慰労引当金

　　 役員の退職慰労金の支給に備えるため、

当社内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 
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項目
前事業年度

（自　平成17年２月21日
至　平成18年２月20日）

当事業年度
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

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によっております。

同左

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて特例処理の条件

を充たすものについては特例処理を採用

しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ取引

ヘッジ対象：特定借入金の支払金利

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：同左

ヘッジ対象：同左

(3）ヘッジ方針

　当社の内規である「経理規程」及び

「市場リスク管理方針」に基づき、金利

変動による債権債務の損失可能性を減殺

する目的で行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引の特例処理の要件を

充たしているものについては、有効性の

評価を省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　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ケ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。

同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計方針の変更

前事業年度
（自　平成17年２月21日
至　平成18年２月20日）

当事業年度
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

　　――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　 当事業年度より、「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、営業利益及び経常利益は1,887千円増加し、

税引前当期純損失は6,788千円増加しております。

  なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

 　――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

   当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しております。

  従来の資本の部の合計に相当する金額は3,130,786千円

であります。

  なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける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。

 　――――― （役員退職慰労引当金の計上）

   従来、役員退職慰労金は支給時の費用として処理して

きましたが、下半期より役員退職慰労金規程に基づく期

末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に

変更いたしました。この変更は、当社が株式会社ＡＯＫ

Ｉホールディングスの完全子会社となる予定となったこ

とに伴い、内規に基づく役員退職慰労金の見直しを行っ

た結果、支払いの蓋然性が高く、将来の負担額の重要性

が増すことが予想されたことから、役員の在任期間に対

応した費用の配分による期間損益の適正化と財務内容の

健全化を図るために行ったものであります。

　この変更に伴い、当事業年度末要支給額174,282千円の

うち、当事業年度発生額15,350千円を販売費及び一般管

理費に、過年度分相当額158,931千円を特別損失に計上し

ております。この結果、従来の方法に比べ、営業利益及

び経常利益は15,350千円減少し、税引前当期純損失は

174,282千円増加しております。

　なお、この変更は下半期に行ったため、当中間会計期

間は従来の方法によっております。従って当中間会計期

間は変更後の方法によった場合に比べ、営業利益及び経

常利益は12,343千円、税引前中間純利益は171,274千円そ

れぞれ増加しております。
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追加情報

前事業年度
（自　平成17年２月21日
至　平成18年２月20日）

当事業年度
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

　「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13,461千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は同額減少し

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20日）

当事業年度
（平成19年２月20日）

※１　このうち担保に供している資産は次の通りでありま

す。

イ．不動産抵当

建物   22,507千円

土地 364,873

小計 387,380

ロ．差入保証金 225,260

計 612,640

上記に対する債務額

長期借入金 377,316千円

（１年内返済予定額を含む）

計 377,316

※１　このうち担保に供している資産は次の通りでありま

す。

イ．不動産抵当

建物    20,934千円

土地 364,873

小計 385,807

ロ．差入保証金 207,289

計 593,097

上記に対する債務額

長期借入金   264,140千円

（１年内返済予定額を含む）

計 264,140

※２　会社が発行する株式及び発行済株式の種類及び総

　

　　数

授権株式総数　　　　普通株式 18,800,000株

発行済株式総数　　　普通株式 5,100,000株

※２　　　　　　　───────

　３　配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する金額は、

 30,843千円であります。

　３　　　　　　　───────

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年２月21日

至　平成18年２月20日）

当事業年度
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

※１　低価法による商品評価減の処理

　　　低価法による商品の評価減額12,921千円を売上原価

に算入しております。

※１　低価法による商品評価減の処理

　　　低価法による商品の評価減額20,028千円を売上原価

に算入しております。

※２　閉店に伴う店舗設備の除却損でその内容は次の通

　

　　りであります。 

撤去工事費   200千円

建物 245

その他 4,444

計 4,890

※２　　　　　　　　　 ───

※３　　　　　　　　　 ─── ※３　減損損失

 　　　当事業年度において、当社は以下の資産グループに

　　 ついて減損損失を計上しております。

地域 用途 種類 減損損失(千円)

群馬県
店舗

１店舗
建物等 8,675

 合　　計 8,675

 　 　 資産グルーピングは、主として店舗の単位としてお

ります。このうち、営業損益が悪化している店舗につ

いて、帳簿価額を回収可能額まで減額し、減損損失

8,675千円（建物等4,729千円、構築物1,374千円、器具

備品523千円、その他2,047千円）を計上いたしまし

た。

　なお、店舗用資産の回収可能額は主に使用価値によ

り測定しており、割引率は5.0％を用いております。
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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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 5,100,000 － － 5,100,000

２．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株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年５月17日

定時株主総会
普通株式 25,500 5 平成18年2月20日 平成18年５月18日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月16日

定時株主総会
普通株式 25,500  利益剰余金 5 平成19年２月20日 平成19年５月17日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年２月21日
至　平成18年２月20日）

当事業年度
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係（平成18年２月20日現在）

　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係（平成19年２月20日現在）

現金及び預金勘定  1,714,418千円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △90,000

現金及び現金同等物 1,624,418

現金及び預金勘定  1,616,877千円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △90,000

現金及び現金同等物 1,526,877
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成17年２月21日
至　平成18年２月20日）

当事業年度
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

　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

　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、減損損失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）

建物 198,931 120,827 78,104

車両運搬具 26,041 10,175 15,866

器具備品 105,295 33,792 71,502

計 330,268 164,794 165,474

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

建物 198,931 134,089 － 64,842

車両運搬
具

28,056 14,762 － 13,293

器具備品 125,843 54,217 1,635 69,989

計 352,831 203,069 1,635 148,126

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内   40,775千円

１年超      140,174千円

計      180,950千円

１年内  45,093千円

１年超      118,394千円

計      163,487千円

リース資産減損勘定の残高 1,040千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料       42,771千円

減価償却費相当額       36,511千円

支払利息相当額      6,033千円

支払リース料      47,269千円

リース資産減損勘定の取崩額 594千円

減価償却費相当額       40,210千円

支払利息相当額        5,388千円

減損損失 1,635千円

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

同左

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

同左

－ 22 －



②　有価証券

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前事業年度（平成18年２月20日） 当事業年度（平成19年２月20日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）
取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

(1）株式 47,752 96,819 49,067 47,752 91,971 44,218

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 47,752 96,819 49,067 47,752 91,971 44,218

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 100 77 △23 100 75 △25

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 100 77 △23 100 75 △25

合計 47,853 96,897 49,044 47,852 92,046 44,193
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前事業年度
（自　平成17年２月21日
至　平成18年２月20日）

当事業年度
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

(1）取引の内容

　当社は金利スワップ取引を利用しております。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　当社は効率的な資金運用を図るため、当社の定めるリ

スク管理方針に従い、デリバティブ取引に取り組んでお

ります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　当社は、市場金利の変動によるリスクを軽減するため

にデリバティブ取引を利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3）取引の利用目的

同左

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて特例処理の条件を充たすもの

については特例処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　へッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段：金利スワップ取引

　ヘッジ対象：特定借入金の支払金利

②　へッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段：同左

　ヘッジ対象：同左

③　ヘッジ方針

　当社の内規である「経理規程」及び「市場リスク管

理方針」に基づき、金利変動による債権債務の損失可

能性を減殺する目的で行っております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引の特例処理の要件を充たしている

ものについては、有効性の評価を省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　当社の金利スワップの契約先は国内の信用度の高い金

融機関であるため、相手方の契約不履行によるリスクは

ほとんどないと認識しております。尚、当社は投機目的

でのデリバティブ取引は行わない方針であります。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、ま

たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左
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２．取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

金利関連

区分 種類

前事業年度（平成18年２月20日） 当事業年度（平成19年２月20日）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取

引以外

の取引

金利スワップ取引

受取固定・支払変

動
83,000 70,000 2,353 △861 70,000 56,000 1,684 △669

合計 83,000 70,000 2,353 △861 70,000 56,000 1,684 △669

　（注）

前事業年度
（平成18年２月20日）

当事業年度
（平成19年２月20日）

１．時価の算定方法

　金利スワップ契約を締結している金融機関から提示さ

れた価格によっております。

１．時価の算定方法

同左

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除い

ております。

２．　　　　　　　　　　同左

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は退職一時金制度と適格退職年金制度を採用しております。

　なお、適格退職年金制度は昭和60年８月から採用しており、定年退職者及び勤続15年以上の従業員が定年

扱いで退職した場合における退職金が、当該制度から支給されることとなっております。

２．退職給付債務に関する事項

前事業年度
（平成18年２月20日）

当事業年度
（平成19年２月20日）

（千円）

(1)退職給付債務 △194,806

(2)年金資産残高 168,638

退職給付引当金 △26,167

（千円）

(1)退職給付債務 △198,180

(2)年金資産残高 147,843

退職給付引当金 △50,336

　（注）　当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

前事業年度
（自　平成17年２月21日

至　平成18年２月20日）

当事業年度
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

（千円）

勤務費用 10,478

退職給付費用 10,478

（千円）

勤務費用 4,092

退職給付費用 4,092

４．退職給付債務の計算基礎に関する事項

　当社は退職給付債務の算定に当たり簡便法を採用しておりますので基礎率等について記載しておりません。
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⑤　税効果会計

前事業年度
（自　平成17年２月21日
至　平成18年２月20日）

当事業年度
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

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

（平成18年２月20日現在）

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

（平成19年２月20日現在）

繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過額  24,376千円

会員権評価損 7,998

投資有価証券評価損 7,760

退職給付引当金 7,134

賞与引当金 13,600

その他 28,267

繰延税金資産計 89,137

繰延税金資産

  役員退職慰労金  69,678千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 23,793

会員権評価損 7,996

投資有価証券評価損 7,758

退職給付引当金 20,124

賞与引当金 13,765

その他 34,474

小計 177,591

評価性引当額 △6,811

繰延税金資産計 170,779

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △19,612千円

繰延税金負債計 △19,612

繰延税金資産の純額 69,524

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金   △17,668千円

繰延税金負債計 △17,668

繰延税金資産の純額 153,111

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

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 39.9％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目
0.3

住民税均等割 6.1

留保金課税 2.6

情報通信機器等の特別控除 △4.6

税効果会計適用後の法人税等負担率 44.3

 　　当事業年度においては、税引前当期純損失を計上して

いるため記載を省略しております。

⑥　持分法損益等

　該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年２月21日
至　平成18年２月20日）

当事業年度
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

１株当たり純資産額 625円44銭

１株当たり当期純利益  30円86銭

１株当たり純資産額 613円88銭

１株当たり当期純損失 5円99銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　同左

　（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自　平成17年２月21日
至　平成18年２月20日)

当事業年度
(自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日)

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 168,403 △30,536

普通株主に帰属しない金額（千円） 11,000 －

（うち利益処分による役員賞与） (11,000) 　　　 （－）

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
157,403 △30,536

期中平均株式数（株） 5,100,000 5,100,000

（重要な後発事象）

当社株式公開買付け及び株式交換契約に伴う完全子会社化について、平成19年３月８日開催の両社取締役会を経て、

当社株式の公開買付及び株式交換契約を締結いたしました。

詳細につきましては、下記の開示書類をご参照下さい。　

 　 「当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び株式交換覚書締結に関するお知らせ」　平成19年３月８日開示

 　 「親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」　　　　　　平成19年４月７日開示

  　「株式交換契約締結に関するお知らせ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年４月９日開示

５．部門別売上高明細
 （単位：千円）

商品部門別
前事業年度

（自　平成17年２月21日
至　平成18年２月20日）

当事業年度
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

前期比増減
（△は減）

ニット 2,955,695 2,928,460 △27,234

シャツ・アウター 1,323,203 1,281,756 △41,447

ボトムス 2,364,076 2,236,855 △127,220

その他 864,260 775,193 △89,067

合計 7,507,236 7,222,265 △284,970

　（注）　上記金額には、消費税は含まれておりません。

６．役員の異動
  役員の異動につきましては、下記の開示書類をご参照下さい。

 「代表者及び代表取締役ならびに役員の異動に関するお知らせ」　　　　　　　　　　 平成19年４月12日開示
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