
 

平成 19 年２月期   個別財務諸表の概要        平成 19 年４月 13 日 
上 場 会 社 名          株式会社パル                       上場取引所    東 
コ ー ド 番 号             ２７２６                                本社所在都道府県 大阪府 
（ＵＲＬ  http://www.palgroup.co.jp） 
代  表  者  役職名 取締役社長    氏名  井上 英隆 
問合せ先責任者  役職名 管理副本部長   氏名  宇都宮幸雄  ＴＥＬ (06)6227-0308 
決算取締役会開催日 平成 19 年４月 13 日     配当支払開始予定日  平成 19 年５月 24 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   50 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 
18 年２月期 

40,417 17.3
34,445 26.4

4,001 △2.0
4,085 192.2

3,964 △2.0
4,046 203.9

 
 

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 

1,927 △14.7 
2,260 279.1 

204.80
228.74

202.65
225.14

16.8
27.7

14.9 
19.1 

9.8
11.7

(注) ①期中平均株式数 19 年２月期 9,413,595 株             18 年２月期 9,052,056 株 
    ②会計処理の方法の変更   有 
     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 
18 年２月期 

29,319
23,931

13,913
9,269

47.5 
38.7 

1,465.12
998.11

(注)  ①期末発行済株式数   19 年２月期 9,496,802 株 18 年 2 月期 9,097,178 株 
   ②期末自己株式数      19 年２月期  143,198 株   18 年２月期  142,822 株 

 
２．20 年２月期の業績予想(平成 19 年３月１日～平成 20 年２月 29 日) 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 
通   期 

20,150 
43,800 

2,060
4,460

1,070
2,320

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  203 円 58 銭 
 （平成 19 年 3 月 1日を効力発生日とする株式分割（１株につき 1.2 株の割合）後の発行済株
式数による。） 

 
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(％)

18 年２月期 - - - 30 - 30 272 13.1 2.9

19 年２月期 - - - 40 - 40 379 19.5 3.2

20 年２月期（予想） - - - 30 - 30    
(注)19 年２月期期末配当金の内訳  記念配当     10 円  00 銭  特別配当     - 円 - 銭 
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１【財務諸表等】 

（1）【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
 

  
第34期 

(平成18年２月28日) 
第35期 

(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  10,761,842  14,879,520

２ 売掛金  1,264,538  1,575,455

３ 商品  2,184,885  2,474,960

４ 前渡金  19,297  37,720

５ 前払費用  85,582  99,323

６ 繰延税金資産  238,937  132,927

７ その他  35,946  55,734

流動資産合計  14,591,029 61.0  19,255,643 65.7

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 ※１ 2,790,264 3,230,269 

減価償却累計額  1,157,158 1,633,106 1,385,691 1,844,578

(2) 車両運搬具  11,200 3,800 

減価償却累計額  10,640 560 505 3,294

(3) 工具器具及び備品  19,841 53,417 

減価償却累計額  17,410 2,431 42,730 10,686

(4) 土地 ※１ 333,220  333,220

有形固定資産合計  1,969,317 8.2  2,191,779 7.5
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第34期 

(平成18年２月28日) 
第35期 

(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
(％)

２ 無形固定資産   

(1) 商標権  26,141  22,017

(2) ソフトウエア  533  36

(3) 電話加入権  11,998  16,780

無形固定資産合計  38,674 0.2  38,834 0.1

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  38,741  53,803

(2) 関係会社株式  1,920,008  2,032,008

(3) 出資金  100  100

(4) 破産債権、再生債権、 
更生債権その他 
これらに準ずる債権 

 3,900  2,598

(5) 長期前払費用  122,750  100,653

(6) 保証金 ※１ 5,044,902  5,433,659

(7) 保険積立金 ※１ 95,661  95,661

(8) 繰延税金資産  75,801  92,108

(9) その他  84,703  76,917

貸倒引当金  △53,900  △54,258

投資その他の資産合計  7,332,668 30.6  7,833,251 26.7

固定資産合計  9,340,660 39.0  10,063,865 34.3

資産合計  23,931,690 100.0  29,319,509 100.0
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第34期 

(平成18年２月28日) 
第35期 

(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  2,850,726  3,749,448

２ 買掛金  1,438,226  1,785,608

３ 短期借入金 ※１ 414,348  670,348

４ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

※１ 596,513  802,771

５ 未払金  155,616  216,053

６ 一年以内支払予定 
  長期未払金 

 514,399  546,479

７ 未払費用 ※４ 1,017,034  1,309,383

８ 未払法人税等  1,893,461  343,590

９ 未払消費税等  157,402  44,600

10 前受金  9  17

11 預り金  43,901  7,180

12 賞与引当金  216,400  197,000

13 役員賞与引当金  ―  185,000

14 その他  1,626  2,567

流動負債合計  9,299,668 38.9  9,860,049 33.6

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※１ 4,298,140  4,371,040

２ 退職給付引当金  29,608  36,053

３ 役員退職慰労引当金  96,100  96,700

４ 長期未払金  886,378  968,103

５ その他  51,797  73,595

固定負債合計  5,362,024 22.4  5,545,493 18.9

負債合計  14,661,692 61.3  15,405,543 52.5

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※２ 1,674,400 7.0  － －

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  1,873,276  －

２ その他資本剰余金   

  （1）自己株式処分差益  － － － －

資本剰余金合計  1,873,276 7.8  － －

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  21,300  －

２ 任意積立金   

  （1）別途積立金  3,100,000 3,100,000 － －

３ 当期未処分利益  2,806,622  －

利益剰余金合計  5,927,922 24.8  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金  11,893 0.0  － －

Ⅴ 自己株式 ※３ △217,493 △0.9  － －

資本合計  9,269,997 38.7  － －

負債及び資本合計  23,931,690 100.0  － －
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第34期 

(平成18年２月28日) 
第35期 

(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  － －  3,181,200 10.9

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金  － 3,379,452 

(2) その他資本剰余金  － 103 

資本剰余金合計  － －  3,379,555 11.5

３ 利益剰余金   

(1) 利益準備金  － 21,300 

(2) その他利益剰余金   

別途積立金  － 4,100,000 

繰越利益剰余金  － 3,442,084 

利益剰余金合計  － －  7,563,384 25.8

４ 自己株式  － －  △220,321 △0.7

株主資本合計  － －  13,903,818 47.5

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価 
  差額金 

 － －  10,148 0.0

評価・換算差額等合計  － －  10,148 0.0

純資産合計  － －  13,913,966 47.5

負債及び純資産合計  － －  29,319,509 100.0
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② 【損益計算書】 

 

  
第34期 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

第35期 
(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  34,445,476 100.0  40,417,653 100.0

Ⅱ 売上原価   

 １ 商品期首たな卸高  1,745,605 2,184,885 

 ２ 当期商品仕入高  16,706,126 19,549,459 

 ３ 合併による商品受入高  － 73,407 

    合計  18,451,732 21,807,752 

 ４ 商品期末たな卸高  2,184,885 16,266,846 47.2 2,474,960 19,332,791 47.8

   売上総利益  18,178,630 52.8  21,084,862 52.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

 １ 販売手数料  245,755 271,811 

 ２ 荷造運搬費  666,868 828,072 

 ３ 広告宣伝費  190,825 352,498 

 ４ 貸倒引当金繰入額  － 4,258 

 ５ 役員報酬  156,510 157,945 

 ６ 給与手当  1,105,474 1,335,093 

 ７ 賞与  225,828 149,271 

 ８ 賞与引当金繰入額  216,400 197,000 

 ９ 役員賞与引当金繰入額  ― 185,000 

 10 退職給付引当金繰入額  5,459 9,558 

 11 役員退職慰労引当金 
   繰入額 

 8,000 2,800 

 12 福利厚生費  375,595 378,421 

 13 交際費  11,673 17,247 

 14 旅費交通費  212,735 259,115 

 15 租税公課  113,531 122,375 

 16 減価償却費  368,567 390,479 

 17 企画開発費  21,327 31,626 

 18 賃借料  5,302,100 6,143,904 

 19 リース料  327,496 332,034 

 20 水道光熱費  294,858 321,332 

 21 支払手数料  3,728,608 4,937,640 

 22 雑費  515,915 14,093,531 40.9 655,555 17,083,041 42.3

   営業利益  4,085,099 11.9  4,001,820 9.9



ファイル名:110_9226800101905.doc 更新日時:2007/04/11 15:50 印刷日時:07/04/12 18:22 

― 43 ― 

 

  
第34期 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

第35期 
(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
(％)

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息  2,996 5,185 

 ２ 受取配当金 ※２ 18,284 61,194 

 ３ 賃貸料収入 ※２ 21,348 8,122 

 ４ 貸倒引当金戻入益  186 ― 

 ５ その他  19,090 61,906 0.1 16,140 90,643 0.2

Ⅴ 営業外費用   

 １ 支払利息  93,960 99,674 

 ２ 株式交付費  ― 22,984 

 ３ その他  6,337 100,297 0.3 4,987 127,647 0.3

経常利益  4,046,707 11.7  3,964,816 9.8

Ⅵ 特別利益   

１ 保険解約益  － 25,223 

２ 関係会社株式譲受益 ※３ 622,908 622,908 1.8 ― 25,223 0.1

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※１ 317,669 147,318 

２ リース解約損  81,428 22,998 

３ 減損損失 ※４ ― 47,448 

４ 厚生年金基金 
脱退特別掛金 

 ― 399,098 1.1 373,504 591,269 1.5

税引前当期純利益  4,270,517 12.4  3,398,770 8.4

法人税、住民税 
及び事業税 

 2,167,600 1,380,000 

法人税等調整額  △157,650 2,009,949 5.8 90,895 1,470,895 3.6

当期純利益  2,260,568 6.6  1,927,874 4.8

前期繰越利益  555,523  －

自己株式処分差損  9,469  －

当期未処分利益  2,806,622  －
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③ 【利益処分計算書】 

 

  
第34期 

(平成18年５月25日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  2,806,622 

Ⅱ 利益処分額   

１ 配当金  272,915  

２ 役員賞与金   

   取締役賞与金  183,000  

   監査役賞与金  7,000  

３ 任意積立金   

 別途積立金  1,000,000 1,462,915 

Ⅲ 次期繰越利益  1,343,706 
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④ 【株主資本等変動計算書】 

第35期(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 

利益 
準備金

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

平成18年２月28日残高(千円) 1,674,400 1,873,276 1,873,276 21,300 3,100,000 2,806,622 5,927,922

事業年度中の変動額    

 新株の発行 1,506,800 1,506,176 1,506,176   

 剰余金の配当   △272,915 △272,915

 利益処分による役員賞与   △190,000 △190,000

 当期純利益   1,927,874 1,927,874

 自己株式の取得    

 自己株式の処分  103 103   

 合併による増加   170,502 170,502

 別途積立金の積立  1,000,000 △1,000,000 

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) 1,506,800 1,506,176 103 1,506,279 1,000,000 635,462 1,635,462

平成19年２月28日残高(千円) 3,181,200 3,379,452 103 3,379,555 21,300 4,100,000 3,442,084 7,567,384

 

株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 

 
自己株式 株主資本合計 

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28日残高(千円) △217,493 9,258,104 11,893 11,893 9,269,997

事業年度中の変動額  

 新株の発行 3,012,976  3,012,976

 剰余金の配当 △272,915  △272,915

 利益処分による役員賞与 △190,000  △190,000

 当期純利益 1,927,874  1,927,874

 自己株式の取得 △2,874 △2,874  △2,874

 自己株式の処分 46 149  149

 合併による増加 170,502  170,502

 別途積立金の積立  

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額） 

△1,745 △1,745 △1,745

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

△2,827 4,645,713 △1,745 △1,745 4,643,968

平成19年２月28日残高(千円) △220,321 13,903,818 10,148 10,148 13,913,966

 



07/04/12ファイル名:120_9226800101905.doc 更新日時:2007/04/11 17:43 印刷日時:07/04/12 18:22 

― 46 ― 

重要な会計方針 

 

項目 
第34期 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

第35期 
(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 

有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法 

有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 ② 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） 

② 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） 

   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 たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

個別法による原価法 同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

定率法 

ただし、建物（建物附属設備を除

く）については定額法 

有形固定資産 

同左 

 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウエアにつ

いては社内における見込利用可能期

間(５年)に基づく定額法 

無形固定資産 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 - 株式交付費  

支出時に全額費用処理を行っており

ます。 

５ 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

検討し、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 

  従業員に対する賞与の支払に備え

るため、当期の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 
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項目 
第34期 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

第35期 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

 ③ 役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支給に備える

ため、当期の負担すべき支給見込

額を計上しております。 

（会計処理の変更） 

 当期より「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成

17年11月29日 企業会計基準第４

号）を適用しております。その結

果、従来の方法によった場合に比

べ、営業利益、経常利益及び税金等

調整前純利益は185,000千円減少し

ております。 

 ③ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

「退職給付会計に関する実務指針」

（日本公認会計士協会会計制度委員

会報告第13号）に定める簡便法に基

づき期末における自己都合要支給額

を計上しております。 

④ 退職給付引当金 

同左 

 ④ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職に備え、当社内規に基

づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 

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

借取引に準じた会計処理によっており

ます。 

同左 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 
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会計処理の変更 

 

第34期 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

第35期 
(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。 

 これにより減損損失47,448千円を特別損失に計上した

ため、税引前当期純利益は同額減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき当該各資産の減価償却累計額に含めて表

示しております。 

 （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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計額に相当する金額は

13,913,966千円であります。 

 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。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

第34期 
(平成18年２月28日) 

第35期 
(平成19年２月28日) 

※１ 建物98,940千円、土地315,220千円、保証金

4,544,773千円及び保険積立金95,661千円は、長期

借入金4,229,605千円、一年以内返済予定長期借入

金530,517千円及び短期借入金118,348千円の担保に

供しております。 

 

※１ 建物96,081千円、土地315,220千円、保証金

4,782,326千円及び保険積立金95,661千円は、長期

借入金4,235,063千円、一年以内返済予定長期借入

金720,207千円及び短期借入金118,348千円の担保に

供しております。 

 

※２ 会社が発行する株式は普通株式24,000,000株、発

行済株式の総数は普通株式9,240,000株でありま

す。 

 

※２          － 

 

※３ 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

142,822株であります。 

 

※３          － 

 

※４ 関係会社項目 

   未払費用    643,426千円 

 

※４ 関係会社項目 

   未払費用    860,361千円 

 

 ５ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する金額は

11,893千円であります。 

 ５          － 
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(損益計算書関係) 

 

第34期 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

第35期 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

※１ 固定資産除却損の主なものは、建物除却損

266,833千円です。 

 

※１ 固定資産除却損の主なものは、建物除却損

120,915千円です。 

 

※２ 関係会社取引 

営業外収益 賃貸料収入 18,505千円 

 

※２ 関係会社取引 

営業外収益 受取配当金  61,104千円 

 

※３ 関係会社株式譲受益は、㈱ナイスクラップの株式

取得に伴い発生したものであります。 

 

※３          ― 

 

※４           ― 

 

※４ 減損損失 

   当期において、以下の資産について減損損失を

計上しております。 

用途 種類 
金額 
(千円) 

建物 40,423
店舗 

未払リース料 7,025

   資産を用途により事業用資産、遊休資産に分類

しております。 

   事業用資産については、管理会計上の区分を基

礎として、原則として店舗毎に、また、遊休資産

については、個別物件単位に基づきグループ化し

ております。 

 事業用資産のうち、収益性の低下している資産

グループについて、帳簿価額を回収可能価額ま

で、遊休資産につきましては、固定資産評価額を

参考に正味売却価額まで、減額し減損損失を認識

しております。 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

   第35期（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) 142 0 0 143

（変動理由の概要） 

 増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

  単元未満株式の買取りによる増加 0千株 
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(リース取引関係) 

 

第34期 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

第35期 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28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 

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) 

工具器具 
及び備品 

1,181,446 597,817 583,628

ソフトウエア 69,345 27,179 42,165

合計 1,250,791 624,997 625,794

 

 
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) 

工具器具 
及び備品 

1,095,337 525,358 2,775 567,203

ソ フ ト ウ
エア 

65,145 33,098 － 32,046

合計 1,160,482 558,457 2,775 599,249

 
  

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 223,247千円

１年超 426,949千円

合計 650,196千円
 

② 経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定期末残高 

 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 223,287千円

１年超 398,313千円

合計 621,600千円

 

リース資産減損勘定期末残高 

 2,623千円
 

  

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 287,645千円

減価償却費相当額 256,296千円

支払利息相当額 32,721千円
 

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 271,796千円

リース資産減損勘定の取崩額 3,282千円

減価償却費相当額 243,374千円

支払利息相当額 27,618千円

減損損失 6,057千円
 

  

④ 減価償却費相当額の算定方法は、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          同左 

  

⑤ 利息相当額の算定方法は、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          同左 
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(有価証券関係) 

前期(平成18年２月28日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 
貸借対照表計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

子会社株式 1,754,508 4,720,284 2,965,776

関連会社株式 ― ― ―

計 1,754,508 4,720,284 2,965,776

 

当期(平成19年２月28日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 
貸借対照表計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

子会社株式 1,754,508 3,248,696 1,494,188

関連会社株式 ― ― ―

計 1,754,508 3,248,696 1,494,188
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(税効果会計関係) 

 

第34期 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

第35期 
(自 平成18年３月１日 
至 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(流動) 

 賞与引当金損金算入限度超過額 87,858千円

 未払事業税否認額 132,515 

 未払事業所税否認額 7,907 

 その他 10,656 

  繰延税金資産(流動)合計 238,937 

  

繰延税金資産(固定)  

 役員退職慰労引当金否認額 39,016 

退職給付引当金否認額 11,628 

貸倒引当金否認額 21,883 

投資有価証券評価損否認額 5,847 

 その他 5,553 

  繰延税金資産(固定)合計 83,930 

繰延税金負債(固定)  

 その他有価証券評価差額金 △8,129 

繰延税金資産(固定)の純額 75,801 
    

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(流動) 

 賞与引当金損金算入限度超過額 73,892千円

 未払事業税否認額 39,586 

 未払事業所税否認額 10,555 

 その他 8,893 

  繰延税金資産(流動)合計 132,927 

  

繰延税金資産(固定)  

 役員退職慰労引当金否認額 39,260 

退職給付引当金否認額 14,637 

貸倒引当金否認額 22,747 

投資有価証券評価損否認額 5,847 

減損損失否認額 10,320 

 その他 6,230 

  繰延税金資産(固定)合計 99,044 

繰延税金負債(固定)  

 その他有価証券評価差額金 △6,936 

繰延税金資産(固定)の純額 92,108 
    

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

(調整)  

住民税均等割 1.2 

留保金課税 4.2 

その他 1.1 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.1 
    

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

(調整)  

住民税均等割 0.6 

役員賞与 2.4 

受取配当金益金不算入 △0.7 

その他 0.4 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.3 
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(１株当たり情報) 
 

項目 
第34期 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

第35期 
(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 998円11銭 1,465円12銭

１株当たり当期純利益 228円74銭 204円80銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 225円14銭 202円65銭

(注) １ 算定上の基礎 

 (1) １株当たり純資産額 

項目 
第34期 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日)

第35期 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) ― 13,913,966

普通株式に係る純資産額(千円) ― 13,913,966

差額の主な内訳(千円) ― ―

普通株式の発行済株式数(株) ― 9,640,000

普通株式の自己株式数(株) ― 143,198

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の
数(株) 

― 9,496,802

 

 (2) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
 

項目 
第34期 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日)

第35期 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 2,260,568 1,927,874

普通株式に係る当期純利益(千円) 2,070,568 1,927,874

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円) 
    利益処分による役員賞与金 190,000 ―

普通株主に帰属しない金額(千円) 190,000 ―

普通株式の期中平均株式数(株) 9,052,056 9,413,595

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用
いられた当期純利益調整額の主要な内訳(千円) 

― ―

    当期純利益調整額(千円) ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式増加数の主要な内訳(株) 
    新株予約権 144,877 99,661

       普通株式増加数(株) 144,877 99,661

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められなかった潜在
株式の概要 

― ―
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(重要な後発事象) 
 

第34期 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

第35期 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 連結子会社の吸収合併について 

当社は、平成18年１月10日開催の取締役会決議

にもとづき、当社の全額出資の連結子会社である

㈱シェトワを、次のとおり吸収合併いたしまし

た。 

①合併期日：平成18年３月１日 

②合併方式：当社を存続会社とする吸収合併方式

で、㈱シェトワは合併期日に解散し

た。 

③その他： 100％出資子会社との合併であり、

新株の発行および合併交付金の支払

は行わない。 

 

２ 新株発行 

当社は、平成18年４月14日の取締役会決議に基

づき、次のとおり新株の発行をおこないました。

①募集の方法：一般募集 

②発行する株式の種類及び数： 

  普通株式 400,000株 

③払込期日： 平成18年５月２日 

④発行価格  7,954円 

発行価額  7,532円44銭 

資本組入  3,767円 

⑤配当起算日：平成18年３月１日 

１ 株式分割 

当社は、平成19年１月30日開催の取締役会決議

に基づき、次のとおり新株を発行しております。

（1）発行の方法 

平成19年３月１日をもって普通株式1株を1.2株

に分割する。 

①分割により増加する株式数： 

  普通株式 1,928,000株 

②分割方法 

平成19年２月28日現在の株主名簿および実

質株主名簿に記載された株主の所有株式数

を１株につき1.2株の割合をもって分割す

る。 

（2）配当起算日  平成19年３月１日 

 

前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合に

おける（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下

のとおりであります。 

 

 

第34期 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

第35期 
(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 

831円76銭

1株当たり当期純利益 

190円62銭

潜在株式調整後 

1株当たり純資産額 

187円62銭

 

1株当たり純資産額 

1,220円93銭

1株当たり当期純利益 

170円67銭

潜在株式調整後 

1株当たり純資産額 

168円88銭
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２. 役員の異動 （平成19年5月24日付） 

 

（1）新任取締役候補 

   取締役   宇都宮幸雄 （現 執行役員 管理本部管理副本部長兼財務経理部長） 

   取締役   木田 和彦 （現 執行役員 経営企画室長） 

  

（2）退任予定監査役 

   監査役   田邉 修美 


