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米国会計基準採用の有無   有 ・ ○無 
１．平成19年2月中間期の連結業績（平成18年9月1日～平成19年2月28日） 

(1) 連結経営成績                             (百万円未満切捨て) 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
19年2月中間期 
18年2月中間期 

百万円   ％
14,941 （12.4）
13,291 （18.4）

百万円   ％
1,315 （△19.4）
1,632 （ 53.4）

百万円   ％
1,400 (△23.9) 
1,839 （ 118.9）

18年8月期       26,928       2,541      2,818 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
19年2月中間期 
18年2月中間期 

百万円   ％
758 （△28.0）
1,053 （ 185.2）

       円   銭
       76   39 
      222   94 

       円   銭
      ─   ─ 
      ─   ─ 

18年8月期      1,468        155   35        ─   ─ 

(注)①持分法投資損益  19年2月中間期  ─ 百万円 18年2月中間期  ─ 百万円 18年8月期 ─  百万円 

②期中平均株式数(連結) 19年2月中間期 9,928,203株 18年2月中間期 4,726,350株 18年8月期 9,452,700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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2) 連結財政状態                            (百万円未満切捨て) 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 
19年2月中間期 
18年2月中間期 

百万円 
24,540 
21,507 

百万円
13,779
10,850

％ 
56.2 
50.4 

円   銭
  1,343   23
  2,295   67

18年8月期 22,217 11,264 50.7   1,191   66

(注)期末発行済株式数(連結) 19年2月中間期 10,260,500株 18年2月中間期 4,727,300株 18年8月期 9,454,600株 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況                     (百万円未満切捨て) 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 
19年2月中間期 
18年2月中間期 

百万円 
△878 
392 

百万円
△1,074
△569

百万円 
1,044 
849 

百万円
2,419
3,317

18年8月期 841 △1,565 1,378 3,302
 
(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   １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．平成19年8月期の連結業績予想（平成18年9月1日～平成19年8月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 

通  期 
百万円

        31,306 
百万円

        2,897 
百万円

         1,644 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 162円85銭  

※ 上記の予想は本資料発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予想を含んで掲載しております。

  実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。 
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１．企業集団の状況 

 当社グループは、当社（株式会社雑貨屋ブルドッグ）、子会社２社により構成されており、アクセサリー、

インテリア小物、パーティーグッズ、文房具など雑貨類の販売事業を行っております。 

 

（事業系統図） 
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① 株式会社 雑貨屋ブルドッグ（当社） 

 当社は当企業集団中の小売部門を担っており、ファッション雑貨店「雑貨屋ブルドッグ」、生活雑貨店

「ザナード」をチェーン展開し、その運営を行っております。 

 「雑貨屋ブルドッグ」は「夢と楽しさと感動を追求するギフトショップ」であります。店内はアクセサ

リー等のファッション雑貨を始め、仮装・パーティー用品といったバラエティグッズ、電池で作動する小

型玩具等、幅広い商品を品揃えしボリューム感のあるエキサイティングな売場づくりを重視しています。

18～22歳の女性をコアターゲットに設定し「来て楽しい」「見て楽しい」「買って楽しい」をショップコ

ンセプトとしております。 

 一方、「ザナード」は、27～35歳の女性を主たる顧客層に設定しております。高品質でファッション感

度の高い「衣料品」「インテリア用品」「キッチン用品」を中心とした品揃えとなっております。店内も

上品で落ち着いた雰囲気を演出し、お客様に“ゆったりとお買い物いただく”ことのできる空間の提供に

努めております。 

② 株式会社 商研 

 連結子会社の株式会社商研は、当企業集団中で卸売部門、商品企画製造部門、物流部門を担っておりま

す。当社を始めとした専門店や量販店各社に対する各種ファンシー雑貨、ファッション雑貨の卸売に加え、

「ピーチ・サロン」というブランド名でプライベートブランドの開発・卸売も行っております。併せて、

雑貨屋ブルドッグ店舗への商品配送の主たるベンダー機能も果たしております。 

－  － 
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③ SHOKEN U.S.A. CORPORATION 

 非連結子会社のSHOKEN U.S.A. CORPORATIONは米国の現地法人であります。米国内において各種ファンシ

ー雑貨、ファッション雑貨の卸売と、直営店１店舗での小売業を営む傍ら、株式会社商研との間で輸出入

業務を行っております。 

 

 前連結会計年度及び当中間連結会計年度において、当企業グループ（当社及び連結子会社）は、ファッシ

ョン雑貨の販売等という同一セグメントに属する事業を営んでおり、当該事業以外に事業の種類がないため

セグメント別開示はいたしておりません。当企業グループ（当社及び連結子会社）は、アクセサリー、イン

テリア小物、パーティーグッズ、文房具など雑貨類の小売・卸売を行っております。 

 当社の主要品目別の売上高構成比率は下表の通りであります。当社の売上高は小売部門とフランチャイズ

店卸売部門の合算であり、小売業者卸売部門は連結子会社である株式会社商研の売上高であります。 

（売上高構成比率） 

当中間期 
(自平成18年９月１日
至平成19年2月28日)

前中間期 
(自平成17年９月１日 
至平成18年2月28日) 

前事業年度 
(自平成17年９月１日
至平成18年８月31日)区分 主な商品 

売上高構成比率（％）売上高構成比率（％） 売上高構成比率（％）

ファッション雑
貨類 

アクセサリー、バッグ、ハンカチ、

ソックス、衣料、腕時計、化粧品

など 

35.3 35.9 37.2 

インテリア雑貨
類 

木製品、オルゴール、インテリア

など 
9.1 9.5 9.6 

生活家庭雑貨類 
タオル、バス用品、テーブルウェ

ア、その他ファブリックなど 
11.9 10.9 12.2 

ホビー・文具類 
ギフト商品、レター、文具、食品、

ぬいぐるみ、キャラクターなど 
35.5 34.9 33.9 

イベント・その
他 

オリジナルギフト、イベント商品

（クリスマスグッズ、バレンタイ

ングッズ）など 

4.9 5.0 3.7 

小
売
部
門 

小計 96.7 96.3 96.6 

フランチャイズ店卸売部門 0.6 0.9 0.7 

小売業者卸売部門 2.7 2.8 2.7 

卸
売
部
門 

小計 3.3 3.7 3.4 

合計 100.0 100.0 100.0 
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２．経営方針 

(1)経営の基本方針 

 当社は、18歳～22歳の女性をコアターゲットとして、ファッション雑貨店を全国に展開しております。 

 「来て楽しい」「見て楽しい」「買って楽しい」というショップコンセプトで、お客様や地域社会に

「ファッション性やトレンド性」に富んだ商品を提供することで、「夢」と「感動」そして「楽しさ」

を、いち早くお届けできる企業であり続けることを目標といたしております。 

 当社グループは、ゆとりある生活空間を演出する手助けや、楽しい夢のある生活を求める若者のニー

ズに応えられる、より良い商品を提供するために、オリジナリティーの高いプライベートブランド商品

を、製造から販売まで一貫して手掛ける、製造型小売業を目指しております。 

 こうしたグループメリットを生かし、雑貨業界のリーディングカンパニーとして企業価値の向上を目

標に邁進することで、「お客様」「株主様」「取引先様」「従業員」など、すべての関係者への利益還

元と社会貢献が実現できるものと考えております。 

   ※プライベートブランド商品（ＰＢ商品）…プライベートブランド、オリジナル商品  

(2）利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題として、位置付けております。企業の体質強

化と、将来の事業展開に備えた内部留保の充実を勘案し、安定的に配当を継続していくことを基本方針

としています。 

 内部留保資金につきましては、今後積極的な事業拡大を図るために有効投資してまいります。 

 

(3)投資単位の引き下げに関する考え方及び基本方針 

 当社の投資単位は現状100株であります。投資単位の引下げは、当社株式の流通性向上や取引の活性化、

及び株主数の増加など投資家層の拡大に繋がる、効果的で有効な施策の一つと当社では認識しておりま

す。 

 今後とも、ＩＲ活動等を通じて企業の経営情報開示を積極的に進めるとともに、投資単位につきまし

ても臨機応変に対処して参る方針であります。 

 

(4）目標とする経営指標 

 当社では、既存店売上高前年比率、売上高総利益率、売上高経常利益率、自己資本利益率（ＲＯＥ）

といった指標を重視して経営を行っております。 

 既存店売上高前年比率は、当社の本来の営業力をはかるものさしであります。店舗新設による積極的

拡大政策を加速させております当社にとって、経営の意識を売上規模拡大に偏らせることなく、個店の

営業力と店舗新設ペースとのバランスをとっていくことが重要な経営課題の一つであると認識しており

ます。 

 また、売上高総利益率に関しましては、当社の成長戦略のひとつでありますプライベートブランド商

品強化の効果測定の指標として、昨今、特に推移を注視しております。 

 売上高経常利益率につきましては、営業力や経費管理能力等、当社本業の評価としてこの指標を特に

注視しております。10％前後の水準をコンスタントに保つことを目標に経営にあたっております。 

 自己資本利益率につきましては経営の効率を計る重要な判断指標であり、かつ、株主様のご関心の高

い指標であると認識し、重要視しております。 

 

(5)中長期的な会社の経営戦略 

当社はファッション雑貨業界のリーディングカンパニーとして確固たる地位を築くべく、更なる成長

を目指して参ります。 

目下の戦略といたしましては、未出店地域への出店、１店舗あたり売場面積の大型化、取扱商品に占

めるプライベートブランド商品比率の向上が挙げられます。 

出店につきましては、当社では商圏人口10万人に１店舗を目安としており、未進出の地域も残されて

おります。また、進出済みの地域にもまだ出店余地がありますので、今後も更なる事業規模の拡大が可

能と考えております。 

 １店舗あたり売場面積の大型化につきましては、新規出店の売場面積を従来の90～150坪程度中心から

200～300坪程度中心へシフトしております。売場面積の大型化によって多彩な商品の取り扱いが可能に

なり、集客力の強化や小売専門店他社との差別化を図り、売場競争力の強化を目指して参ります。 
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(6)対処すべき課題 

①計画的出店の継続 

  当中間期では新規出店を積極的に進めた結果、31店舗増加し、312店舗と目標でありました300店舗体

制を実現いたしました。下期につきましても当初計画である50店舗の達成に向けて出店を行ってまいり

ます。当社の出店における商圏人口の目安といたしましては、商圏人口10万人に１店舗と考えておりま

す。今後も人口10万人以上の未進出都市を中心に計画的な出店を行ってまいります。 

②既存店売上の改善 

  平成18年８月期の既存店売上対前期比1.5％減という結果をふまえ、平成19年８月期は既存店の売上改

善に全社を挙げて取り組んでおります。特に、レジ通過客数の増加及び、お客様のご来店頻度を

高めるべく、売場メンテナンスの向上（商品陳列方法の見直し、商品販促POPの充実等）や、チラシに代

わる広告媒体として、ブルドッグ独自のフリーペーパー誌（BULLDOG STYLE）を発刊するなど新たな販

促政策に取り組んでまいります。また、当下期につきましては、当中間期に新店に傾注しがちであった

経営資源の配分を既存店に振り向けることにより、既存店の売上改善を図ってまいります。 

③ＰＢ商品比率の向上による売上総利益の改善 

  当社の特徴でもあり強みでもある『製造型小売業』として更にＰＢ商品開発を強化し、平成18年８月

期直営店における売上構成比率30.1％に対し、平成19年８月期は同比率33％以上を目標として取り組ん

でおります。これにより競合他社との商品差別化を図り、当社店舗の魅力を高めてまいります。また、

ＰＢ商品比率を高めることで値入率の更なる改善による収益性の高い企業体質にしてまいります。 

 

(7)親会社等に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

(8）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基本的な考え方 

 当社グループは、少数精鋭の組織作りをモットーに、垂直に近い組織体制を求め、シンプルな組織運

営がベストであると考えております。とりわけ当企業グループの中核となる当社は､本社機能もいたず

らに規模を拡大することなく、取締役及び執行役員が現場の仕事内容を把握し、現場は本社の姿が見え

る、フラットな関係を築き上げてきました。企業の肥大化は、結果として情報の停滞・動きの停滞を招

きます。肥大化を避けつつ、動きの早い、風通しの良い組織を作り上げ、さらに成長させるために、次

の事項に取り組んでおります。  

イ．法令遵守の徹底…公正かつ誠実な行動を基本とした、社内ルールの遵守。 

ロ．顧客、株主など、ステークホルダーへの透明性を高めること。 

ハ．内部統制システムの強化を図り、経営の効率性を高めること。 

ニ．タイムリーなディクスロージャーとＩＲ活動により、信頼性を高めること。 

②施策の実施状況 

(1) 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) 会社機関の内容 
   当社は、従来からの監査役制度を引き続き採用するとともに、会社の機関としては会社法

に規定された株主総会、取締役会および監査役会を設置しております。 

   取締役会は取締役6名により構成され、定例の毎月１回の取締役会と必要に応じた臨時取

締役会を実施し、迅速且つ適正な意思決定のできる体制となっております。また、執行役員

制度を導入し取締役会が選任した執行役員が適切に委譲された権限の下で業務執行を行い、

取締役会および監査役が業務執行の監督を行っております。 

監査役会は社外監査役２名を含む３名による独立した機関であり、重要な意思決定の過程

を把握するため取締役会等の重要な会議に出席し、必要ある場合は積極的に意見陳述を行い、

取締役の業務執行状況を確認しております。 

(b) 内部統制システムの整備の状況 
イ．社長直轄組織である内部監査室を中心に業務遂行の適正化、内部管理機能の強化を図って

おります。 

ロ．役員会を定期的に開催し、中期経営計画の策定、遂行、進捗状況の点検、対策実行のサイ

クルを展開するとともに、中期に取り組むべき重要課題について検討、議論しております。

下部組織としてシステム会議を設置し、役員会への答申を行っております。 

ハ．幹部会議（スーパーバイザー会議）を隔週１回開催し、経営意思決定の即時伝達や各事業
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部、各店舗の営業報告等を行い、情報の共有化を図っております。 

ニ．幹部会議（事業部店長会議）を月１回開催し、経営意思決定の即時伝達や各事業部会の営

業報告等を行い、情報の共有化を図っております。 

 

会社の機関・内部統制の関係図 

 

 

(c) 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 
    内部監査室は、各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基

づき、必要な内部監査を実施することとし、監査結果を社長に報告しております。被監査部

門に対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について監査後に遅滞な

くヒアリングを行うとともに、書面による報告を行わせることにより、内部監査の実効性を

確保しております。 

監査役監査につきましては、常勤監査役1名が取締役会及び社内重要会議への出席、重要書

類の閲覧、取締役へのヒアリングを実施しております。また、内部監査を担当する内部監査

室と内部監査計画策定時に、各種監査が効率的に行えるよう調整する他、内部監査実施後に

報告を受けております。 

非常勤監査役2名は、取締役会への出席の他、常勤監査役より監査状況の報告を受け、重要

事項について協議しております。 

会計監査人とは、通常の会計監査はもとより、ディスクロージャーの適時性と正確性を確

保する観点から、個別案件ごとに適法性や会計基準の準拠性に関して事前に確認を行い、適

時アドバイスを受けております。会計監査人につきましては、監査法人トーマツを選任して

おります。業務を執行した社員は、指定社員業務執行社員岸澤修及び指定社員業務執行社員

内山隆夫であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士１名、会計士補６名、その他６

名であります。 

 

(2)内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続きならびに内部監査、監査役監査及び会計監査の相

互連携について 

    社長直轄組織として内部監査室（専従社員３名）を設置し、店舗運営ならびに管理業務におけ

る内部監査を行う為の情報交換を適時に実施しております。監査役、内部監査室と会計監査人と

の連携につきましては、内部監査計画策定時において協議を行う他、監査法人による監査に監査

役又は内部監査室が立ち会っております。また、監査法人の監査結果については報告を受け、問

題点等の確認を行っており、適法性や会計基準の準拠性に関して事前に確認を行い、適時アドバ
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イスを受けております。 

 

(3)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の

概要 

 イ．社外取締役の選任は行っておりません。 

ロ．監査役３名の内２名は社外監査役であります。監査役袴田義一は当社株式390千株を保有してお

り、その他の取引関係はございません。監査役豊田正彦と当社との間には、人的関係や資本的

関係その他利害関係はありません。 

(4)当社のコーポレート・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 

 内部監査計画に基づき、営業店舗及び本社各部門の内部監査会を実施いたしました。その際、指

摘事項は改善勧告を行い改善報告書の提出を求め、改善策の徹底は毎月の取締役会にも報告されま

す。取締役会では内容に応じて法令・経営・店舗運営に関する重要な事項を決定いたしました。ま

た、その結果は各部署責任者会議及び店長会を通じて情報を共有し、徹底されております。 

 

(9)関連当事者との関係に関する基本方針 

 取締役の近親者が経営している企業からの仕入がありますが、他の仕入先と同様の条件で取引を行っ

ており、今後も契約条件等取引方針の変更を行う予定はありません。 

 関係当事者との取引については、社会的責任のもと、経営合理性を第一の判断基準としており、取引

条件についても、社会状況を鑑み、定期的な見直しを行うべきと考えております。 

 

(10)その他、会社の経営上の重要な事項 

 該当事項はありません。 

 

３．経営成績及び財政状態 

(1)経営成績について 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油や原材料の価格高騰もありましたが、好調な企業収益

に伴う設備投資の増加、雇用・所得環境の改善など、景気全般には引き続き回復の傾向が見られました。

しかしながら緩やかに上向いていた個人消費の伸びに鈍化が見られる事に加え、小売業界におきましては、

暖冬の影響による冬物商品の落ち込みや業種業態を越えた競争の激化により、厳しい経営環境が続きまし

た。 

 このような状況下、当社グループは、株式上場以来の目標でありました300店舗体制の早期実現に向けた

積極出店を進め、当中間期出店計画24店舗に対し、31店舗の出店を行いました。その結果、当中間期末の

店舗数は312店舗と、300店舗体制を実現いたしました。 

売上高につきましては、特に第1四半期において暖冬の影響により、衣料品を中心としたファッション雑

貨類(季節商品である衣料品、防寒商品、バッグ、アクセサリー等)の売上不振に加え、前年に比べヒット

キャラクターが少なかった事、さらには積極出店を行ったことにより、新店を軌道に乗せるべくベテラン

店長を新店に配置した結果、売場メンテナンス精度の低下を招いたことも影響し既存店の売上は苦戦いた

しました。この現状を踏まえ、第2四半期以降は、全社レベルでの売場メンテナンスの向上を企図し、本部

でのコントロールを強化いたしました。また、チラシに代わる広告媒体として、ブルドッグ独自のフリー

ペーパー誌（BULLDOG STYLE）を発刊するなどの新たな販促策に取り組むことにより、レジ通過客数の増

加及び、お客様のご来店頻度を高めることに努力を傾注いたしました。その結果、既存店の売上高は回復

しつつあり、新規出店の前倒し効果も含め、売上高は当初計画に対し95.5％となりました。 

 利益につきましては、ＰＢ(プライベートブランド)商品の販売高比率の向上に取り組んでまいりました

が、暖冬の影響を踏まえ、ＰＢ商品の構成比が高いファッション雑貨類において製造調整を行ったことで、

ＰＢ商品販売高比率が前年同期に対し下回り、売上総利益に影響いたしました。      

また、計画に対し７店舗の前倒し出店を実施したことによる出店経費の増加と、今後の出店を見据え、

先行して人材確保を行った結果、人件費が増加し、販売管理費が増加しております。 

 これらの結果、当中間期の連結売上高は14,941百万円となり、連結営業利益につきましては1,315百万円

となりました。 

 連結経常利益につきましては、デリバティブ契約における期中為替変動での評価益を含む為替差益を113

百万円計上いたしました結果1,400百万円となりました。（デリバティブ契約による評価益が、前年同期に

計上した182百万円に対し、69百万円減少していることも連結経常利益に影響いたしました。）以上により、

連結当期純利益は758百万円となりました。 
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部門及び主要品目別販売実績 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日
至 平成18年2月28日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年９月１日
至 平成19年2月28日）

増減 
区分 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 
前年同期比
（％） 

ファッション雑貨類 4,775  5,277  501  110.5 

インテリア雑貨類 1,268  1,358  89  107.1 

生活家庭雑貨類 1,447  1,779  332  123.0 

ホビー・文具類 4,643  5,302  659  114.2 

イベント・その他 665 730  65  109.8 

小
売
部
門 

小計 12,801  14,449  1,648  112.9 

フランチャイズ店卸売部門 119  92  △27  77.3 

小売業者卸売部門 370  399 28  107.8 卸
売 

部
門 

小計 490  492  1  100.3 

合計 13,291  14,941  1,649  112.4 

 

(2)財政状態について 

 当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結

会計年度末と比較して、883百万円減少し、2,419百万円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において営業活動の結果支出した資金は、878百万円（前年同期は392百万円の収

入）となりました。これは主に、棚卸資産が前連結会計年度末と比べ、2,567百万円増加したことによる

ものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は1,074百万円（前年同期比88.7％増）となりました。これは、前連結会

計年度に引き続き積極的な新規出店を行ったことが主因であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により増加した資金は1,044百万円（同22.9％増）となりました。主な要因は、株式の発行及

び借入により新店に係る資金を調達したこと、長期借入金の返済による支出によるものであります。 

 

   当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

平成17年８月期 平成18年８月期 平成19年８月期  

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率(％) 49.2 50.8 50.4 50.7 56.2

時価ベースの自己資本比率(％) 0.627 0.610 1.312 1.638 0.764

債務償還年数(年) 133.611 9.363 8.523 8.590 ―

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ(倍) 
0.508 6.929 10.839 10.094 ―

    (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．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

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されている負債のうち利子を支払っ

ている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、中間連結（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．債務償還年数の中間連結会計期間での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するために

２倍にしております。 
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４．平成19年2月期における債務償還年数、ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵについては営業キャッシュ・フロー

がマイナスであるため記載しておりません。 

５．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

 

 

(3)通期見通し 

 下期におきましては、通期出店計画50店舗に対し、当中間期末までに31店舗の出店をしたことにより、

早期に、通期出店計画を達成できる見込みであります。

 新店出店の前倒し効果は、稼動月数の増加という形で売上向上に寄与するのみならず、下期において「経

営資源(人材、商品等)」を既存店に集中させる事が可能となることから、既存店売上高の回復を図れるも

のと考えております。 

 利益につきましては、中間期までに前倒しにて出店を行ったことにより、下期は前年同期に対し出店経

費が抑えられると考えております。なお、前年の第3四半期は15店舗、第4四半期には23店舗、合計38店舗

の新規出店を行ったことにより、出店経費が下期に増加しております。さらに300店舗体制を早期に実現さ

せたことで、その販売力を背景としたＰＢ商品の開発に一層注力することによりＰＢ商品販売高比率を上

げ、売上総利益の改善を図ってまいります。加えて、調達コストの削減や人員の効率化などを含む経費削

減にも、より一層強力に取り組んでまいります。 

 以上により、当社グループの通期見通しといたしましては、連結売上高31,306百万円（前年対比16.3％

増）、連結経常利益2,897百万円（前年対比2.8％増）、連結当期純利益1,644百万円（前年対比12.0％増）

を見込んでおり、平成18年10月10日の発表時から変更はありません。 
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４．中間連結財務諸表等 

（1）中間連結財務諸表 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 

（平成18年２月28日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年２月28日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成18年８月31日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
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   3,368,307 2,469,917  3,353,082

２．受取手形及び売掛金   117,517  138,914  121,999  

３．たな卸資産   9,224,106  11,929,145  9,361,842  

４．繰延税金資産   193,691 164,128  181,946

５．その他   432,680 566,118  450,798

貸倒引当金   △1,006 △1,013  △1,114

流動資産合計   13,335,296 62.0 15,267,210 62.2  13,468,554 60.6

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

（1）建物及び構築物 ※2、3 2,406,377 2,847,061 2,547,157 

（2）什器備品 ※２ 1,218,255 1,509,412 1,402,759 

（3）土地 ※３ 1,674,917 1,674,917 1,674,917 

（4）建設仮勘定  52,287 53,679 181,701 

（5）その他 ※２ 2,643 5,354,482 24.9 1,831 6,086,902 24.8 2,232 5,808,768 26.2

２．無形固定資産   147,590 0.7 131,279 0.5  139,661 0.6

３．投資その他の資産      

（1）投資有価証券 ※１ 27,657 26,104 27,129 

（2）敷金保証金 2,184,903 2,352,968 2,232,158 

（3）繰延税金資産  23,576 50,148 42,895 

（4）その他  437,645 624,487 510,637 

貸倒引当金  △3,525 2,670,258 12.4 △9,945 3,043,762 12.4 △12,699 2,800,121 12.6

固定資産合計  8,172,331 38.0 9,261,945 37.7  8,748,551 39.4

Ⅲ 繰延資産    

１．株式交付費   － － 11,274  － －

繰延資産合計   － － 11,274 0.0  － －

資産合計   21,507,627 100.0 24,540,429 100.0  22,217,105 100.0
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前中間連結会計期間末 

（平成18年２月28日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年２月28日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成18年８月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
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   2,087,453 2,475,404  1,400,399 

２．短期借入金   2,780,000 1,600,000  1,600,000 

３．一年以内返済予定の長期

借入金 
※３  1,350,320 2,239,790  2,207,770 

４．未払法人税等   794,434 693,038  942,261 

５．賞与引当金   41,710 28,710  48,669 

６．その他   925,806 860,039  1,165,316 

流動負債合計   7,979,723 37.1 7,896,982 32.2  7,364,416 33.1

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ※３  2,568,570 2,687,780 3,420,560 

２．退職給付引当金   79,625 147,076 138,816 

３．その他   29,560 28,895  28,895 

固定負債合計   2,677,755 12.5 2,863,751 11.7  3,588,271 16.2

負債合計   10,657,479 49.6 10,760,734 43.8  10,952,688 49.3

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   1,128,500 5.2 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金   1,495,200 7.0 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金   8,224,950 38.2 － －  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金   2,663 0.0 － －  － －

Ⅴ 自己株式  △1,165 △0.0 － －  － －

資本合計   10,850,148 50.4 － －  － －

負債・資本合計   21,507,627 100.0 － －  － －

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

 １．資本金   － － 2,066,567 8.4  1,128,500 5.1

 ２．資本剰余金   － － 2,432,864 9.9  1,495,200 6.7

 ３．利益剰余金   － － 9,280,041 37.8  8,639,719 38.9

 ４．自己株式   － － △1,165 △0.0  △1,165 △0.0

   株主資本合計   － － 13,778,308 56.1  11,262,253 50.7

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １．その他有価証券評価差額

金 
  － － 1,386 0.0  2,163 0.0

評価・換算差額等合計   － － 1,386 0.0  2,163 0.0

純資産合計   － － 13,779,695 56.2  11,264,417 50.7

負債純資産合計   － － 24,540,429 100.0  22,217,105 100.0
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②【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   13,291,861 100.0 14,941,782 100.0  26,928,248 100.0

Ⅱ 売上原価   6,405,756 48.2 7,277,920 48.7  13,131,823 48.8

売上総利益  6,886,104 51.8 7,663,862 51.3  13,796,424 51.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  5,254,093 39.5 6,348,384 42.5  11,255,301 41.8

営業利益   1,632,011 12.3 1,315,478 8.8  2,541,123 9.4

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  1,950 3,035 3,970  

２．受取配当金  140 71 240  

３．賃貸料  27,279 22,560 52,404  

４．為替差益  182,817 113,310 254,926  

５．受取手数料  28,399 4,030 55,177  

６．その他  4,611 245,197 1.8 6,606 149,614 1.0 12,110 378,829 1.4

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  36,166 41,840 80,313  

２．賃借料  ― 17,765 ―  

３．その他  1,591 37,758 0.3 5,308 64,914 0.4 21,056 101,369 0.3

経常利益  1,839,450 13.8 1,400,177 9.4  2,818,583 10.5

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※２ ― ― 564  

２．貸倒引当金戻入 140 2,236 －  

３．保険差金 － 140 0.0 － 2,236 0.0 21,690 22,254 0.1
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産除却損 ※３ 39,319 3,309 43,222  

２．減損損失 ※４ 58,883 ― 58,883  

３．火災による損失  6,658 ― 6,658  

４．役員退職慰労金  ― 104,862 0.8 22,775 26,085 0.2 ― 108,764 0.4

税金等調整前中間（当期）

純利益 
  1,734,727 13.1 1,376,329 9.2  2,732,073 10.2

法人税、住民税及び事業

税 
 799,105 606,746 1,388,912  

法人税等調整額  △118,107 680,997 5.1 11,101 617,847 4.1 △125,338 1,263,573 4.7

中間（当期）純利益   1,053,730 7.9 758,481 5.1  1,468,499 5.5

     

 

 

 

③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年９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  1,495,200

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期末）残

高 
 1,495,200

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  7,287,746

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．中間（当期）純利益  1,053,730 1,053,730

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．配当金  94,527

２．役員賞与  22,000 116,527

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残

高 
 8,224,950
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中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年9月1日 至平成19年2月28日） 

株主資本 
評価・換算差
額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

株主資本合
計 

その他有価
証券評価差
額金 

純資産合計

平成18年8月31日 
残高（千円） 

1,128,500 1,495,200 8,639,719 △1,165 11,262,253 2,163 11,264,417

中間連結会計期間
中の変動額 

  

新株の発行 938,067 937,664 1,875,732  1,875,732

剰余金の配当（注）  △118,158 △118,158  △118,158

中間純利益  758,481 758,481  758,481

株主資本以外の項
目の中間連結会計
期間中の変動額（純
額） 

 △776 △776

中間連結会計期間
中の変動額合計（千
円） 

938,067 937,664 640,322 2,516,054 △776 2,515,277

平成19年2月28日 
残高（千円） 

2,066,567 2,432,864 9,280,041 △1,165 13,778,308 1,386 13,779,695

（注）平成18年11月の定時株主総会における剰余金の処分によるものであります。 

 

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成17年9月1日 至平成18年8月31日） 

株主資本 
評価・換算差
額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

株主資本合
計 

その他有価
証券評価差
額金 

純資産合計

平成17年8月31日 
残高（千円） 

1,128,500 1,495,200 7,287,746 △1,165 9,910,280 832 9,911,112

連結会計年度中の
変動額 

  

剰余金の配当（注）  △94,527 △94,527  △94,527

役員賞与（注）  △22,000 △22,000  △22,000

当期純利益  1,468,499 1,468,499  1,468,499

株主資本以外の項
目の連結会計年度
中の変動額（純額） 

 1,331 1,331

連結会計年度中の
変動額合計（千円） 

 1,351,972 1,351,972 1,331 1,353,304

平成18年8月31日 
残高（千円） 

1,128,500 1,495,200 8,639,719 △1,165 11,262,253 2,163 11,264,417

（注）平成17年11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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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日）

区分 
注記番

号 
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロ

ー 
  

税金等調整前中間（当期）純利

益 
 1,734,727 1,376,329  2,732,073 

減価償却費  420,663 512,995  934,164 

減損損失  58,883 ―  58,883 

株式交付費償却  ― 1,409  ― 

貸倒引当金の増減額 

(△：減少) 
 973 △2,855  10,255 

賞与引当金の増減額 

(△：減少) 
 △10,898 △19,959  △3,939 

退職給付引当金の増減額 

(△：減少) 
 △363 8,259  58,828 

受取利息及び受取配当金  △2,090 △3,106  △4,210 

支払利息  36,166 41,840  80,313 

為替差損益(△：差益)  △160,946 △113,310  △199,435 

固定資産売却益  ― ―  △564 

固定資産除却損  39,319 3,309  43,222 

売上債権の増減額 

(△：増加) 
 7,758 △16,914  3,275 

たな卸資産の増減額 

(△：増加) 
 △1,086,780 △2,567,302  △1,271,120 

仕入債務の増減額 

(△：減少) 
 △210,281 1,034,668  △916,248 

未払消費税等の増減額 

(△：減少) 
 8,183 △126,907  63,942 

未収消費税等の増減額 

(△：増加) 
 ― △50,052  ― 

その他の流動資産の増減額 

(△：増加) 
 △24,461 △24,740  △85,901 

その他の流動負債の増減額 

(△：減少)  
 66,317 △24,855  155,917 

保険差益  ― ―  △21,690 

火災による損失  6,658 ―  6,658 

役員賞与の支払額   △22,000 ―  △22,000 

その他  465 △12,043  23,914 

小計  862,297 16,763 △845,534 1,646,339 

利息及び配当金の受取額  2,090 3,106  4,210 

利息の支払額  △36,255 △42,209  △83,362 

保険金の受取額  － －  151,431 

法人税等の支払額  △435,164 △855,969  △877,144 

営業活動によるキャッシュ・フロ

ー 
 392,967 △878,309 △1,271,276 841,474 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日） 

区分 
注記番

号 
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 金額（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  △49,839 △49,883  △50,580 

定期預金の払戻による収入  49,835 49,843  50,572 

投資有価証券の取得による支出  △285 △287  △600 

投資有価証券の売却による収入  6,136 ―  6,136 

有形固定資産の取得による支出  △443,867 △868,802  △1,261,567 

有形固定資産の売却による収入  ― ―  952 

無形固定資産の取得による支出  △16,797 △13,394  △30,083 

敷金保証金の差入による支出  △99,034 △147,863  △247,648 

敷金保証金の返還による収入  68,866 77,237  169,225 

賃借権利金の支払額  △43,220 △61,674  △157,657 

その他の投資活動による支出  △41,344 △59,869  △44,640 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △569,550 △1,074,693 △505,142 △1,565,891 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロ

ー 
     

短期借入金の純増減額 

(△：減少) 
 1,970,000 ―  790,000 

長期借入れによる収入  ― 400,000  2,680,000 

長期借入金の返済による 

支出 
 △726,110 △1,100,760  △1,696,670 

株式の発行による収入  ― 1,863,048  ― 

社債償還による支出  △300,000 ―  △300,000 

配当金の支払額  △94,527 △118,158  △94,527 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 849,363 1,044,129 194,766 1,378,803 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算

差額 
 5,472 25,667 20,194 8,637 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増

減額(△：減少) 
 678,252 △883,204 △1,561,457                 663,024 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,639,478 3,302,502 663,024 2,639,478 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高 
※1 3,317,730 2,419,297 △898,433 3,302,502 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (１)連結子会社の数 １社 

連結子会社名 

㈱商研 

 

(２) 非連結子会社の名称等 

SHOKEN U.S.A. 

CORPORATION

(連結の範囲から除いた理

由) 

小規模な会社であり、総資

産、売上高、中間純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等は、い

ずれも中間連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていな

いためであります。 

 

(１)連結子会社の数 １社 

連結子会社名 

  同左 

 

(２) 非連結子会社の名称等 

  同左 

 

 (連結の範囲から除いた理

由) 

同左 

 

(１)連結子会社の数 １社 

連結子会社名 

  同左 

 

(２) 非連結子会社の名称等 

  同左 

(連結の範囲から除いた理

由)  

小規模な会社であり、総資

産、売上高、当期純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等は、い

ずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないた

めであります。 

 

２．持分法の適用に関する事項 (１)持分法適用の非連結子会社及

び関連会社数 

 なし 

 なお、関連会社はありません。

 

(２) 持分法を適用していない非

連結子会社(SHOKEN U.S.A. 

CORPORATION)は、中間純損益

(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等の中

間連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため持分

法の適用範囲から除外してお

ります。  

 

(１)持分法適用の非連結子会社及

び関連会社数 

同左 

 

 

(２) 

      同左 

 

(１)持分法適用の非連結子会社及

び関連会社数 

同左 

 

 

(２) 持分法を適用していない非

連結子会社(SHOKEN U.S.A. 

CORPORATION)は、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等から

みて、持分法の対象から除い

ても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性が無いため持分

法の適用範囲から除外してお

ります。  

 

３．連結子会社の中間決算日（決

算日）等に関する事項 

連結子会社の中間決算日と、中間

連結決算日は一致しております。

 

同左 

 

 

連結子会社の事業年度末日と連結

決算日は一致しております。 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 (イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

子会社株式 

移動平均法における

原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の

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デリバティブ 

時価法 

 

③たな卸資産 

主として売価還元法によ

る原価法 

 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

子会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

②デリバティブ 

同左 

 

③たな卸資産 

同左 

 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

子会社株式 

同左 

 

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デリバティブ 

同左 

 

③たな卸資産 

同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日） 

 (ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物

(附属設備を除く)は定額

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。 

建物及び構築物 

 ３～60年 

什器備品 

    ２～10年 

 

②無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。 

なお、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)に基づいておりま

す。 

 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②無形固定資産 

同左 

 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②無形固定資産 

同左 

 

 (ハ)     ――――― (ハ) 繰延資産の処理方法 

  株式交付費 

   支出時から３年間で定額法

により償却しております。

(ハ)    ――――― 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日） 

 (ニ)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別

に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上し

ております。 

 

②賞与引当金 

従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、支給見込額の当中間

連結会計期間負担額を計

上しております。 

 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

に基づき、当中間連結会

計期間末において発生し

ていると認められる額を

計上しております。 

 

(ニ)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

②賞与引当金 

同左 

 

 

 

 

 

③退職給付引当金 

同左 

 

(ニ)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

②賞与引当金 

従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、支給見込額の当連結

会計年度負担額を計上し

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、当連結会計年度

末における退職給付債務

に基づき計上しておりま

す。 

 

 

（追加情報） 

退職給付債務の算定方法について

は、従来、簡便法(自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法)を

採用しておりましたが、従業員数

の増加に伴い、当連結会計年度か

ら原則法により計算する方法に変

更しております。 

この変更に伴い、簡便法によった

場合と比べ、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益は

48,642千円減少しております。 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日） 

 (ホ)重要な外貨建の資産または負

債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間

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。 

 

(ホ)重要な外貨建の資産または負

債の本邦通貨への換算の基準

同左 

 

(ホ)重要な外貨建の資産または負

債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、期末

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。

 

 (ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たし

ている金利スワップにつ

いて特例処理によってお

ります。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワッ

プ 

ヘッジ対象…借入金利息

③ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っており

ます。 

④ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金

利スワップについては、

有効性の評価を省略して

おります。 

 

(ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

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…同左 

 

ヘッジ対象…同左 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法

同左 

 

(ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

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…同左 

 

ヘッジ対象…同左 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法

同左 

 

 

 

 (ト)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式を採

用しております。 

 

(ト)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

(ト)その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

５．中間連結キャッシュ・フロー

計算書（連結キャッシュ・

フロー計算書）における資

金の範囲 

手許現金、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。 

 

同左 

 

 

同左 
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 中間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 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から「固定資産の減損

に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議

会 平成14年８月９日))及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号)を適用しております。 これに

より税金等調整前連結中間純利益は58,883千

円減少しております。 

 なお減損損失累計額については、改正後の

中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計期間から「固定資産の減損に係

る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」(企業会計審議

会 平成14年８月９日))及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基

準適用指針第６号)を適用しております。こ

れにより営業利益および経常利益は4,799千

円増加し、税金等調整前当期純利益は49,365

千円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正

後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金

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） 

当連結会計年度より、「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、

11,264,417千円であります。 

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。 

 

 追加情報 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日） 

――――― （店舗における自動販売機の設置に係る受

取手数料の計上区分）  

 従来、店舗における自動販売機の設置に係

る受取手数料は、営業外収益の「受取手数料」

に含めて処理しておりましたが、当中間連結

会計期間より売上高に含めて計上しており

ます。これにより、従来と同一の方法によっ

た場合と比べ、売上高、売上総利益及び営業

利益は28,882千円多く計上されております。

 

――――― 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成18年２月28日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年２月28日） 

前連結会計年度末 

（平成18年８月31日） 

※１ 関係会社に対するものは以下のとおり

であります。 

投資有価証券（株式） 

           15,000千円    

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、

3,837,798千円であります。 

 

※３ 担保に供している資産 

建物及び構築物  444,172千円 

土地          1,576,626 

計            2,020,799 

上記担保に対する債務 

一年以内返済予定の長期借入金 

                 49,640千円 

長期借入金    1,701,120 

計            2,050,760 

 

  

４ 当社及び連結子会社においては、設備資

金の効率的な調達を行うため、取引銀行

５行と協調融資方式による当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約を締結

しております。これら契約に基づく当中

間連結会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 
5,000,000千円 

借入実行残高 2,000,000千円  

差引額 3,000,000千円 
 

※１ 関係会社に対するものは以下のとおり

であります。 

投資有価証券（株式） 

           15,000千円   

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、

4,605,522千円であります。 

 

※３ 担保に供している資産 

建物及び構築物  415,941千円 

土地          1,576,626 

計            1,992,567 

上記担保に対する債務 

一年以内返済予定の長期借入金 

                 325,760千円 

長期借入金     1,596,720 

計             1,922,480 

 

 

４ 当社及び連結子会社においては、設備資

金の効率的な調達を行うため、取引銀行

５行と協調融資方式による当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約を締結

しております。これら契約に基づく当中

間連結会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 
3,000,000千円 

借入実行残高 1,000,000千円 

差引額 2,000,000千円 
 

※１ 関係会社に対するものは以下のとおり

であります。 

投資有価証券（株式） 

15,000千円   

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、

4,182,353千円であります。 

 

※３ 担保に供している資産 

建物及び構築物   429,449千円 

土地           1,576,626 

計             2,006,076 

上記担保に対する債務 

一年以内返済予定の長期借入金       

                 153,280千円 

長期借入金     1,833,340 

計           1,986,620  

 

 

４ 当社及び連結子会社においては、設備資

金の効率的な調達を行うため、取引銀行

５行と協調融資方式による当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約を締結

しております。これら契約に基づく当連

結会計年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 
3,000,000千円 

借入実行残高 1,000,000千円 

差引額 2,000,000千円 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

給料手当     1,692,694千円 

賞与引当金繰入額 

          41,710 

退職給付費用       6,822 

賃借料         1,461,267 

減価償却費    420,663 

消耗品・修繕費   318,852 

水道光熱費       402,620 

 

 

※２     ――――― 

 

 

 

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 25,162 千円 

什器備品 11,832  

投資その他の資産 

その他 

（長期前払費用）   2,325 

 

計 39,319  

 

 

※４ 減損損失 

 当社グループは、キャッシュ･フローを
生み出す最小単位について、各店舗及び各
賃貸不動産並びに卸売部門を基準単位と
してグルーピングしております。 
営業活動から生ずる損益が継続してマ
イナスである資産グループについて減損
を認識し、各々の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
(58,883千円)として計上いたしました。 

場所 用途 種類 
減損損失 
(千円) 

福岡県 
店舗 
（２店） 

建物及び構
築物、什器備
品、長期前払
費用 

17,678 

静岡県 
店舗 
（１店） 

建物及び構
築物、什器備
品 

5,077 

静岡県 
賃貸不動
産 
（1物件） 

建物及び構
築物、土地 

36,127 

減損損失の内訳は以下のとおりであります。 
科目 金額（千円） 

建物及び構築物 10,782 

什器備品 11,457 

土地 36,127 

その他 

(投資その他の資産) 
514 

なお、当資産グループの回収可能価額は、
使用価値により測定しており、将来キャッシ
ュ・フローを5.7％で割り引いて算定しており
ます。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

広告宣伝費   396,439千円 

給料手当     2,206,403 

賞与引当金繰入額 

          28,710 

退職給付費用       9,288 

賃借料         1,723,587 

減価償却費    512,995 

消耗品・修繕費   290,121 

水道光熱費       482,898 

 

※２     ――――― 

 

 

 

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 3,044千円

什器備品 264  

 計 3,309  

  

 

 

 

 

―――――― 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

広告宣伝費       767,416千円 

給料手当         3,739,743 

賞与引当金繰入額    48,669 

退職給付費用        65,911 

賃借料           3,027,062 

減価償却費         934,164 

消耗品・修繕費     579,566 

水道光熱費         829,042 

 

 

※２ 固定資産売却益の内訳 

有形固定資産その他 

（車両運搬具）   564千円 

 

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 25,623千円

什器備品 14,272  

保証金の償却額 1,000  

投資その他の資産 

その他 

（長期前払費用）   2,325

 

計 43,222  

 

※４ 減損損失 

 当社グループは、キャッシュ･フローを
生み出す最小単位について、各店舗及び
各賃貸不動産並びに卸売部門を基準単位
としてグルーピングしております。 
 営業活動から生ずる損益が継続してマ
イナスである資産グループについて減損
を認識し、各々の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
(58,883千円)として計上いたしました。 

場所 用途 種類 
減損損失
(千円) 

福岡県
店舗 
（２店） 

建物及び構
築物、什器備
品、長期前払
費用 

17,678 

静岡県
店舗 
（１店） 

建物及び構
築物、什器備
品 

5,077 

静岡県
賃貸不動
産 
（1物件） 

建物及び構
築物、土地 

36,127 

減損損失の内訳は以下のとおりであります。 
科目 金額（千円）

建物及び構築物 10,782

什器備品 11,457

土地 36,127

その他 

(投資その他の資産) 
514

なお、当資産グループの回収可能価額は、
使用価値により測定しており、将来キャッシ
ュ・フローを5.7％で割り引いて算定しており
ます。 
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   (連結株主資本等変動計算書関係) 

 当中間連結会計期間(自 平成18年9月1日 至 平成19年2月28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 
 前連結会計年度末 株式数

(株) 

当中間連結会計期間増加株

式数(株) 

当中間連結会計期間減少 

株式数(株) 

当中間連結会計期間末

株式数(株) 

発行済株式 

 普通株式(注) 
9,454,600 805,900 － 10,260,500

合計 9,454,600 805,900 － 10,260,500

自己株式 

 普通株式(注) 
1,900 － － 1,900

合計 1,900 － － 1,900

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加805,900株は、一般募集による新株の発行800,000株及び、第三者割当による新株の発行5,900株によ

る増加であります。 

 

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 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年11月29日定

時株主総会 
普通株式 118,158千円 12円50銭 平成18年8月31日 平成18年11月30日 

    

 (2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力の発生日が中間期末後となるもの 

    該当事項はありません。 

 

 前連結会計年度(自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31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 
 前連結会計年度末株式数

(株) 

当連結会計年度増加株式数

(株) 

当連結会計年度減少株式数

(株) 

当連結会計年度末株式数

(株) 

発行済株式 

 普通株式(注) 
4,727,300 4,727,300 － 9,454,600

合計 4,727,300 4,727,300 － 9,454,600

自己株式 

 普通株式(注) 
950 950 － 1,900

合計 950 950 － 1,900

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加4,727,300株及び普通株式の自己株式の株式数の増加950株は、株式分割によるものであります。  

 

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 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成17年11月24日定

時株主総会 
普通株式 94,527千円 20円00銭 平成17年8月31日 平成17年11月25日 

 

 (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力の発生日が翌期となるもの 
決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年11月29

日定時株主総会 
普通株式 118,158千円 利益剰余金 12円50銭 平成18年8月31日 平成18年11月30日 
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 （中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日） 

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中 

間連結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28日現在) 

現金及び預金勘定 

                3,368,307千円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金   △50,576 

現金及び 

現金同等物      3,317,730 

 

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結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28日現在)

現金及び預金勘定 

                2,469,917千円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金   △50,620 

現金及び 

現金同等物      2,419,297 

 

※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 

(平成18年８月31日現在)

現金及び預金勘定 

                3,353,082千円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金    △50,580 

現金及び 

現金同等物       3,302,502 

 

 

 

（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日） 

１．オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料 

１．オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料 

１．オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料 
 

１年内 108,582千円

１年超 481,575千円

合計 590,158千円
  

 
１年内 122,645千円

１年超 439,790千円

合計 562,435千円
  

 
１年内 108,582千円

１年超 427,284千円

合計 535,867千円
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末(平成18年２月28日現在) 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（千円） 

中間連結貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1)株式 8,164 12,657 4,492 

(2)債券  

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

(3)その他 ― ― ― 

合計 8,164 12,657 4,492 

 

 2．時価評価されていない主な有価証券の内容 

中間連結貸借対照表計上額(千円) 

(関係会社株式) 

    非上場株式 15,000

 

当中間連結会計期間末(平成19年２月28日現在) 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（千円） 

中間連結貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1)株式 8,766 11,104 2,337 

(2)債券  

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

(3)その他 ― ― ― 

合計 8,766 11,104 2,337 

 

2．時価評価されていない主な有価証券の内容 

中間連結貸借対照表計上額(千円) 

(関係会社株式) 

    非上場株式 15,000
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前連結会計年度末(平成18年８月31日現在) 

 

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） 

(1)株式 8,479 12,129 3,649 

(2)債券  

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

(3)その他 ― ― ― 

合計 8,479 12,129 3,649 

  

2．時価評価されていない主な有価証券の内容 

連結貸借対照表計上額(千円) 

(関係会社株式) 

    非上場株式 15,000
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（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末(平成18年２月28日現在) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

通貨 通貨オプション取引  

 買建コール 77,560 2,871 11,697

 売建プット 155,120 △1,160 △13,483

 クーポンスワップ 8,759,600 100,731 100,731

合計 8,992,280 102,442 98,944

（注）１．通貨オプション及びクーポン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基づき算定しております。 

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。 

 

当中間連結会計期間末(平成19年２月28日現在) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

通貨 通貨オプション取引  

 クーポンスワップ 8,759,600 225,410 225,410

合計 8,759,600 225,410 225,410

（注）１．通貨オプション及びクーポン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基づき算定しております。 

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。 

 

前連結会計年度末(平成18年８月31日現在) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

通貨 通貨オプション取引    

 クーポンスワップ 8,759,600 137,767 137,767 

合計 8,759,600 137,767 137,767 

（注）１．通貨オプション及びクーポン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基づき算定しております。 

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。 
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（セグメント情報） 

 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当企業グループ(当社及び連

結子会社)は、ファッション雑貨の販売等という同一セグメントに属する事業を営んでおり、当該事業

以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国または地域に

所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高は連結売上高の

10％未満のため、その記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日） 

 

１ 2

１
金

2

１ 1

１
金

7

１ 1

１

株当たり純資産額 ,295.67円 

株当たり中間純利益
額 

22.94円 

  

 

株当たり純資産額 ,343.23円

株当たり中間純利益
額 

6.39円

  

 

株当たり純資産額 191.66円

株当たり当期純利益金
額

1
 

55.35円

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

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。 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当社は平成18年７月１日付で株式１株に

つき２株の株式分割を行っております。な

お、当該株式分割が前連結会計年度の開始

日に行われたと仮定した場合の前連結会計

年度における１株当たり情報は以下のとお

りであります。 

１ 1

１
9

株当たり純資産額 ,046.16円

株当たり当期純利益
額 金
 

1.95円

 （注） １株当たり中間（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。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日） 

中間（当期）純利益（千円）  1,053,730  758,481 1,468,499 

普通株主に帰属しない金額（千円）  ―  ― ― 

（うち利益処分による役員賞与金）  （―）  （―） （―） 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円）  1,053,730  758,481 1,468,499 

期中平均株式数（千株）  4,726  9,928 9,452 

 

 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

(2)【その他】 

該当事項はありません。 
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