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１．平成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 （百万円未満切り捨て）

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 144,999 (18.0) 7,193 (21.1) 7,946 (21.3)

18年２月期 122,928 (17.0) 5,941 (17.5) 6,549 (13.0)

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 3,752 ( 0.2) 62 77  － 7.3 9.7 5.5

18年２月期 3,744 (19.3) 141 68  － 10.4 10.9 5.3

（注）①期中平均株式数 19年２月期 59,787,656株 18年２月期 26,359,607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 （百万円未満切り捨て）

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 83,440 53,011 63.5 886 67

18年２月期 80,864 49,746 61.5 1,663 78

（注）①期末発行済株式数 19年２月期 59,787,654株 18年２月期 29,893,854株

②期末自己株式数 19年２月期 346株 18年２月期 146株

２．平成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 78,486 3,947 2,074

通期 162,300 9,060 4,900

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　81円96銭

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（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年２月期  6  8  14 396 10.6 1.1

19年２月期  4  8  12 717 19.1 1.4

20年２月期（予想）  4  4  8    

（注）18年２月期期末配当金の内訳　記念配当　４円

その他の内訳　別紙参照

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在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大きく異なる結果となる可能

性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項つきましては、添付資料９ペー

ジを参照してください。
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５．個別財務諸表等
(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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   30,199   27,596  

２．売掛金   2,089   2,547  

３．商品   16,176   18,879  

４．貯蔵品   156   152  

５．前払費用   462   542  

６．繰延税金資産   804   726  

７．関係会社短期貸付金   1,000   －  

８．未収入金   1,823   2,406  

９．その他   26   69  

流動資産合計   52,738 65.2  52,921 63.4

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

（1）建物  11,703   12,736   

減価償却累計額  2,474 9,228  3,096 9,640  

（2）構築物  1,615   1,758   

減価償却累計額  771 843  909 849  

（3）車両運搬具  7   7   

減価償却累計額  5 1  6 0  

（4）器具備品  2,449   2,829   

減価償却累計額  1,302 1,146  1,652 1,176  

（5）土地   460   415  

（6）建設仮勘定   90   249  

有形固定資産合計   11,770 14.6  12,332 14.8
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

２．無形固定資産        

（1）借地権   287   350  

（2）ソフトウェア   830   791  

（3）その他   156   135  

無形固定資産合計   1,274 1.6  1,276 1.5

３．投資その他の資産        

（1）投資有価証券   77   78  

（2）関係会社株式   9,216   9,228  

（3）出資金   13   0  

（4）関係会社出資金   12   －  

（5）長期貸付金   －   2  

（6）従業員長期貸付金   －   0  

（7）関係会社長期貸付金   74   76  

（8）長期前払費用   469   645  

（9）繰延税金資産   460   707  

（10）差入保証金   4,509   5,995  

（11）その他   289   217  

投資損失引当金   △43   △44  

投資その他の資産合計   15,080 18.6  16,909 20.3

固定資産合計   28,126 34.8  30,519 36.6

資産合計   80,864 100.0  83,440 100.0
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   13,687   16,128  

２．短期借入金   5,000   －  

３．１年内返済予定長期借入
金

  －   2,000  

４．未払金   2,209   2,234  

５．未払費用   2,206   3,538  

６．未払法人税等   1,656   1,630  

７．未払消費税等   150   383  

８．前受金   9   10  

９．預り金   41   40  

10．その他   34   47  

流動負債合計   24,995 30.9  26,014 31.2

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   5,000   3,000  

２．退職給付引当金   496   668  

３．役員退職慰労引当金   539   575  

４．預り保証金   87   163  

５．その他   －   6  

固定負債合計   6,123 7.6  4,414 5.3

負債合計   31,118 38.5  30,429 36.5
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）        

 Ⅰ　資本金 ※１  15,434 19.1  － －

Ⅱ　資本剰余金        

　１．資本準備金  17,677   －   

　資本剰余金合計   17,677 21.9  － －

Ⅲ　利益剰余金        

　１．利益準備金  90   －   

　２．任意積立金        

(1)特別償却準備金  2   －   

(2)別途積立金  12,540   －   

３．当期未処分利益  3,975   －   

利益剰余金合計   16,608 20.5  － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   25 0.0  － －

 Ⅴ　自己株式 ※２  △0 △0.0  － －

　資本合計   49,746 61.5  － －

負債・資本合計   80,864 100.0  － －

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  ※１  － －  15,434 18.5

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  －   17,677   

資本剰余金合計   － －  17,677 21.2

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  －   90   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  －   15,540   

繰越利益剰余金  －   4,243   

利益剰余金合計   － －  19,874 23.8

４．自己株式  ※２  － －  △0 △0

株主資本合計   － －  52,985 63.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

　　（1）その他有価証券評価差
額金

  － －  25 0

評価・換算差額等合計   － －  25 0

純資産合計   － －  53,011 63.5

負債純資産合計   － －  83,440 100.0
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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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   122,928 100.0  144,999 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．商品期首たな卸高  13,051   16,176   

２．当期商品仕入高  91,033   107,586   

合計  104,085   123,763   

３．商品期末たな卸高  16,176 87,908 71.5 18,879 104,883 72.3

売上総利益   35,020 28.5  40,116 27.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  3,060   2,565   

２．景品費  1,029   1,486   

３．役員報酬  218   242   

４．給与手当  11,882   13,600   

５．役員退職慰労引当金繰入
額

 36   37   

６．退職給付費用  155   222   

７．法定福利厚生費  1,178   1,342   

８．賃借料  5,525   6,396   

９．減価償却費  1,271   1,429   

10．水道光熱費  1,136   1,301   

11．消耗品費  864   897   

12．租税公課  820   953   

13．支払手数料  659   745   

14．その他  1,238 29,078 23.7 1,701 32,923 22.7

営業利益   5,941 4.8  7,193 5.0

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  42   85   

２．受取配当金 ※１ 15   137   

３．広告宣伝用器具受贈益  320   303   

４．賃貸料収入  103   164   

５．受取手数料  384   457   

６．その他  81 948 0.8 68 1,217 0.8
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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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  21   22   

２．リース解約損  18   162   

３．賃貸原価  85   124   

４．店舗開発費用  55   82   

５．新株発行費  132   －   

　６．その他  26 340 0.3 72 464 0.3

経常利益   6,549 5.3  7,946 5.5

Ⅵ　特別利益        

　１．店舗賃貸解約益  0 0 0.0 － － －

Ⅶ　特別損失        

 １．過年度損益修正損 ※２ －   635   

２．固定資産除却損 ※３ 86   128   

３．減損損失  ※４ －   592   

４．店舗賃借解約損  6   55   

５．投資損失引当金繰入額  43   1   

６．その他  1 137 0.1 1 1,412 1.0

税引前当期純利益   6,413 5.2  6,533 4.5

法人税、住民税及び事業
税

 2,872   2,951   

法人税等調整額  △203 2,668 2.2 △170 2,780 1.9

当期純利益   3,744 3.0  3,752 2.6

前期繰越利益   388   －  

中間配当額   156   －  

当期未処分利益   3,975   －  
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(3）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22日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益   3,975

Ⅱ　任意積立金取崩高    

特別償却準備金取崩高  1 1

合　　計   3,976

Ⅲ　利益処分額    

１．配当金  239  

２. 取締役賞与金  9  

３．任意積立金    

別途積立金  3,000 3,248

Ⅳ　次期繰越利益   728
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
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

  特別
  償却
 準備金

  別途
 積立金

  繰越
  利益
 剰余金

平成18年２月28日　残高
（百万円）

15,434 17,677 17,677 90 2 12,540 3,975 16,608 △0 49,720

事業年度中の変動額           

特別償却準備金の取崩
（注）

    △1  1 －   

特別償却準備金の取崩     △1  1 －   

別途積立金の積立（注）      3,000 △3,000 －   

剰余金の配当（注）       △239 △239  △239

剰余金の配当       △239 △239  △239

役員賞与（注）       △9 △9  △9

当期純利益       3,752 3,752  3,752

自己株式の取得         △0 △0

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
（百万円）

－ － － － △2 3,000 267 3,265 △0 3,265

平成19年２月28日　残高
（百万円）

15,434 17,677 17,677 90 － 15,540 4,243 19,874 △0 52,985

 

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28日　残高
（百万円）

25 25 49,746

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の取崩（注）   －

特別償却準備金の取崩   －

別途積立金の積立（注）   －

剰余金の配当（注）   △239

剰余金の配当   △239

役員賞与（注）   △9

当期純利益    3,752

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

0 0 0

事業年度中の変動額合計
（百万円）

0 0 3,265

平成19年２月28日　残高
（百万円）

25 25 53,011

 （注）平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(5）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税引前当期純利益  6,413

減価償却費  1,281

 退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 114

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△）

 29

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 43

受取利息及び受取配当
金

 △57

広告宣伝用器具受贈益  △228

支払利息  21

固定資産除却損  68

売上債権の増減額（増
加：△）

 △690

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △3,157

前払費用の増減額（増
加：△）

 △59

未収入金の増減額（増
加：△）

 246

仕入債務の増減額（減
少：△）

 1,318

未払金の増減額（減
少：△）

 640

未払費用の増減額（減
少：△）

 358

 未払消費税等の増減額
（減少：△）

 △172

その他  210

小計  6,381

利息及び配当金の受取
額

 57

利息の支払額  △20

法人税等の支払額  △2,798

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 3,618
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

  

定期預金及び定期積金
の預入れによる支出

 △530

定期預金及び定期積金
の払戻による収入

 539

有形固定資産の取得に
よる支出

 △2,225

無形固定資産の取得に
よる支出

 △751

関係会社株式の取得に
よる支出

 △8,161

貸付による支出  △1,006

差入保証金による支出  △757

差入保証金の返還によ
る収入

 157

その他の投資増減額
（増加：△）

 △382

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △13,118

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

短期借入金による収入  5,000

長期借入金による収入  5,000

株式の発行による収入  23,553

配当金の支払額  △312

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 33,240

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額

 23,741

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 6,053

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

※ 29,795
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重要な会計方針

項目
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

（1）子会社株式

移動平均法による原価法

（1）子会社株式

移動平均法による原価法

（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

（1）商品

売価還元法による原価法

（1）商品

同左

（2）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

（2）貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

（1）有形固定資産

定率法（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）

については定額法）

（1）有形固定資産

同左

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　　　８～38年

構築物　　　　　10～20年

器具備品　　　　３～８年

建物　　　　　　８～39年

構築物　　　　　10～20年

器具備品　　　　３～８年

（2）無形固定資産

定額法

（2）無形固定資産

同左

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

営業権　　　　　　　５年

ソフトウェア　　　　５年

ソフトウェア　　　　５年

（3）長期前払費用

定額法

（3）長期前払費用

同左

４．繰延資産の処理方法 新株発行費

支出時に全額費用処理しております。

──────
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項目
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）

５．引当金の計上基準 （1）投資損失引当金

関係会社への投資に対する損失に備え

るため、当該会社の財政状態等を勘案し、

損失見込額を計上しております。

（1）投資損失引当金

同左

（2）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の見込額

に基づき計上しております。

　なお、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（５年）による定額法により費用処

理しております。

　また、数理計算上の差異は、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（５年）による定額法によりそ

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。

（2）退職給付引当金

同左

（3）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、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

（3）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係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、随

時引出可能な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっており

ます。

──────

８．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

税抜方式によっております。

ただし、資産に係る控除対象外消費税等

は、当事業年度の期間費用としております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

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）

社宅家賃の賃貸料収入について従来、営業外収益に計上

しておりましたが、当事業年度から販売費及び一般管理費

より控除する方法に変更しております。

この変更は、店舗数の拡大により社宅家賃収入が増加し

たため、会社が負担する費用の実態を明確にし、損益区分

をより適正にするために行ったものであります。

この変更により、従来の方法に比べ営業利益は81百万円

増加しておりますが、経常利益及び税引前当期純利益に与

える影響はありません。

────── 

──────  （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。

これにより税引前当期純利益は592百万円減少しており

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」（企業会計基準摘要指針第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、 53,011百万

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。 

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）

前事業年度まで区分掲記しておりました営業外費用の

「障害者雇用納付金」、「現金過不足」及び「事故処理

費」は、営業外費用の100分の10以下となったため、「そ

の他」に含めて表示することに変更しました。

なお、当事業年度におけるそれぞれの金額は以下の通り

であります。

────── 

障害者雇用納付金 10百万円

現金過不足 4百万円

事故処理費 7百万円
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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）

（外形標準課税）

平成16年４月１日以降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は、181百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が181百万円減

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28日）

当事業年度
（平成19年２月28日）

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．              ────── 

授権株式数 普通株式 100,000,000株

発行済株式総数 普通株式 29,894,000株

※２．自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式146株

であります。

※２．              ────── 

３．配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は25百万円

であります。

 ３．              ────── 

（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．　　　　　　　────── ※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

 受取配当金 136百万円 

※２．　　　　　　　────── ※２．過年度損益修正損は、未払費用の修正によるもので

あります。 

※３．固定資産除却損は、建物30百万円、構築物1百万円、

器具備品5百万円、ソフトウェア26百万円、長期前払

費用4百万円、店舗解体費用14百万円及びその他3百万

円であります。

※３．固定資産除却損は、建物58百万円、構築物3百万円、

器具備品6百万円、長期前払費用3百万円、店舗解体費

用31百万円及びその他24百万円であります。
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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）

※４．              ────── ※４．減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失

 愛知県、

 岐阜県、

 三重県等

 32店舗

店舗等 
建物、構築物

及び土地等 
592百万円 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位とし

て店舗を基本単位として、賃貸資産及び遊休資産につい

ては物件単位ごとにグルーピングしております。

営業活動から生ずる利益が継続してマイナスである資

産グループ及び土地等の時価が著しく下落している資産

グループ並びに遊休固定資産については、帳簿価格を回

収可能額まで減額し、当該減少額592百万円を減損損失

として特別損失に計上いたしました。

その内訳は、次のとおりであります。

 建物 470 百万円

 構築物 36 百万円

 器具備品  36 百万円

 土地  44 百万円

 その他  3 百万円

 　計  592 百万円

 

なお、資産グループごとの回収可能額は、正味売却価

額と使用価値とのいずれか高い方の価値で測定しており

ます。

回収可能額を正味売却価額により測定している場合に

は、路線価、固定資産税評価額を基礎に算定しておりま

す。また、使用価値により測定している場合には、将来

キャッシュ・フローを10.0％で割り引いて算定しており

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）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 
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）

普通株式（注） 146 200 － 346

合計 146 200 － 346

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加200株のうち、146株は平成18年度３月１日付の株式分割による増加であり、

それ以外の54株は単元未満株式の買取りにより取得したものであります。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

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） 

※　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28日  

 （百万円）

現金及び預金勘定 30,199

預入期間が３ケ月を越える定期

預金及び定期積金
△403

現金及び現金同等物 29,795
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（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、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

（百万円）

減価償却
累計額
相当額

（百万円）

期末残高
相当額

（百万円）

建物 148 43 104

器具備品 3,264 1,493 1,771

ソフトウェア 32 15 17

合計 3,446 1,553 1,893

 
取得価額
相当額

（百万円）

減価償却
累計額
相当額

（百万円）

期末残高
相当額

（百万円）

建物 228 53 175

器具備品 3,461 1,800 1,660

ソフトウェア 29 15 13

合計 3,720 1,870 1,849

（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 701百万円

１年超 1,255百万円

合計 1,956百万円

１年内 694百万円

１年超 1,222百万円

合計 1,917百万円

（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

償却費相当額及び支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 785百万円

減価償却費相当額 743百万円

支払利息相当額 47百万円

支払リース料 795百万円

減価償却費相当額  748百万円

支払利息相当額 51百万円

（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

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年内 1,288百万円

１年超 13,322百万円

合計 14,611百万円

１年内 1,201百万円

１年超  11,702百万円

合計  12,904百万円

 （減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はありません。
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（有価証券関係）

 子会社株式で時価のあるもの

 前事業年度（平成18年２月28日）

貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

 子会社株式 9,216 10,226 1,010

当事業年度（平成19年２月28日）

子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日現在）

当事業年度
（平成19年２月28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

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

 （百万円）

繰延税金資産（流動）  

たな卸資産の会計・税務の評価方法差額 576

未払事業税 152

一括償却資産限度超過額 35

未払事業所税 19

その他 20

繰延税金資産（流動）計 805

繰延税金負債（流動）  

特別償却準備金 △0

繰延税金資産（流動）の純額 804

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 215

退職給付引当金 197

一括償却資産限度超過額 16

その他有価証券評価差額金 －

その他 48

繰延税金資産（固定）計 477

繰延税金負債（固定）  

特別償却準備金 －

その他有価証券評価差額金 △16

繰延税金資産（固定）の純額 460

繰延税金資産の純額 1,264

 （百万円）

繰延税金資産（流動）  

たな卸資産の会計・税務の評価方法差額 519

未払事業税 139

一括償却資産限度超過額 28

未払事業所税 24

その他 14

繰延税金資産（流動）計 726

繰延税金負債（流動）  

特別償却準備金 －

繰延税金資産（流動）の純額 726

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 229

退職給付引当金 266

一括償却資産限度超過額 12

減損損失 156

その他 78

繰延税金資産（固定）計 743

繰延税金負債（固定）  

長期前払家賃 △18

その他有価証券評価差額金 △17

繰延税金資産（固定）の純額 707

繰延税金資産の純額 1,434

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）  

住民税均等割 2.2

ＩＴ投資促進税制 △1.5

その他 1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.6

 （％）

法定実効税率 39.9

（調整）  

住民税均等割 2.5

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.6
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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 1,663円78銭

１株当たり当期純利益金額 141円68銭

１株当たり純資産額 886円67銭

１株当たり当期純利益金額 62円77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、

潜在株式が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については、

潜在株式がないため記載しておりません。

 当社は、平成18年３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、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

１株当たり情報については、以下のとおりになります。

前事業年度

 １株当たり純資産 831円89銭

 １株当たり当期純利益金額  70円84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、潜在株式がないため記載しておりません。

（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)

当期純利益（百万円） 3,744 3,752

普通株主に帰属しない金額（百万円） 9 －

(うち 利益処分による役員賞与金)

（百万円）
(9) （－）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,734 3,752

期中平均株式数（株） 26,359,607 59,787,656
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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）

１　平成18年１月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。

　当社は、平成18年11月21日開催の取締役会において、

株式会社ジャパン（以下、同社という）を完全子会社と

するために会社法第767条の規定に基づく株式交換契約

を締結することを決議し、同日付で株式交換契約を締結

いたしました。

当該株式交換契約の株主総会での承認は、当社におい

ては、会社法796条第３項の規定に基づく簡易株式交換

に該当するため省略しております。

また、当該契約に基づき平成19年３月１日に株式交換

を実施し、同社を完全子会社といたしました。

（1）株式交換の目的

同社を当社の完全子会社とすることにより、グルー

プとしてより密接な連携強化を図ると共に、グループ

としてのシナジー効果を最大限に発揮し、事業規模の

拡大図ることが、両社の企業価値の向上に資すると判

断したためであります。

（2）株式交換する会社の名称、事業内容、規模

①　会社名称：株式会社ジャパン

②　事業内容：ディスカウントストア

③　企業規模：資本金　6,454百万円

（3）株式交換の方法 

平成18年11月21日に締結した株式交換契約に基づき、

平成19年３月１日を株式交換の効力発生日として、当

社が同社の効力発生日の前日の最終株主に対して、そ

の保有する同社普通株式１株につき、当社普通株式を

0.52株の割合をもって割当交付いたしました。

また、当社はこの株式交換に伴い、新株式を発行い

たしました。 

（4）株式交換の効力発生日 

 平成19年３月１日

（１）平成18年３月１日付をもって普通株式１株を２株に

分割しております。

①　分割により増加する株式数

普通株式　　　29,894,000株

②　分割方式

平成18年２月28日最終の株主名簿及び実質株主名簿

に記載又は記録された株主の所有株式数を、１株につ

き２株の割合をもって分割しております。

（２）配当起算日

平成18年３月１日

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前期における１株当たり情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当期における１株当たり情報は、それ

ぞれ以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

430.82円 831.89円

１株当たり当期純利益
金額

１株当たり当期純利益
金額

60.04円 70.84円

なお、潜在株式調整後
1株当たり当期純利益に
ついては、潜在株式が
ないため記載しており
ません。

なお、潜在株式調整後
1株当たり当期純利益に
ついては、潜在株式が
ないため記載しており
ません。
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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）

２　平成18年３月31日開催の当社取締役会の決議に基づき、

当社とイオン株式会社（以下両社という。）との業務・

資本提携を解消することに合意しております。

（1）提携解消の経緯・理由

当社は、平成12年１月11日にジャスコ株式会社（現イ

オン株式会社）及び株式会社ツルハ（現株式会社ツルハ

ホールディングス）と業務・資本提携を締結しておりま

した。しかし、歳月の経過とともにイオン株式会社との

中期経営戦略協議の中で、少子高齢化への対応、かかり

つけ薬局の実現などの志は同じであるものの、両社の戦

略構想に齟齬が生じ始めました。このまま業務・資本提

携を継続するより発展的に解消し、それぞれ独自の成長

戦略を推進することが両社の企業価値向上に資すると判

断したため解消することに合意しております。

 ────── 

 

 

（2）業務・資本提携解消の合意日

平成18年３月31日

 

 

（3）両社の関係

両社の関係は、以下のとおりでありますが、円満な業

務・資本提携の解消に向けて、詳細事項の協議は進め

ております。

 

 

①　資本関係

イオン株式会社は、当社の株式6,566千株（持株

比率10.98％）を保有しております。

 

 

②　人的関係

イオン株式会社は、当社へ非常勤取締役１名、非

常勤監査役１名を派遣しております。

 

 

③　取引関係

イオン株式会社は、当社へ一部商品供給及び一部

店舗で賃貸借契約を締結しております。

なお、両社で築き上げてきた信頼を基に友好な関

係は継続していく予定です。

 

 

 

④　契約の解除が営業活動等に及ぼす重要な影響

業務・資本提携の解消が損益に与える影響は軽微

であると判断しております。
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