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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31日

定時株主総会開催日 平成19年５月30日 単元株制度採用の有無 有（１単元　100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 （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てております。

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 20,429 (△2.5) 88 (△67.6) 313 (△14.4)

18年２月期 20,947 (12.4) 272 (228.9) 366 (368.0)

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 △844 （－） △59 93 － － △8.8 1.8 1.5

18年２月期 △854 （－） △75 03 － － △8.3 2.0 1.7

（注）①期中平均株式数 19年２月期 14,092,324株 18年２月期 11,391,601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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(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 16,227 9,545 58.8 691 67

18年２月期 17,814 10,677 59.9 753 98

（注）①期末発行済株式数 19年２月期 13,798,632株 18年２月期 14,160,832株

②期末自己株式数 19年２月期 721,368株 18年２月期 359,168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 9,500 10 △400

通　期 10,000 120 △300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）△21円74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（％）中間期末 期末 年間

18年２月期 5.00 5.00 10.00 126 － 1.3

19年２月期 5.00 5.00 10.00 139 － 1.4

20年２月期（予想） 5.00 5.00 10.00    

 

※　上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後様々な要

因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の７ページを

ご参照ください。
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６．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）

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 187,463 154,193 △33,269

２．受取手形  24,963 34,558 9,595

３．売掛金 2,711,060 2,642,961 △68,099

４．商品 2,637,644 2,287,696 △349,948

５．貯蔵品 161,133 83,508 △77,625

６．前渡金 64,636 35,663 △28,972

７．前払費用 911,402 967,427 56,025

８．繰延税金資産 523,794 392,286 △131,508

９．短期貸付金 ※２ － 174,416 174,416

10．未収入金 198,187 229,581 31,393

11．その他 ※２ 214,024 33,975 △180,049

12．貸倒引当金 △249,202 △271,587 △22,384

流動資産合計 7,385,108 41.5 6,764,681 41.7 △620,427

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物 ※１ 5,533,418 5,371,699  

減価償却累計額 3,374,994 2,158,424 3,470,867 1,900,832 △257,592

２．構築物 369,190 362,163  

減価償却累計額 301,933 67,257 304,415 57,748 △9,508

３．機械及び装置 511,581 514,991  

減価償却累計額 469,515 42,066 475,694 39,297 △2,769

４．工具、器具及び備
品

187,963 170,713  

減価償却累計額 144,114 43,848 145,396 25,316 △18,532

５．土地 ※１ 5,940,143 5,757,745 △182,398

有形固定資産合計 8,251,740 46.3 7,780,939 47.9 △470,801
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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）

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．借地権 5,721 5,721 －

２．商標権 7,858 8,168 310

３．ソフトウェア 77,096 58,187 △18,908

４．電話加入権 21,820 21,820 －

無形固定資産合計 112,496 0.6 93,898 0.6 △18,597

(3）投資その他の資産  

１．投資有価証券 551,425 335,090 △216,335

２．関係会社株式 49,000 49,600 600

３．関係会社出資金 20,330 20,330 －

４．長期貸付金 115,090 － △115,090

５．従業員長期貸付金 739 323 △416

６．関係会社長期貸付
金

1,807,231 2,484,402 677,170

７．長期前払費用 10,865 5,111 △5,754

８．繰延税金資産 152,676 243,216 90,540

９．敷金 235,152 278,718 43,565

10．その他 126,054 79,989 △46,065

11．貸倒引当金 △1,003,162 △1,909,153 △905,991

投資その他の資産合
計

2,065,404 11.6 1,587,628 9.8 △477,775

固定資産合計 10,429,641 58.5 9,462,466 58.3 △967,175

資産合計 17,814,750 100.0 16,227,148 100.0 △1,587,602

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 ※２ 1,510,084 2,186,339 676,255

２．買掛金 ※２ 926,224 878,325 △47,898

３．短期借入金 ※１ 2,550,000 1,450,000 △1,100,000

４．未払金 ※２ 1,295,649 686,511 △609,137

５．未払費用 94,498 122,708 28,210

６．未払法人税等 44,305 265,423 221,117

７．預り金 36,394 33,420 △2,974
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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）

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）

８．前受収益 20,200 － △20,200

９．前受金 － 40,383 40,383

10．返品調整引当金 133,638 126,967 △6,671

11．ポイント引当金 － 109,777 109,777

12．その他 28,500 11,136 △17,363

流動負債合計 6,639,495 37.3 5,910,992 36.4 △728,502

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 137,815 148,724 10,908

２．役員退職慰労引当金 208,310 215,480 7,170

３．債務保証損失引当金 － 90,574 90,574

４．長期前受金 － 169,750 169,750

５．その他 152,082 145,701 △6,381

固定負債合計 498,207 2.8 770,229 4.8 272,021

負債合計 7,137,703 40.1 6,681,222 41.2 △456,481

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※３ 4,299,220 24.1 －  －

Ⅱ　資本剰余金  

資本準備金 4,263,390 －  

資本剰余金合計 4,263,390 23.9 － － －

Ⅲ　利益剰余金  

(1）利益準備金 85,000 －  

(2）任意積立金  

別途積立金 3,040,000 －  

(3）当期未処理損失 854,508 －  

利益剰余金合計 2,270,491 12.7 －  －

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

9,737 0.1 －  －

Ⅴ　自己株式 ※４ △165,792 △0.9 －  －

資本合計 10,677,046 59.9 －  －

負債・資本合計 17,814,750 100.0 －  －
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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）

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   － －  4,299,220 26.5 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   4,263,390    

資本剰余金合計   － －  4,263,390 26.3 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   85,000    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  －   2,040,000    

繰越利益剰余金  －   △840,726    

利益剰余金合計   － －  1,284,273 7.9 －

４．自己株式   － －  △325,518 △2.0 －

株主資本合計   － －  9,521,365 58.7 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  22,700 0.1 －

評価・換算差額等合計   － －  22,700 0.1 －

Ⅲ　新株予約権   － －  1,860 0.0 －

純資産合計   － －  9,545,925 58.8 －

負債純資産合計   － －  16,227,148 100.0 －
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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）

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 20,947,810 100.0 20,429,547 100.0 △518,262

Ⅱ　売上原価  

１．商品期首たな卸高 2,858,388 2,637,644  

２．当期商品仕入高 8,779,696 8,176,614  

合計 11,638,085 10,814,259  

３．商品期末たな卸高 ※１ 2,637,644   2,287,696    

４．不動産賃貸原価  － 9,000,440 43.0 79,669 8,606,232 42.1 △394,208

返品調整引当金調整前
売上総利益

11,947,369 57.0 11,823,315 57.9 △124,053

返品調整引当金戻入額 110,842 133,638  

返品調整引当金繰入額 133,638 △22,796 △0.1 126,967 6,671 0.0 29,467

売上総利益 11,924,573 56.9 11,829,986 57.9 △94,586

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．販売促進費 5,345,732 5,444,725  

２．荷造運賃 935,241 966,473  

３．通信費 198,143 203,688  

４．支払手数料 1,270,492 1,598,900  

５．貸倒引当金繰入額 215,788 187,706  

６．給与及び賞与 1,304,296 1,225,726  

７．退職給付費用 27,233 29,999  

８．役員退職慰労引当金繰
入額

16,010 9,550  

９．電算機関連費用 397,620 433,156  

10．減価償却費 206,061 112,104  

11．その他 1,735,067 11,651,687 55.6 1,529,422 11,741,454 57.5 89,766

営業利益 272,885 1.3 88,532 0.4 △184,353

－ 47 －



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）

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）

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 ※７ 23,170 38,951  

２．受取配当金 4,887 5,977  

３．仕入割引 36,911 26,707  

４．為替差益 50,973 17,082  

５．有価証券売却益 20,841 85,048  

６．受取保険金 － 62,120  

７．雑収入 19,889 156,673 0.7 14,487 250,374 1.2 93,700

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 48,036 22,371  

２．新株発行費 12,513 －  

３．雑損失 2,432 62,983 0.3 2,621 24,992 0.1 △37,990

経常利益 366,576 1.7 313,913 1.5 △52,662

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却益 ※２ － 8,174  

２．営業権売却益 ※３ － － － 252,242 260,417 1.3 260,417

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 ※４ 7,260 335  

２．固定資産除却損  ※５ 16,503 14,276  

３．関係会社株式評価損 245,000 －  

４．貸倒引当金繰入額 784,831 925,169  

５．債務保証損失引当金繰
入額

－ 90,574  

６．店舗閉鎖損 ※６ 60,554 －  

７．減損損失 ※８ － 1,114,148 5.3 106,097 1,136,452 5.5 22,303

税引前当期純損失 747,572 △3.6 562,120 △2.7 185,451

法人税、住民税及び事
業税

21,566 250,248  

法人税等調整額 85,625 107,191 0.5 32,239 282,488 1.4 175,296

当期純損失 854,764 △4.1 844,609 △4.1 10,155

前期繰越利益 56,060 － －

中間配当額 55,804 － －

当期未処理損失 854,508 － －
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

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30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失 854,508

Ⅱ　任意積立金取崩額

別途積立金取崩額 1,000,000 1,000,000

　合計 145,491

Ⅲ　利益処分額

配当金 70,804 70,804

Ⅳ　次期繰越利益 74,687
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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

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年２月28日　残高
（千円）

4,299,220 4,263,390 4,263,390 85,000 3,040,000 △854,508 2,270,491 △165,792 10,667,309

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注） － － － － － △141,608 △141,608 － △141,608

別途積立金の取崩 － － － － △1,000,000 1,000,000 － － －

当期純損失（△） － － － － － △844,609 △844,609 － △844,609

自己株式の取得 － － － － － － － △159,726 △159,726

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）

－ － － － △1,000,000 13,782 △986,217 △159,726 △1,145,943

平成19年２月28日　残高
（千円）

4,299,220 4,263,390 4,263,390 85,000 2,040,000 △840,726 1,284,273 △325,518 9,521,365

評価・換算差額等

新株予約権 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
（千円）

9,737 9,737 － 10,677,046

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注） － － － △141,608

別途積立金の取崩 － － － －

当期純損失（△） － － － △844,609

自己株式の取得 － － － △159,726

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

12,962 12,962 1,860 14,822

事業年度中の変動額合計
（千円）

12,962 12,962 1,860 △1,131,121

平成19年２月28日　残高
（千円）

22,700 22,700 1,860 9,545,925

（注）平成18年５月の定時株主総会における利益処分70,804千円が含まれております。
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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

子会社株式

　移動平均法による原価法

子会社株式

同左

その他有価証券

(1）時価のあるもの

　期末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

(1）時価のあるもの

期末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）時価のないもの

　移動平均法による原価法

(2）時価のないもの

同左

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

デリバティブ

　時価法

デリバティブ

同左

３．たな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

貯蔵品 ……最終仕入原価法

商　品 ……同左

貯蔵品 ……同左

４．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物　　　　　　　10～47年

機械及び装置　　　 5～12年

有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物　　　　　　　10～38年

機械及び装置　　　 5～12年

無形固定資産

定額法

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

無形固定資産

同左

長期前払費用

定額法

長期前払費用

同左

５．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

──────

 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を勘案し、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）返品調整引当金

　期末日後の返品による損失に備えるた

め、返品見込額に対する売上総利益相当

額を計上しております。

(2）返品調整引当金

同左
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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）

(3）　　　　──────

 

(3）ポイント引当金

　顧客に付与されたポイントの使用に

よる値引発生に備えるため、当連結会

計年度末において将来使用されると見

込まれる額を計上しております。

（追加情報）

　従来、ポイント使用に伴う値引は使

用時に売上値引として売上高から控除

する方法によっておりましたが、ポイ

ント残高の重要性が増したため、当事

業年度より上記の方法によりポイント

引当金を計上することといたしまし

た。

　この結果、従来の方法によった場合

と比べ、当事業年度の売上高、売上総

利益並びに営業利益及び経常利益が

109,777千円減少し、税引前当期純損

失が同額増加しております。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当期末において発生し

ていると認められる額を計上しておりま

す。

(4）退職給付引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充てるため、

内規による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）　　　　──────

 

(6）債務保証損失引当金

　　債務保証に係る損失に備えるため、保

証先の財政状態等を個別に勘案し、損失

負担見込額を計上しております。

７．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

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　振当処理の要件を満たしている為替予

約等については、振当処理を採用してお

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：為替予約等取引

ヘッジ対象：外貨建金銭債務

(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

　当社で規定された管理体制に基づき、

為替リスクをヘッジする目的で為替予約

等を行っております。

(3）ヘッジ方針

同左
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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）

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変

動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フ

ローの変動の累計とを比率分析する方法

により行っております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

９．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

(1）販売促進費等の会計処理

　当社は通信販売を行っており、翌期の

売上に対応するカタログ制作費用等は前

払費用に計上しております。

(1）販売促進費等の会計処理

同左

(2）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(2）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）

────── （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が21,184千円増加し、

税引前当期純損失が84,912千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」（企業会計基準委員会　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」（企業会計基準委員

会　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9,544,065千円であります。

　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。　

────── （ストック・オプション等に関する会計基準）

 　当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及び

「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５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が1,860千円減少し、

税引前当期純損失が同額増加しております。
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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）

（貸借対照表）

　前期まで区分掲記しておりました「短期貸付金」は、当

期において、資産の総額の100分の１以下となったため、

流動資産の「その他」に含めて表示することにいたしまし

た。なお、当期の流動資産の「その他」に含まれる「短期

貸付金」は、173,416千円であります。

（貸借対照表）

　前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

した「短期貸付金」は、資産の総額の100分の１を超えた

ため区分掲記いたしました。なお、前事業年度末の「短期

貸付金」は、173,416千円であります。

  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）

（法人事業税の外形標準課税制度） ──────

「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22,942千円増加し、営業利

益及び経常利益が同額減少し、税引前当期純損失が同額増

加しております。

 

────── （不動産賃貸事業に係る売上原価）

 　不動産賃貸事業に係る減価償却費等の費用については、

前事業年度まで販売費及び一般管理費として処理しており

ましたが、当事業年度より売上原価に計上することといた

しました。この結果、当事業年度の売上総利益並びに販売

費及び一般管理費が79,669千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．担保に供している資産

(1）担保資産

※１．担保に供している資産

(1）担保資産

建物    1,573,273千円

土地 4,218,065

計 5,791,339

建物   1,485,459千円

土地 4,218,065

計 5,703,525

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

短期借入金    2,550,000千円 短期借入金   1,450,000千円

※２．関係会社に対する資産及び負債 ※２．関係会社に対する資産及び負債

流動資産「その他」（短期貸

付金）

     173,000千円

　

買掛金 72,665

未払金 104,923

短期貸付金 169,000千円

支払手形 560,003

買掛金 630,751

※３．授権株式数及び発行済株式総数 ※３．　　　　　　　──────

授権株式数 普通株式　30,400,000株   

　ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われた

場合には、これに相当する株式数を減ずることになっ

ております。

 

発行済株式総数 普通株式　14,520,000株   

※４．自己株式

　　　当社が保有する自己株式の数は、普通株359,168株

であります。

※４．　　　　　　　──────

 

　５．偶発債務

　　　次の関係会社について、金融機関からの借入金等に

対し債務保証を行っております。

 保証先  金額（千円）  内容

㈱イマージュ・

ネット
476,916

借入債務及びリース

債務

㈱トランスコンチ

ネンツ
719,608

借入債務及びリース

債務並びに買掛債務

㈱アイ・フュー

ジョン・インター

ナショナル

1,960 リース債務

計 1,198,485 ― 

　５．偶発債務

　　　次の関係会社について、金融機関からの借入金等に

対し債務保証を行っております。

 保証先  金額（千円）  内容

㈱イマージュ・

ネット
522,154

借入債務及びリース

債務

㈱トランスコンチ

ネンツ
433,438

借入債務及びリース

債務並びに買掛債務

㈱アイ・フュー

ジョン・インター

ナショナル

524,729
リース債務及び買掛

債務

計 1,480,323 ― 

　６．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23,928千円で

あります。

　６．　　　　　　　──────

　　　　　　　

－ 56 －



（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．商品期末たな卸高は、低価法による評価減を行った

後の金額により計上されているため、評価減の金額

108,717千円が売上原価に算入されております。

※１．商品期末たな卸高は、低価法による評価減を行った

後の金額により計上されているため、評価減の金額

153,840千円が売上原価に算入されております。

※２．　　　　　　────── ※２．固定資産売却益の内訳

建物     8,071千円

構築物 103

計 8,174

※３．　　　　　　────── ※３．営業権売却益の内容

 　　　保険代理店事業に関する営業権を㈱アドバンスクリ

エイトに譲渡したことによるものであります。

※４．固定資産売却損の内訳 ※４．固定資産売却損の内訳

建物      540千円

工具、器具及び備品 6,719

計 7,260

土地            335千円

※５．固定資産除却損の内訳 ※５．固定資産除却損の内訳

建物      11,554千円

工具、器具及び備品 1,579

ソフトウェア 3,369

計 16,503

建物      4,496千円

機械装置 196

工具、器具及び備品 1,276

その他 8,306

計 14,276

※６．店舗閉鎖損の内訳 ※６．　　　　　　──────

固定資産除却損       46,566千円

解約違約金 1,719

その他 12,269

計 60,554

※７．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。

※７．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。

受取利息      22,326千円 受取利息            38,539千円

※８．　　　　　　────── ※８．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ました。

場所 用途 種類 減損損失

神戸市中央区

他９ヶ所
小売店舗 建物等 

千円 

106,097

 
　　資産のグルーピングについては、原則として事業の種

類別セグメント区分に基づいておりますが、店舗販売事

業については、キャッシュ・フローを生み出す最小単位

としての店舗を基本単位とし、不動産賃貸事業にについ

ては、個別の物件毎にグルーピングしております。

　上記の資産グループについては、営業損益が悪化し将

来キャッシュ・フローが見込めない状態であるため、帳

簿価額を回収可能価額（使用価値）まで減額することと

し、その全額を減損損失として計上しました。　

　その内訳は、建物（建物付属設備）71,031千円、工具、

器具及び備品22,891千円、その他12,173千円であります。
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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

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 359,168 362,200 － 721,368

合計 359,168 362,200 － 721,368
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①　リース取引

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）

　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）

工具、器具及
び備品

249,949 155,841 94,107

ソフトウェア 902,860 443,847 459,013

合計 1,152,810 599,689 553,120

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 8,813 440 8,372

工具、器具及
び備品

279,370 155,296 124,073

ソフトウェア 935,445 616,702 318,743

合計 1,223,629 772,440 451,189

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。

　（注）　　　　　　　 同左

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等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内      221,802千円

１年超 331,317

合計 553,120

１年内     239,804千円

１年超 211,384

合計 451,189

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

　（注）　　　　　　　 同左

３．当期の支払リース料及び減価償却費相当額 ３．当期の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、

減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料     256,554千円

減価償却費相当額 256,554

支払リース料     240,387千円

減価償却費相当額 240,387

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

 （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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②　税効果会計

前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19年２月28日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

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） 千円

税務上の繰越欠損金 287,998

商品評価損 44,713

前払費用否認 54,606

貸倒引当金繰入限度超過額 16,955

返品調整引当金繰入限度超過額 53,775

資材評価損否認 28,731

その他 37,012

繰延税金資産（流動）合計 523,794

繰延税金資産（固定）

役員退職慰労引当金否認 83,823

退職給付引当金否認 53,828

貸倒引当金繰入限度超過額 373,985

関係会社株式評価損 98,588

その他 14,311

繰延税金資産（固定）小計 624,536

　評価性引当額 △465,303

繰延税金資産（固定）合計 159,233

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額 △6,556

繰延税金負債（固定）合計 △6,556

繰延税金資産（固定）の純額 152,676

繰延税金資産（流動） 千円

商品評価損 98,031

前払費用否認 50,704

ポイント引当金否認額 44,174

貸倒引当金繰入限度超過額 50,019

返品調整引当金繰入限度超過額 51,091

資材廃棄損否認 38,667

賞与引当金繰入限度超過額 35,218

その他 24,379

繰延税金資産（流動）合計 392,286

繰延税金資産（固定）

売上（前受金） 68,307

減価償却超過額 33,529

役員退職慰労引当金否認 86,709

退職給付引当金否認 59,846

貸倒引当金繰入限度超過額 732,185

債務保証損失引当金否認額 36,446

関係会社株式評価損 98,588

その他 13,249

繰延税金資産（固定）小計 1,128,862

　評価性引当額 △870,360

繰延税金資産（固定）合計 258,502

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額 △15,285

繰延税金負債（固定）合計 △15,285

繰延税金資産（固定）の純額 243,216

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

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 40.24％

（調整）

評価性引当額 △51.79％

住民税均等割 △2.86％

その他 0.07％

税効果会計適用後の法人税の負担率 △14.34％

法定実効税率 　40.24％

（調整）

評価性引当額 △72.06％

留保金課税額 △16.79％

住民税均等割 　△2.57％

その他 0.92％

税効果会計適用後の法人税の負担率 △50.25％
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③　有価証券

前事業年度（平成18年２月28日現在）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成19年２月28日現在）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

（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    753円98銭

１株当たり当期純損失金額   75円03銭

１株当たり純資産額      691円67銭

１株当たり当期純損失金額     59円93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、希薄化効果を有する潜在株式は存在するものの１株

当たり当期純損失である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、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を

有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純損失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）

当期純損失（千円） 854,764 844,609

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 854,764 844,609

期中平均株式数（株） 11,391,601 14,092,324

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なかった

潜在株式の概要

新株予約権３種類（新株予約権の数

2,580個）。

新株予約権３種類（新株予約権の数

3,920個）。
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

　当社は、平成18年４月14日に株式会社アドバンスクリエ

イトとの間で、保険代理店事業に関する営業を同社に対し

譲渡する旨の営業譲渡契約及び今後の保険募集に係る業務

提携契約を締結いたしました。

　営業譲渡及び業務提携契約の内容

（1）譲渡の対象

 　①当社が代理店として保険会社と締結している契約上

の地位及び同契約に係る一切の権利義務

　②代理店手数料債権

　③保険契約者に関する情報

（2）業務提携契約の内容

　　譲渡日以降10年間にわたって、当社の通信販売事業

に係る会員に対する保険募集に関しては、株式会社

アドバンスクリエイトが独占的に行う権利を有する。

（3）譲渡価額

　　営業譲渡の対価　260百万円

　　業務提携契約に基づく募集権利の対価　200百万円

　

（4）当該事象の損益に与える影響

　　上記営業譲渡に伴い、約250百万円の営業譲渡益を

平成19年２月期の特別利益に計上する予定でありま

す。

──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

──────

 

　当社は、平成19年４月13日開催の取締役会において、平

成19年９月３日付けで、当社が営む衣料品、趣味・家庭用

品等の通信販売事業を新たに設立する株式会社イマージュ

に承継（新設分割）し、また、化粧品の通信販売事業を当

社の100％子会社である株式会社アイムに承継（吸収分割）

することを決議いたしました。

　会社分割の概要は、以下のとおりであります。

(1）会社分割の目的

　　当社は一段とスピードを増して変化する時代のなかで、

意思決定の迅速化を図り、当社グループの一体性を維持

しつつ、様々なビジネスをスピーディに展開するために、

各事業部門の責任と権限を明確にした自己責任経営の実

践と機動性を発揮できる持株会社体制に移行することと

いたしました。

　　新体制移行後は、当社は持株会社として、グループ全

体の成長戦略強化、コーポレートガバナンス強化、マネ

ジメント人材の強化といった役割を担い、グループ価値

の向上に努めてまいります。また、事業を承継し中核的

な事業会社となる株式会社イマージュ及び株式会社アイ

ムは、それぞれの事業分野に置ける業務の執行に専念し

業績の拡大を目指してまいります。

 (2）衣料品、趣味・家庭用品等の通信販売事業の会社分割

（新設分割）の要旨

　①分割期日

平成19年９月３日
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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分割方式

　　当社を分割会社とし、新設会社（株式会社イマージュ）

を承継会社とする新設分割とします。

 　③株式の割当

本件分割に際して、新設会社が発行する普通株式30,000

株は全て分割会社である当社に割当てられます。

 　④新設会社が承継する権利義務

本件新設分割において、当社から新設会社に承継され

る権利義務は、分割計画書に別段の記載がなされたもの

を除き、平成19年２月28日現在の貸借対照表その他同日

現在の計算を基礎とし、これに分割登記の前日に至るま

での増減を加除した衣料品、趣味・家庭用品等の通信販

売事業部門に属する資産、負債及びこれらに付随する権

利義務、並びに契約上の地位とします。なお、債務の承

継については、併存的債務引受の方法によるものといた

します。

 　⑤分割する事業部門の概要

イ．分割する部門の事業内容

衣料品、趣味・家庭用品等の通信販売事業

ロ．分割する部門の平成19年２月期における主な経営成

績

売上高　　　15,073百万円

売上総利益　 8,005百万円

営業利益　　 △664百万円

経常利益　 　△638百万円

（注）営業利益及び経常利益については、本社経費配賦

前の実績数値であります。 

ハ．分割する資産、負債の項目及び金額（平成19年２月

28日現在）

流動資産　　 5,332百万円

固定資産　　　　94百万円　　　

資産合計　　 5,427百万円

流動負債　　 3,485百万円

固定負債　　　 106百万円

負債合計　　 3,592百万円

 (3）化粧品の通信販売事業の会社分割（吸収分割）の要旨

 　①分割期日

平成19年９月３日

 　②分割方式

　　当社を分割会社とし、株式会社アイムを承継会社とす

る吸収分割とします。

 　③株式の割当

承継会社は分割に際して普通株式１株を発行し、これ

は全て分割会社である当社に割当てられます。
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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承継会社である株式会社アイムが承継する権利義務

本件吸収分割において、当社から株式会社アイムに承

継される権利義務は、分割契約書に別段の合意がなされ

たものを除き、平成19年２月28日現在の貸借対照表その

他同日現在の計算を基礎とし、これに分割効力発生日の

前日に至るまでの増減を加除した化粧品の通信販売事業

部門に属する資産、負債及びこれらに付随する権利義務、

並びに契約上の地位とします。なお、債務の承継につい

ては、併存的債務引受の方法によるものといたします。

 　⑤分割する事業部門の概要

イ．分割する部門の事業内容

化粧品の通信販売事業

ロ．分割する部門の平成19年２月期における主な経営成

績

売上高　　　 4,708百万円

売上総利益　 3,483百万円

営業利益　 　1,178百万円

経常利益　 　1,178百万円

（注）営業利益及び経常利益については、本社経費配賦

前の実績数値であります。 

ハ．分割する資産、負債の項目及び金額（平成19年２月

28日現在）

流動資産　　 　897百万円

固定資産　　　　13百万円　　　

資産合計　　 　911百万円

流動負債　　 　503百万円

固定負債　　　  18百万円

負債合計　　   522百万円
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７．役員の異動（平成19年５月30日予定）
　・退任予定取締役

専務取締役　富永佳乃

－ 65 －




