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平成 19年 2 月期   個別財務諸表の概要         平成 19年４月 16日 

上 場 会 社 名        株式会社 松屋              上場取引所 東 
コ ー ド 番 号        8237                  本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.matsuya.com/ ） 

代  表  者 役職名 代表取締役社長    氏名 古屋 浩吉 

問合せ先責任者 役職名 総務部ＩＲ室担当部長 氏名 木村 昌平     ＴＥＬ (03) 3567－1211 
決算取締役会開催日 平成19年４月16日 配当支払開始予定日 平成19年５月25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100株)・無 
 
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表示しております。 
 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 
18年２月期 

81,542  （  1.0） 
   80,717 （  2.5） 

     1,926 （  36.5） 
     1,410 （ 19.6） 

     1,961 （  37.2） 
     1,429 （  33.3） 

 
 

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 

△1,227（   －）  
  671（ 122.5） 

△23 17 
12 64 

－ － 
12 62 

△7.9 
4.2 

3.5 
2.6 

2.4 
1.8 

(注) ①期中平均株式数 19年２月期 52,954,636株         18年２月期53,124,885株 
    ②会計処理の方法の変更   有 ･ ○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 

 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 

    56,030 
    56,807 

 

    14,683 
    16,561 

    26.1 
    29.2 

277  08 
312  36 

(注) ①期末発行済株式数 19年２月期 52,874,448株  18年２月期 53,019,498株 
   ②期末自己株式数  19年２月期    415,192株  18年２月期   270,142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     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 

中 間 期 
通   期 

40,000 
83,500 

 3.4 
2.4 

 650 
1,950 

2.1 
1.2  

600 
1,750 

△12.7 
△10.8  

300 
900 

― 
―  

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）   17円02銭 
 
３．配当状況 
 
・現金配当 １株当たり配当金(円） 

 中間期末 期末 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 2.50 2.50 5.00 265   39.5 1.6 

19年２月期 ― 2.50 2.50 132   ― 0.8 

20年２月期(予想) 2.50 2.50 5.00    

 
※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いて作成したものでありますが、実際
の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、
添付資料５頁をご参照ください。 



 27 

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) 
増減高 

区分 金額(百万円) 
構成比 
(％) 金額(百万円) 

構成比 
(％) 金額(百万円) 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産       

   現金及び預金  1,492  681  △811 

   受取手形  169  129  △40 

   売掛金  5,470  5,748  277 

有価証券  ―  10  10 

   商品  3,730  3,695  △35 

   貯蔵品  65  57  △8 

   前渡金  8  25  16 

   前払費用  227  236  9 

   繰延税金資産  409  920  510 

   短期貸付金  89  118  28 

   関係会社短期貸付金  4,188  3,501  △687 

営業外未収入金  593  128  △465 

   その他  146  185  39 

   貸倒引当金  △290    △38  251 

  流動資産合計  16,301 28.7 15,397 27.5 △904 

Ⅱ 固定資産       

 (1) 有形固定資産 ※４      

   建物 ※５ 13,884  14,412  528 

   器具備品  660  600  △60 

   土地 ※５ 14,060  13,461  △599 

   建設仮勘定  259  ―  △259 

  有形固定資産合計  28,864 50.8 28,474 50.8 △390 

 (2) 無形固定資産       

   借地権  203  203  ― 

   ソフトウェア  218  166  △52 

   その他  53  43  △9 

  無形固定資産合計  475 0.8 413 0.7 △62 

 (3) 投資その他の資産       

   投資有価証券  5,070  6,338  1,267 

   関係会社株式  1,390  1,451  61 

   出資金  0  0   ― 

長期貸付金  410  ―  △410 

   従業員長期貸付金  117  58  △59 

破産債権、再生債権、更生債
権その他これらに準ずる債権 

 148  540  392 

   長期前払費用  4  34  29 

      前払年金費用  635  901  265 

   敷金  356  347  △9 

   保証金 ※３ 2,233  1,848  △384 

   その他  1,173  581  △591 

   貸倒引当金  △375  △355  20 

  投資その他の資産合計  11,164 19.7 11,745 21.0 581 

  固定資産合計  40,505 71.3 40,633 72.5 128 

  資産合計  56,807 100.0 56,030 100.0 △776 
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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) 
増減高 

区分  金額(百万円) 構成比 
(％) 金額(百万円) 構成比 

(％) 金額(百万円) 

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債      

   支払手形 952  306  △645 

   買掛金          ※３ 6,066  6,780  714 

   短期借入金       ※３,５ 11,386  15,705  4,319 
   １年以内に返済される長期借入金 
                ※５ 

988  1,588  600 

１年以内償還予定社債 3,000  ―  △3,000 

   未払金          ※３ 916  1,167  250 

   未払費用 443  507  64 

   未払法人税等 518  37  △480 

   未払消費税等 111  11  △99 

   前受金 216  203  △12 

   未回収商品券 1,955  1,935  △19 

   預り金          ※３ 129  202  73 

   前受収益 24  20  △3 

   賞与引当金 188  171  △17 

   ポイントカード引当金 71  84  13 

   設備関係支払手形 503  226  △277 

  流動負債合計 27,472 48.4 28,949 51.7 1,476 

Ⅱ 固定負債      

   長期借入金        ※５ 8,630  8,542  △88 

   長期未払金 ―  534  534 

   繰延税金負債 1,552  904  △647 

   役員退職慰労引当金 608  563  △45 

   受入保証金        ※３ 1,842  1,760  △82 

   その他 139  93  △45 

  固定負債合計 12,773 22.5 12,397 22.1 △375 

  負債合計 40,245 70.8 41,347 73.8 1,101 
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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) 
増減高 

区分  金額(百万円) 構成比 
(％) 金額(百万円) 構成比 

(％) 金額(百万円) 

(資本の部)      

Ⅰ 資本金           ※１ 7,132 12.6 ― ― ― 

Ⅱ 資本剰余金 5,661 10.0 ― ― ― 

   資本準備金 3,660  ―  ― 

   その他資本剰余金 2,000  ―  ― 

    資本準備金減少差益 2,000  ―  ― 

    自己株式処分差益 0  ―  ― 

Ⅲ 利益剰余金 2,565 4.5 ― ― ― 

   任意積立金 920  ―  ― 

    固定資産圧縮積立金 920  ―  ― 

   当期未処分利益 1,645  ―  ― 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 1,604 2.8 ― ― ― 

Ⅴ 自己株式          ※２ △401 △0.7 ― ― ― 

  資本合計 16,561 29.2 ― ― ― 

負債・資本合計 56,807 100.0 ― ― ― 

(純資産の部)       

Ⅰ 株主資本  ― ― 13,320 23.8 ― 

  資本金  ― ― 7,132 12.7 ― 

  資本剰余金  ― ― 5,661 10.1 ― 

資本準備金  ―  3,660  ― 

その他資本剰余金  ―  2,000  ― 

  利益剰余金  ― ― 1,205 2.2 ― 

その他利益剰余金  ―  1,205  ― 

固定資産圧縮積立金  ―  920  ― 

繰越利益剰余金  ―  285  ― 

  自己株式  ― ― △678 △1.2 ― 

Ⅱ 評価・換算差額等  ― ― 1,330 2.4 ― 

  その他有価証券評価差額金  ― ― 1,385 2.5 ― 

  繰延ヘッジ損益  ― ― △55 △0.1 ― 

Ⅲ 新株予約権  ― ― 32 0.1 ― 

純資産合計  ― ― 14,683 26.2 ― 

負債及び純資産合計  ― ― 56,030 100.0 ― 
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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) 
増減高 前期比 

区分 金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
比率 
(％) 

Ⅰ 売上高  80,717 100.0 81,542 100.0 824 101.0 

Ⅱ 売上原価  61,203 75.8 61,928 75.9 725 101.2 

   売上総利益  19,514 24.2 19,613 24.1 99 100.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 18,103 22.4 17,687 21.7 △416 97.7 

   営業利益  1,410 1.7 1,926 2.4 515 136.5 

Ⅳ 営業外収益  644 0.8 669 0.8 25 104.0 

   受取利息  30  36  6  

   受取配当金 ※２ 111  114  2  

   受取賃貸料 ※２ 162  149  △12  

受取協賛金  127  201  73  

   債務勘定整理益  160  152  △7  

   その他  51  15  △35  

Ⅴ 営業外費用  625 0.8 634 0.8 9 101.4 

   支払利息  331  388  57  

   社債利息  32  16  △15  

   賃貸原価  80  69  △11  

   債務勘定整理益繰戻損  108  111  2  

   その他  71  48  △23  

   経常利益  1,429 1.8 1,961 2.4 532 137.2 

Ⅵ 特別利益  476 0.6 519 0.6 42 108.9 

   投資有価証券売却益  476  447  △28  

主要株主株式売買利益金  ―  19  19  

退職給付信託解約益 ―  51  51  

Ⅶ 特別損失  623 0.8 4,667 5.7 4,043 748.3 

   固定資産売却損 ※３ ―  449  449  

   固定資産除却損 ※４ 364  555  190  

減損損失 ※５ ―  740  740  

退職給付制度改定損失  ―  851  851  

再就職支援制度関連損失  ―  1,918  1,918  

貸倒引当金繰入額  253  38  △214  

その他  6  112  106  

   税引前当期純利益又は税引前 
   当期純損失(△) 

 1,282 1.6 △2,186 △2.7 △3,468 ― 

   法人税、住民税及び事業税 487 0.6 12 0.0 △474 2.5 

   法人税等調整額  123 0.2 △970 △1.2 △1,094 ― 

   当期純利益又は当期純損失(△) 671 0.8 △1,227 △1.5 △1,899 ― 

   前期繰越利益 1,106  ―  ―  

   中間配当額  132  ―  ―  

   当期未処分利益  1,645  ―  ―  
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③ 【株主資本等変動計算書】 

 

当事業年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日)                      (単位 百万円） 
 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年２月28日残高 7,132 3,660 2,000 5,661 

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当(注)     

 当期純損失     

 自己株式の取得     

 自己株式の処分   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 ― ― 0 0 

平成19年２月28日残高 7,132 3,660 2,000 5,661 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金  

固定資産 

圧縮積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年２月28日残高 920 1,645 2,565 △401 14,957 

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当(注)  △132 △132  △132 

 当期純損失  △1,227 △1,227  △1,227 

 自己株式の取得    △277 △277 

 自己株式の処分    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 ― △1,360 △1,360 △276 △1,636 

平成19年２月28日残高 920 285 1,205 △678 13,320 

 

評価・換算差額等 
 

 
その他有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年２月28日残高 1,604 ― 1,604 ― 16,561 

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当(注)     △132 

 当期純損失     △1,227 

 自己株式の取得     △277 

 自己株式の処分     0 

 株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
△218 △55 △273 32 △241 

事業年度中の変動額合計 △218 △55 △273 32 △1,877 

平成19年２月28日残高 1,385 △55 1,330 32 14,683 

(注)定時株主総会における前期決算の利益処分項目であります。 
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重要な会計方針 

１．資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

満期保有目的の債券      償却原価法(定額法) 

子会社株式及び関連会社株式  移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの       決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部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 

②たな卸資産 

商品 売価還元原価法(ただし、絵画及び美術工芸品は個別法による原価法) 

貯蔵品 最終仕入原価法 

③デリバティブ 

時価法 

２．固定資産の減価償却の方法 

定額法(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)に基づく定額法) 

３．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 

従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

③ポイントカード引当金 

ポイントカード会員に対して発行するお買物券の利用に備えるため、将来のお買物券利用見積り額のうち、

当事業年度末に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 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当事業年度末

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。会計基準変更時差異については、15年による按分

額を費用処理しております。また、制度変更による過去勤務債務については、その発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により発生年度から費用処理しております。なお、数理

計算上の差異は、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年及び15年)による定額法

により、発生年度の翌事業年度から費用処理しております。 

 (追加情報) 
確定拠出年金法の施行に伴い、平成18年６月１日より現行の適格退職年金を廃止し、確定拠出年金、キャッ

シュバランスプラン及び規約型確定給付企業年金へ移行しております。「退職給付制度間の移行等に関する会計

処理」(平成14年１月31日 企業会計基準適用指針第１号)及び｢退職給付制度間の移行等の会計処理に関する

実務上の取扱い｣(平成14年３月29日 実務対応報告第２号)を適用しております。この移行に伴う影響額を特

別損失として851百万円計上しております。 

なお、平均残存勤務期間が短くなったため、前事業年度に発生した数理計算上の差異の費用処理年数を 15

年から14年に短縮しております。この費用処理年数の短縮による影響額は軽微であります。 

⑤役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく要支給額を計上しております。 

４．リ－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。 

５．ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法   繰延ヘッジ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(金利スワップ取引) ヘッジ対象(借入金に係る支払金利) 

③ヘッジ方針   借入債務の金利変動リスクを回避することを目的としてヘッジを行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ取引担当部署が、半年毎にヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動

との比較に基づき評価を行っております。 

６．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、税抜方式によっております。 
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会計処理の変更 

  

１．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、営業利益及び経常利益は86百万円増加し、

税引前当期純損失は654百万円増加しております。なお、減損損失累計額については、当該各資産の金額から直接控除

しております。 

２．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に相当する金額は14,706

百万円であります。 

また、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。 

３．ストック・オプション等に関する会計基準等 

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｣(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計

基準第８号)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｣(企業会計基準委員会 最終改正平成18年５

月31日 企業会計基準適用指針第11号)を適用しております。なお、これにより株式報酬費用32百万円が費用として

計上され、営業利益及び経常利益がそれぞれ32百万円減少し、税引前当期純損失が32百万円増加しております。 

 
注記事項 

 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 当事業年度 

※１. 発行する株式及び発行済株式の総数 

授権株数 普通株式  177,000千株 

発行済株式の総数 普通株式     53,289    

(注)  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、会社が発行する株式について、これに相当

する株式数を減ずることとなっております。 

※２. 自己株式の保有数 

普通株式  270千株 

※３. 関係会社に係る注記 

保証金  1,005百万円 

買掛金 70     

短期借入金  2,121    

未払金    471    

預り金 25    

受入保証金 21    
 

―――――――――― 

 

 

 

 

              

 

―――――――――― 

  

※３. 関係会社に係る注記 

保証金  770百万円 

買掛金 59     

短期借入金  2,279    

未払金    360    

預り金 20    

受入保証金 21    
 

※４. 有形固定資産の減価償却累計額 20,253百万円 

※５. 担保資産 

①担保に供している資産 

         建物 571百万円 

         土地 7,275    

②対応する債務 

         短期借入金 36百万円 

         1年以内に返済される長期借入金 288    

         長期借入金 5,176    
 

※４. 有形固定資産の減価償却累計額 20,727百万円 

※５. 担保資産 

①担保に供している資産 

         建物 549百万円 

         土地 7,275    

②対応する債務 

         短期借入金 60百万円 

         1年以内に返済される長期借入金 348    

         長期借入金 5,092    
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前事業年度 当事業年度 

６. 偶発債務 

 保証債務  

 従業員住宅資金借入 5百万円 

７. 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る増加純資産額 

 

1,604百万円 
 

６. 偶発債務 

保証債務  

 従業員住宅資金借入 3百万円 

 

―――――――――― 

 
 

 

 

 (損益計算書関係) 

前事業年度 当事業年度 

１． 販売費及び一般管理費の主なもの 

配送費 707百万円 

広告宣伝費 1,258 

役員報酬及び給料・手当 4,849 

賞与引当金繰入額 188 

賞与 784 

福利厚生費 964 

貸倒引当金繰入額 12 

役員退職慰労引当金繰入額 58 

減価償却費 1,365 

賃借料 2,240 

建物設備管理料及び営繕費 1,505 
 

※１． 販売費及び一般管理費の主なもの 

配送費 668百万円 

広告宣伝費 1,302 

役員報酬及び給料・手当 4,780 

賞与引当金繰入額 171 

賞与 801 

福利厚生費 896 

貸倒引当金繰入額 17 

役員退職慰労引当金繰入額 12 

減価償却費 1,268 

賃借料 2,119 

建物設備管理料及び営繕費 1,522 
 

※２．関係会社に係る注記 

受取配当金 61百万円 

受取賃貸料 127 
 

※２．関係会社に係る注記 

受取配当金 48百万円 

受取賃貸料 128 
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前事業年度 当事業年度 

―――――――――― 

※４．本支店の客用施設等改修による旧設備等の除却であり

ます。 

―――――――――― 

※３．賃貸不動産の売却であります。 

※４．          同左 

 
※５．当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上いたし

ました。 

(1)減損損失を計上した資産グループの概要 
(単位 百万円) 

用途 場所 種類 金額 

店舗 
浅草店 

(東京都台東区) 
建物等 524 

賃貸 

不動産等 
千葉県市原市等 

投資その他

の資産等 
216 

合計 740 
 
(2)固定資産の種類ごとの当該金額の内訳 

(単位 百万円) 
固定資産の種類 金額 

建物 470 

その他の有形固定資産 40 

無形固定資産 10 

投資その他の資産 210 

リース資産 8 

合計 740 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、

主として店舗を基本単位としてグルーピングをしておりま

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、及び市場価格が著しく下落し、投資額の回収

が困難と見込まれた一部の賃貸不動産等について、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に計

上しております。 
 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、重要性の高い資産グループについては、

不動産鑑定評価基準に準ずる不動産鑑定士による評価額

に基づき算定しております。 
 

(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） 270 145 0 415 

（注）１ 自己株式の増加145千株は、単元株式の取得144千株と単元未満株式の買取りによる増加0千株であります。 

   ２ 自己株式の減少0千株は、単元未満株式の買増請求に伴う売却による減少0千株であります。 

 

(リース取引関係) 

有価証券報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 
 
(有価証券関係) 

 

前事業年度 当事業年度 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 同左 
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(税効果会計) 

前事業年度 当事業年度 

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 
賞与引当金 160百万円 

貸倒引当金限度超過額 114 

役員退職慰労引当金 247 

たな卸資産評価損 96 

その他 262 

繰延税金資産小計 881 

評価性引当額 △155 

繰延税金資産合計 725 

 

  繰延税金負債 

固定資産圧縮積立金 △631百万円 

有価証券評価差額金 △1,101 

前払年金費用 △135 

その他 △0 

繰延税金負債合計 △1,868 

繰延税金負債の純額 △1,142 

  当事業年度末現在の繰延税金負債の純額は、貸借対照

表の以下の項目に含まれております。 

流動資産(繰延税金資産) 409百万円 

固定負債(繰延税金負債) △1,552 

 

 

 

 

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

との差異発生原因の主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

(調整)  

交際費等永久に損金に参入されない項目 1.9 

受取配当金等永久に益金に参入されない項目 △2.1 

地方税均等割 0.5 

回収時期未定の一時差異 8.0 

租税特別措置法による特別控除 △1.4 

その他 0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.6 
 

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 
繰越欠損金 788百万円 

賞与引当金 69 

役員退職慰労引当金 229 

たな卸資産評価損 76 

減損損失否認 180 

確定拠出年金未払金 326 

未払賞与否認 110 

その他 279 

繰延税金資産小計 2,059 

評価性引当額 △52 

繰延税金資産合計 2,006 

 

  繰延税金負債 

固定資産圧縮積立金 △631百万円 

有価証券評価差額金 △951 

前払年金費用 △366 

その他 △41 

繰延税金負債合計 △1,990 

繰延税金負債の純額 15 

  当事業年度末現在の繰延税金負債の純額は、貸借対照

表の以下の項目に含まれております。 

流動資産(繰延税金資産) 920百万円 

固定負債(繰延税金負債) △904 
 
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

との差異発生原因の主な項目別の内訳 

  当事業年度については、税引前当期純損失を計上して

いるため記載しておりません。 
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(１株当たり情報) 
 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 312.36円

１株当たり当期純利益 12.64円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 12.62円

  

１株当たり純資産額 277.08円

１株当たり当期純損失 23.17円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―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、１株当

たり当期純損失であるため記載しておりません。 
 (注) 算定上の基礎 
１.１株当たり純資産額 

項目 前事業年度 当事業年度 

貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) ― 14,683 

普通株式に係る純資産額(百万円) ― 14,650 

差額の主な内訳(百万円) 
新株予約権 

 

― 

 
32 

普通株式の発行済株式数(千株) ― 53,289 

普通株式の自己株式数(千株) ― 415 

１株当たりの純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株) ― 52,874 

２.１株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

区分 前事業年度 当事業年度 

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 671 △1,227 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 671 △1,227 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

普通株式の期中平均株式数(千株) 53,124 52,954 

当期純利益調整額(百万円) ― ― 

普通株式増加数(千株) 87 ― 

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

算定に含まれなかった潜在株式の概要 
― 

潜在株式の種類と数 
平成17年５月26日定時株主総
会決議によるストック・オプ
ション 

新株予約権 1,044個

平成18年５月25日定時株主総
会決議によるストック・オプ
ション 

新株予約権 866個

平成18年５月25日定時株主総
会決議によるストック・オプ
ション 

新株予約権 700個
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部門別売上高明細表 

 

１．店別売上高                                  (単位 百万円、比率 ％) 

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） 店 別 

金額 構成比 金額 構成比 前期比 

銀座本店 66,101 81.9 67,018 82.2 101.4 

浅草支店 14,616 18.1 14,524 17.8 99.4 

計 80,717 100.0 81,542 100.0 101.0 

 

 

２．商品別売上高                                 (単位 百万円、比率 ％) 

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） 商品別 

金額 構成比 金額 構成比 前期比 

衣料品 28,576 35.4 28,889 35.5 101.1 

身廻品 17,425 21.6 17,139 21.0 98.4 

雑貨 9,596 11.9 9,891 12.1 103.1 

家庭用品 3,170 3.9 3,195 3.9 100.8 

食料品 17,312 21.5 17,362 21.3 100.3 

食堂・喫茶 2,032 2.5 2,115 2.6 104.1 

サービス・その他 2,604 3.2 2,948 3.6 113.2 

計 80,717 100.0 81,542 100.0 101.0 

 

  




