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有価証券報告書提出予定日 平成19年６月29日  

（百万円未満切捨て）

１．平成 19 年３月期の業績（平成 18 年４月１日～平成 1９年３月 31 日） 

（１）経営成績 （％表示は対前期増減率）

 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 ％

19年３月期 12,081 △4.5 151 28.1 136 52.1 △ 191 －

18年３月期 12,655 △1.9 118 25.0 89 35.8 △  76 －

 

 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 

営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 △23 22 － － － 1.8 1.3

18年３月期 △９ 32 － － － 1.2 0.9

（参考） 持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円 

（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３月期 7,635 2,635 34.5 319 46

18年３月期 7,866 2,911 37.0 352 74

（参考） 自己資本 19 年３月期 2,635 百万円 18年３月期 2,911 百万円 

（３）キャッシュ・フローの状況 

 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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 492 △  202 △  168 995

18年３月期 385 △  94 △ 174 874

 

２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金 

総額 

（年間） 

配当性向 
純資産 

配当率 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18 年３月期 － － 5 00 5 00 41 － 1.4

19 年３月期 － － 5 00 5 00 41 － 1.5

20 年３月期（予想） － － 5 00 5 00 － 137.4 －

 

３．平成 20 年３月期の業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

1 株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 5,550 △ 6.5 68 586.0 56 394.1 10 － １ 21

通期 11,280 △ 6.6 170 12.2 140 2.3 30 － ３ 64
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４．その他 

（１）重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         有 

  （注）詳細は、15 ページ「会計方針の変更」等をご覧下さい。 

（２）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 8,272,500 株 18 年３月期 8,272,500 株  

② 期末自己株式数 19年３月期 21,210 株 18 年３月期 18,429 株  

（注）1株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、21 ページ「1株当たり情報」をご覧くだ

さい。 

 

(注） 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。 

なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページを参照して下さい。 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

当事業年度のわが国経済は、ゼロ金利解除による金利上昇や原油価格の高騰など景気回復に及ぼす影

響が懸念されましたが、個人消費をはじめ設備投資等の内需が堅調に推移したことにより、景気の回復

基調が続きました。 

当社を取り巻く状況は、団塊世代を中心に大人マーケットが拡大する一方、インターネット等の影響

によるＡＶソフト市場の縮小傾向が続くなど変化の著しい経営環境でありました。 

このような状況下で、当社は“生きがいや潤い、ゆとりを提供する”ことを経営理念として、店舗や

教室を通してお客様により一層のご信頼をいただけるよう、品揃えやサービスの向上に努めるとともに、

事業の活性化に取り組んでまいりました。 

ＡＶソフトは、新譜依存から旧譜を中心に定番商品の拡売に努めて、店舗での積極的な商品提案を展

開しました。また堅調なクラシックやジャズのコーナーを充実させて客数の増加を図りました。しかし

ながらヒット商品の激減が影響して小型店の収益が悪化し、７店舗の閉鎖を行いました。 

楽器は、全般的に幅広く需要が伸びて、特に管楽器や弦楽器は大人の楽器ブームやマスメディア等の

影響によるクラシックブームを背景に順調に増加しました。また顧客参加型イベントを積極的に開催し

てバンド活動を支援するなど需要創造、集客促進を図りました。 

教室は、カルチャーセンターの多店化を進めて、岐阜県、岩手県、東京都、福岡県、宮城県の大型

ショッピングセンター内に５ヶ所新設しました。また講座企画力の強化を図って会員増加に努めました。

音楽教室では需要増加の著しい大人の楽器レッスンを促進するため、大人専用の音楽教室を京都府に

２ヶ所新設しました。さらに子供の音楽教室では防犯や安全のための環境整備に注力しました。 

部門別の売上高の状況は、ＡＶソフトはヒット商品が低調であったことや７店舗を閉鎖したことで49

億88百万円（前期比14.6％減）となりました。楽器は管楽器、弦楽器、ギターは順調に推移しましたが

電子オルガンが落ち込んで35億３百万円（前期比0.3％増）となりました。教室はカルチャー教室が多

店化による新店効果や新規の講座などによって大幅に伸長したことに加え、音楽教室も大人の会員が増

加して34億23百万円（前期比7.6％増）となりました。 

この結果、当事業年度の売上高は120億81百万円（前期比4.5％減）となりました。利益面では教室の

売上構成比が引続き上昇したことや商品の売上原価低減に努めたことにより粗利益率が1.4ポイント改

善し、さらに経費の抑制に努めて、営業利益は１億51百万円（前期比28.1％増）となり、経常利益は１

億36百万円（前期比52.1％増）になりました。 

また、特別損失に商品評価損、過年度役員退職慰労引当金繰入額を計上した結果、当期純損失は１億

91百万円（前期は当期純損失76百万円）となりました。 

 

（部門別販売の状況）  

    当事業年度における販売実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 

部門 金額（百万円） 構成比（％） 対前期増減率（％）

ＡＶソフト 4,988 41.3 △ 14.6 

楽 器 3,503 29.0 0.3 

教 室 3,423 28.3 7.6 

その他 165 1.4 20.9 

合計 12,081 100.0 △ 4.5 

（ＡＶソフト）  ＣＤ、ＤＶＤ等の音楽ソフトや映像ソフトの販売を行っております。 

（楽 器）    ピアノ、電子楽器、管弦打楽器、楽譜等の販売を行っております。また、楽器の

調律、修理等を行っております。               

（教 室）    音楽教室、カルチャー教室の事業を行っております。 
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今後の見通しにつきましては、雇用や所得環境の改善による個人消費の回復や、堅調な企業収益を

背景とした設備投資の増加が続くことが予想され、内需を中心とした回復基調が引き続き維持される

ものと思われます。 

このような経営環境の中で、ＡＶソフト市場の変化への対応やカルチャーセンターを中心に教室事

業への積極的な営業拡大を図り、競争力、収益力の強化に注力してまいります。特に大人世代の新た

な需要を喚起させるための講座企画や、中高年層の音楽趣味需要に応える音楽教室の整備に取組んで

まいります。また店舗でのイベントを活発に行って集客拡大、リピート化を目指すとともに、総合楽

器ショップとしての専門性を活かしてまいります。 

なお、次期の業績につきましては、売上高は112億80百万円、営業利益は１億70百万円、経常利益は

１億40百万円、当期純利益は30百万円をそれぞれ予想しております。 

 

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の資産につきましては、総資産は76億35百万円（前期比2.9％減）となりました。流動

資産が１億34百万円、固定資産が95百万円それぞれ減少いたしました。負債合計は49億99百万円（前

期比0.9％増）となりました。流動負債が２億23百万円減少し、固定負債は２億68百万円増加いたし

ました。純資産は26億35百万円（前期比9.5％減）となりました。 

流動資産の主な増減は、現金及び預金の増加が１億30百万円、商品の減少が４億19百万円です。 

固定資産の主な減少は、保証金が１億１百万円減少いたしました。 

負債合計の主な増減は、流動負債では短期借入金が２億46百万円減少し、固定負債では役員退職慰

労引当金が２億18百万円、長期借入金が１億７百万円それぞれ増加いたしました。 

純資産の主な減少は、繰越利益剰余金が１億30百万円、別途積立金が１億円それぞれ減少いたしま

した。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ１億21百

万円増加し（前期比4.1％増）、当事業年度末残高は、９億95百万円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と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） 

営業活動の結果得られた資金は４億92百万円となりました。（前期比27.8％増） 

これは主に、税引前当期純損失が２億68百万円となったものの棚卸資産の減少額が４億19百万円、

役員退職慰労引当金の増加額２億18百万円、減価償却費が１億60百万円になっ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２億２百万円となりました。（前期比115.1％増） 

これは主に、有形固定資産の取得による支出が１億64百万円になったことによるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は１億68百万円となりました。（前期比3.4％減） 

これは主に、長期借入による収入が10億円あったものの、長期借入金の返済による支出が８億81百

万円、短期借入金の減少額が２億46百万円になったことによるものであります。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 

自己資本比率 36.3 ％ 37.0 ％ 37.5 ％ 37.0 ％ 34.5 ％

時価ベースの自

己資本比率 
13.4 ％ 19.1 ％ 23.9 ％ 24.2 ％ 18.5 ％

債務償還年数 17.2 年 9.8 年 － 8.5 年 6.4 年

インタレスト・

カバレッジ・ 

レシオ 

3.0 5.6 － 8.2 8.7 

（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（営業キャッシュ・フローがマイナスの

場合は記載しておりません） 

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 

（営業キャッシュ・フローがマイナスの場合は記載しておりません） 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動

によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

※ 有利子負債は、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。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社の利益配分についての考え方は、株主への利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付

け、また経営環境や業績動向を勘案し、長期安定的に配当を維持、継続していくことを基本として

おります。当期につきましては、１株当たり年間５円とする案を、平成19年６月開催予定の定時株

主総会に付議する予定であります。次期につきましても年間５円の配当予想であります。 

また、内部留保資金につきましては、強固な財務体質の確立と経営基盤の強化安定を図るべく充

実に努め、長期的展望に立った業容の拡大と経営体質の改善に活用してまいります。 

 

２．企業集団の状況 

 

当社は子会社及び関連会社がないため、記載すべき該当事項はありません。  

 

３．経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針（２）目標とする経営指標（３）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月17日開示）により開示を行った内容から重要な変更

がないため開示を省略しております。 

当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.jeugia.co.jp/ 
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４．財務諸表等 
 

（１）貸借対照表 

  
第55期 

（平成18年３月31日現在） 
第56期 

（平成19年３月31日現在） 
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 ※１  1,065,391 1,195,998  

２．受取手形   － 2,100  

３．売掛金   309,843 345,060  

４．商品   1,789,097 1,369,118  

５．前渡金   8,409 12,211  

６．前払費用   9,084 10,995  

７．繰延税金資産   60,635 111,033  

８．未収収益   204 253  

９．未収入金   75,524 136,517  

10．預け金   330,770 344,234  

11．その他   70,600 57,122  

12．貸倒引当金   △ 900 △ 900  

流動資産合計   3,718,661 47.3 3,583,745 46.9 △ 134,915

Ⅱ 固定資産     

(1)有形固定資産     

１．建物 
※１
※２

3,000,468 3,106,178   

減価償却累計額  1,887,654 1,112,814 1,988,201 1,117,976  

２．構築物 ※２ 62,225 62,225   

減価償却累計額  52,971 9,254 54,215 8,009  

３．器具備品  689,729 683,459   

減価償却累計額  627,613 62,115 620,402 63,057  

４．土地 ※１  778,049 778,049  

有形固定資産合計   1,962,233 24.9 1,967,092 25.8 4,859
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第55期 

（平成18年３月31日現在） 
第56期 

（平成19年３月31日現在） 
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．ソフトウェア   11,162  18,519   

２．電話加入権   18,113  18,113   

無形固定資産合

計 
  29,275 0.4  36,632 0.5 7,356

(3)投資その他の資

産 
      

１．投資有価証券 ※１  847,531  795,024   

２．長期性預金   120,000  120,000   

３．出資金   1,545  1,520   

４．破産債権更生

債権等 
  42,732  41,603   

５．長期前払費用   32,165  34,546   

６．繰延税金資産   －  61,312   

７．保証金 ※１  977,033  875,165   

８．退職積立保険

金 
  61,619  65,931   

９．その他   125,865  104,350   

10．貸倒引当金   △ 52,580  △ 51,500   

投資その他の資

産合計 
  2,155,912 27.4  2,047,952 26.8 △ 107,959

固定資産合計   4,147,421 52.7  4,051,678 53.1 △  95,743

資産合計   7,866,082 100.0  7,635,423 100.0 △ 230,659

       

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形   74,210  80,512   

２．買掛金   788,980  785,288   

３．短期借入金 ※１  878,000  632,000   

４．１年以内返済予

定長期借入金 
※１  811,381  822,994   

５．未払金   116,532  130,539   

６．未払費用   87,576  83,808   

７．未払法人税等   51,382  55,683   
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第55期 

（平成18年３月31日現在） 
第56期 

（平成19年３月31日現在） 
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．未払消費税等   35,740  21,927   

９．前受金   244,688  262,958   

10．預り金   28,099  24,544   

11．賞与引当金   67,000  60,000   

流動負債合計   3,183,592 40.5  2,960,256 38.8 △ 223,336

Ⅱ 固定負債      

１．長期借入金 ※１  1,570,430  1,677,790  

２．長期未払金   2,000  2,500  

３．繰延税金負債   57,073  －  

４．退職給付引当金   139,780  138,945  

５．役員退職慰労引
当金 

  －  218,300  

６．受入保証金   1,700  1,700  

固定負債合計   1,770,983 22.5  2,039,235 26.7 268,251

負債合計   4,954,576 63.0  4,999,491 65.5 44,915

       

（資本の部）       

Ⅰ 資本金 ※３  957,000 12.2 － － －

Ⅱ 資本剰余金     

１．資本準備金  985,352 －   

資本剰余金合計   985,352 12.5 － － －

Ⅲ 利益剰余金     

１．利益準備金  158,300 －   

２．任意積立金     

（１）固定資産圧縮

積立金 
 24,786 －   

（２）別途積立金  450,000 －   

３．当期未処分利益  44,402 －   

利益剰余金合計   677,488 8.6 － － －

Ⅳ その他有価証券評

価差額金 
  294,655 3.7 － － －

Ⅴ 自己株式 ※４  △ 2,990 △ 0.0 － － －

資本合計   2,911,506 37.0 － － －

負債及び資本合計   7,866,082 100.0 － － －
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第55期 

（平成18年３月31日現在） 
第56期 

（平成19年３月31日現在） 
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   － － 957,000 12.5 －

２．資本剰余金     

（１）資本準備金  － 985,352   

資本剰余金合計   － － 985,352 12.9 －

３．利益剰余金     

（１）利益準備金  － 158,300   

（２）その他利益 
剰余金 

    

固定資産圧縮 
積立金 

 － 22,041   

別途積立金  － 350,000   

繰越利益剰余金  － △ 85,707   

利益剰余金合計   － － 444,633 5.8 －

４．自己株式   － － △ 3,544 △0.0 －

株主資本合計   － － 2,383,441 31.2 －

Ⅱ 評価・換算差 
額等 

    

１． その他有価証 
券評価差額金 

  － － 252,490 3.3 －

評価・換算差額 
等合計 

  － － 252,490 3.3 －

純資産合計   － － 2,635,931 34.5 －

負債及び純資産合計   － － 7,635,423 100.0 －
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（２）損益計算書 

  
第55期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第56期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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     
  

 

１．商品売上高  9,192,411   8,373,407    

２．その他営業収益  3,463,334 12,655,745 100.0 3,707,977 12,081,384 100.0 △ 574,360

Ⅱ 売上原価      

(1)商品売上原価      

１．商品期首 

たな卸高 
 1,856,228  1,789,097   

２．当期商品 

仕入高 
 6,648,829  5,817,787   

合計  8,505,057  7,606,884   

３．商品期末 

たな卸高 
 1,789,097 6,715,960  1,545,895 6,060,989  

(2)その他営業原価   1,842,719  1,935,085  

売上原価合計   8,558,680 67.6 7,996,074 66.2 △ 562,605

売上総利益   4,097,065 32.4 4,085,309 33.8 △  11,755

Ⅲ 販売費及び一般管

理費 
     

１．広告宣伝費  173,472  157,796   

２．荷造運賃  53,331  57,878   

３．消耗品費  93,040  96,080   

４．役員報酬  103,332  98,880   

５．給料及び手当  1,351,397  1,321,630   

６．賞与引当金 

繰入額 
 65,569  60,000   

７．退職給付引当金

繰入額 
 35,100  47,205   

８．役員退職慰労引
当金繰入額 

 －  16,520   

９．福利厚生費  286,034  290,367   

10．通信交通費  86,810  91,706   

11．賃借料  975,397  941,807   

12．建物管理費  330,337  332,228   

13．減価償却費  169,539  160,443   

14．その他  255,338 3,978,703 31.5 261,193 3,933,738 32.5 △ 44,964

営業利益   118,362 0.9 151,571 1.3 33,209
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第55期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第56期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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  1,359 1,559   

２．受取配当金  5,684 8,002   

３．受取協賛金  505 4,104   

４．受取手数料  14,499 23,558   

５．雑収入  4,582 26,630 0.2 6,168 43,393 0.3 16,763

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  53,365 56,584   

２．雑損失  1,670 55,035 0.4 1,579 58,164 0.5 3,128

経常利益   89,956 0.7 136,800 1.1 46,843

Ⅵ 特別利益     

１．固定資産売却益 ※１ 638 2,111   

２．投資有価証券売却益  66 1,991   

３．貸倒引当金戻入益  651 41   

４. 移転補償金  2,432 －   

５．その他  － 3,788 0.0 654 4,798 0.1 1,009

Ⅶ 特別損失     

１．商品評価損  － 176,777   

２．過年度役員退職慰労

引当金繰入額 
 － 201,780   

３．減損損失 ※３ 156,946 16,891   

４．賃貸借契約解約損  9,314 13,792   

５．固定資産除却損 ※２ 8,932 175,192 1.4 1,356 410,597 3.4 235,404

税引前当期純損失    81,447 △ 0.7 268,998 △2.2 △ 187,551

法人税、住民税及

び事業税 
 72,707 62,669   

法人税等調整額  △ 77,254 △ 4,546 △ 0.1 △140,083 △ 77,414 △0.6 △   72,867

当期純損失   76,900 △ 0.6 191,584 △1.6 △  114,684

前期繰越利益   121,302 －  

44,402 － 
当期未処分利益   
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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４月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 

利益 

準備金 

固定資産

圧縮 

積立金 

別途積立金 
繰越利益 

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

平成18年３月31日残高

（千円） 
957,000 985,352 158,300 24,786 450,000 44,402 △2,990 2,616,850 294,655

事業年度中の変動額    

固定資産圧縮積立金の 

取崩（前期分）（注） 
  △ 1,412 1,412  －

固定資産圧縮積立金の 

取崩（当期分） 
  △ 1,332 1,332  －

別途積立金の取崩（注）   △ 100,000 100,000  －

剰余金の配当（注）   △ 41,270  △ 41,270

当期純損失   △ 191,584  △ 191,584

自己株式の取得   △ 554 △ 554

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額 

（純額） 

   △ 42,164

事業年度中の変動額 

合計（千円） 
－ － － △ 2,745 △ 100,000 △ 130,110 △ 554 △ 233,409 △ 42,164

平成19年３月31日残高

（千円） 
957,000 985,352 158,300 22,041 350,000 △ 85,707 △3,544 2,383,441 252,490

（注）平成18年６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）キャッシュ・フロー計算書 

  
第55期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

第56期 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日） 

対前年比 

区分 

注
記
番
号 

金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ

ロー 
  

 
 

税引前当期純損失  △ 81,447 △ 268,998  

減価償却費  169,539 160,443  

減損損失  156,946 16,891  

賞与引当金の減少額  △  3,000 △   7,000  

退職給付引当金の増加額  13,766 △     834  

役員退職慰労引当金の増加額  － 218,300  

受取利息及び受取配当金  △  7,043 △   9,562  

支払利息  53,365 56,584  

固定資産売却益  △   638 △   2,111  

固定資産除却損  8,932 1,356  

投資有価証券売却益  △   66 △   1,991  

売上債権の増加額  △ 37,877 △  37,317  

保証金の減少額  － 63,606  

たな卸資産の減少額  67,131 419,978  

仕入債務の増加額  125,114 2,608  

未払消費税等の増加額 

（△減少） 
 25,562 △  13,813  

その他  △ 45,404 3,845  

小計  444,879 601,986 157,107 

利息及び配当金の受取額  7,042 9,513  

利息の支払額  △ 47,165 △  60,551  

法人税等の支払額  △ 19,469 △  58,457  

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー 
 385,287 492,491 107,204 

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  △  93,601 △  93,601  

定期預金の払戻による収入  84,000 84,000  

有形固定資産の取得による支出  △  71,804 △ 164,300  

有形固定資産の売却による収入  3,586 3,384  

投資有価証券の売却による収入  67 3,358  

投資有価証券の取得による支出  △     359 △  19,719  

その他  △  16,077 △  15,756  

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー 
 △ 94,188 △ 202,633 △ 108,445 
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第55期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

第56期 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日） 

対前年比 

区分 

注
記
番
号 

金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ

ロー 
    

短期借入金の減少額  △  408,000 △  246,000  

長期借入れによる収入  900,000 1,000,000  

長期借入金の返済による支出  △  625,006 △  881,027  

配当金の支払額  △    41,281 △   41,270  

その他  △       521 △      554  

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー 
 △   174,809 △ 168,852  5,957 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  116,289 121,006 4,716 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  758,697 874,987 116,289 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  874,987 995,993 121,006 

     

 

（５）利益処分計算書 

  
第55期 

株主総会承認日 
（平成18年６月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   44,402 

Ⅱ 任意積立金取崩額    

１. 別途積立金取崩額  100,000  

２．固定資産圧縮積立金取崩額  1,412 101,412 

合計   145,815 

Ⅲ 利益処分額    

１．配当金  41,270 41,270 

Ⅳ 次期繰越利益   104,544 
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重要な会計方針 

項目 
第55期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第56期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

 (3) 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

の見込額に基づき計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

────── 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく期末要

支給額を計上しております。 

（会計方針の変更） 

役員退職慰労金につきましては、従来、

支給時の費用として処理しておりました

が、当事業年度より、改正後の「租税特別

措置法上の準備金及び特別法上の引当金又

は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関

する監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会監査・保証実務委員会報告第42号）を早

期適用し、当事業年度より役員退職慰労金

規程に基づく期末要支給額を役員退職慰労

引当金として計上することといたしまし

た。 

この変更により、当事業年度の発生額

16,520千円は販売費及び一般管理費に、

過年度対応額201,780千円は特別損失に計

上しております。 

この結果、従来の方法に比較して、営

業利益及び経常利益はそれぞれ16,520千

円減少し、税引前当期純損失及び当期純

損失は218,300千円、129,888千円それぞ

れ増加しております。 

なお、この変更は下半期に行われたた

め、当中間会計期間は従来の方法によっ

ております。従って、当中間会計期間は

変更後の方法によった場合に比べ、営業

利益及び経常利益はそれぞれ8,260千円多

く、税引前中間純損失及び中間純損失は

210,040千円、124,973千円それぞれ少な

く計上されております。 

なお、上記引当金の計上基準以外は、最近の有価証券報告書（平成18年６月30日提出）における記載から重要な

変更がないため開示を省略します。 
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重要な会計方針の変更 

第55期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第56期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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は27,427千円増加

し、税引前当期純利益は129,518千円減少しておりま

す。 

なお、減損損失累計額につきましては、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」（企業会計基準適用指針第８号 平

成17年12月９日）を適用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は2,635,931

千円であります。 

なお、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、財務諸表等規則の改正に伴い、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 

第55期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第56期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「貸倒引当金

の減少額」は、当事業年度において金額的重要性が乏

しくなったため「その他」に含めております。 

なお、当事業年度の「その他」に含まれている「貸

倒引当金の減少額」は2,420千円であります。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「保証金の減

少額」は、前事業年度は「その他」に含めて表示して

おりましたが、当事業年度において金額的重要性が増

したため区分掲記しております。 

なお、前事業年度の「その他」に含まれている「保

証金の減少額」は6,519千円であります。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

 
第55期 

（平成18年３月31日） 
第56期 

（平成19年３月31日） 

※１． 担保に供している資産 担保に供している資産 

   
 (千円)

預金 111,404

建物 782,974

土地 748,306

投資有価証券 122,155

保証金 168,986

計 1,933,825

  

  
 (千円)

預金 121,005

建物 737,373

土地 748,306

投資有価証券 86,679

保証金 159,385

計 1,852,748

  
 上記に対応する債務 上記に対応する債務 

   
 (千円)

短期借入金 878,000

１年以内返済予定長期借入金 811,381

長期借入金 1,470,430

計 3,159,811

  

  
 (千円)

短期借入金 632,000

１年以内返済予定長期借入金 722,994

長期借入金 1,677,790

計 3,032,784

  
※２． 有形固定資産に係る国庫補助金等の受入れによる

圧縮記帳額は、建物55,363千円、構築物1,046千円

の合計56,409千円であります。 

同左 

 
※３. 

  

  
会社が発行する株式の総数 普通株式 24,000,000株

発行済株式の総数 普通株式 8,272,500株

  

────── 

※４． 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

18,429株であります。 

────── 

５. 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

294,655千円であります。 

────── 

 

（損益計算書関係） 

 
第55期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第56期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１． 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

 
  

 (千円)

器具備品 638

計 638
  

  
 (千円)

器具備品 2,111

計 2,111
  

※２． 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

 
  

 (千円)

建物 7,029

器具備品 1,726

車両運搬具 176

計 8,932
  

  
 (千円)

建物 793

器具備品 563

計 1,356
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 第55期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第56期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※３． 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 

京都府 
店舗 

教室 
建物、器具備品、リース資産等 

滋賀県 店舗 建物等 

大阪府 
店舗 

教室 
建物、器具備品、リース資産等 

兵庫県 店舗 建物、器具備品、リース資産等 

奈良県 店舗 建物、器具備品 

大分県 教室 建物、器具備品、リース資産等 

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、教室を単位としてグルーピングしてお

ります。 

営業活動から生じる損益が継続してマイナスで、

資産グループの固定資産簿価を全額回収できる可能

性が低いとした店舗、教室について、当該資産グ

ループ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（156,946千円）として特別損失

に計上しております。その内訳は、以下の通りであ

ります。 

（千円）

建物 95,272 

器具備品 7,016 

リース資産 40,183 

その他 14,474 

計 156,946 

なお、当該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5.0％で割り引いて算出しております。 

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 

京都府 店舗 建物、器具備品 

滋賀県 店舗 建物、器具備品、リース資産 

大阪府 店舗 建物 

兵庫県 店舗 建物、器具備品 

奈良県 店舗 建物、器具備品、リース資産 

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、教室を単位としてグルーピングしてお

ります。 

営業活動から生じる損益が継続してマイナスで、

資産グループの固定資産簿価を全額回収できる可能

性が低いとした店舗、教室について、当該資産グ

ループ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（16,891千円）として特別損失に

計上しております。その内訳は、以下の通りであり

ます。 

（千円）

建物 7,406 

器具備品 865 

リース資産 8,619 

計 16,891 

なお、当該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

5.0％で割り引いて算出しております。 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３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 

 前事業年度末 

株式数（千株） 

当事業年度 

増加株式数（千株）

当事業年度 

減少株式数（千株） 

当事業年度末 

株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 8,272 － － 8,272

合計 8,272 － － 8,272

自己株式     

普通株式（注） 18 ２ － 21

合計 18 ２ － 21

（注）普通株式の自己株式の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
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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６月29日

定時株主総会 
普通株式 41,270千円 ５円 平成18年３月31日 平成18年６月30日

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

平成19年６月28日開催の定時株主総会において、次の議案を付議いたします。 

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 

普通株式 41,256千円 利益剰余金 ５円 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第55期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第56期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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 

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３月31日現在） （平成19年３月31日現在）
 
 （千円）

現金及び預金 1,065,391 

担保提供又は預入期間
３ヶ月超の定期預金 

△ 190,404 

現金及び現金同等物 874,987 

 
 （千円）

現金及び預金 1,195,998 

担保提供又は預入期間
３ヶ月超の定期預金 

△ 200,005 

現金及び現金同等物 995,993 

 

（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

（貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの）    

株式 240,756 735,975 495,219 259,114 683,468 424,354

小計 240,756 735,975 495,219 259,114 683,468 424,354

（貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの）   

株式 － － － － － －

その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 240,756 735,975 495,219 259,114 683,468 424,354

  

２．当事業年度中に売却したその他有価証券 

 前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日） 

売却額（千円） 67 3,358 

売却益の合計額（千円） 66 1,991 

売却損の合計額（千円） － － 
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３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

 貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 111,555 111,555 

 

（持分法損益等） 

 

前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係） 

第55期 
（平成18年３月31日） 

第56期 
（平成19年３月31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 
 
(1）繰延税金資産 (千円)

退職給付引当金損金算入限度超
過額 

56,611

貸倒引当金損金算入限度超過額 13,338

投資有価証券評価損 3,243

賞与引当金損金算入限度超過額 27,135

減価償却超過額 89,333

たな卸資産評価損 14,751

その他 15,622

繰延税金資産合計 220,035
  

 
(1）繰延税金資産 (千円)

役員退職慰労引当金繰入額 88,411

退職給付引当金損金算入限度超
過額 

56,273

貸倒引当金損金算入限度超過額 15,439

投資有価証券評価損 3,243

賞与引当金損金算入限度超過額 24,300

減価償却超過額 86,553

たな卸資産評価損 70,274

その他 14,716

繰延税金資産合計 359,212
   

(2）繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △  15,909

その他有価証券評価差額 △ 200,563

繰延税金負債合計 △ 216,473

繰延税金資産の純額 3,561
  

 
(2）繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △  15,003

その他有価証券評価差額 △ 171,863

繰延税金負債合計 △ 186,866

繰延税金資産の純額 172,345
  

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

担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

当事業年度は、税引前当期純損失となりましたの

で、記載を省略しております。 

同左 

 

 

（リース取引関係）（デリバティブ取引関係）（退職給付関係）（関連当事者との取引） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

第55期 
(自 平成17年４月１日 
至  平成18年３月31日) 

第56期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 
１株当たり純資産額 352.74円

１株当たり当期純損失金額 9.32円
  

 
１株当たり純資産額 319.46円

１株当たり当期純損失金額 23.22円
  

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、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

同左 

 （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。 

 
第55期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第56期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当期純損失 76,900千円 191,584千円 

普通株主に帰属しない金額 －千円 －千円 

普通株式に係る当期純損失 76,900千円 191,584千円 

期中平均株式数 8,255,213株 8,252,515株 

 

（重要な後発事象） 

第55期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第56期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 

 

５．その他 
 

該当事項はありません。 

 


