
                                    

― 1 ― 

平成20年２月期 中間決算短信 
平成19年10月４日 

 

上 場 会 社 名        株式会社 鈴 丹                             上場取引所  東証一部・名証一部 

コ ー ド 番 号        8193                                        (ＵＲＬ http://www.suzutan.co.jp)  

代  表  者（役職名）取締役社長   （氏名） 小林 史生 

問合せ先責任者（役職名）取締役管理部長 （氏名） 飯田  務               ＴＥＬ (052)764－8005 

半期報告書提出予定日 平成19年11月14日               

 

（百万円未満切捨て） 

１．19年８月中間期の連結業績（平成19年２月21日～平成19年８月20日） 
(1)連結経営成績                            （％表示は対前年中間期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月中間期 10,472 △9.0 135 △73.9 167 △68.9 73 △79.8

18年８月中間期 11,508 3.4 518 133.4 538 114.3 365 ―

19年２月期 21,801 ― 722 ― 745 ― 440 ―
 

 
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)当期純利益 

 円 銭 円 銭

19年８月中間期 6.62 ― 

18年８月中間期 32.71 ― 

19年２月期 39.42 ― 

（参考）持分法投資損益  19年８月中間期 ― 百万円  18年８月中間期 ― 百万円  19年２月期 ― 百万円 

 

(2)連結財政状態 
 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８月中間期 11,140 2,363 21.2 211.11 

18年８月中間期 11,808 2,324 19.7 207.51 

19年２月期 11,050 2,402 21.7 214.56 

（参考）自己資本   19年８月中間期  2,360百万円  18年８月中間期 2,320百万円  19年２月期 2,399百万円 

 

(3)連結キャッシュ･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８月中間期 117 △190 △112 939 

18年８月中間期 556 89 △713 1,028 

19年２月期 1,000 233 △1,214 1,120 

 
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 

 円 銭 円 銭 円 銭

19年２月期 ― 10.00 10.00 

20年２月期 ―  

20年２月期（予想）  10.00 
10.00 

 
３．20年２月期の連結業績予想（平成19年２月21日～平成20年２月20日） 

（％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 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 21,530 △1.2 565 △21.8 605 △18.9 310 △29.7 27.73 
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４．その他 
（1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無 
 

（2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成の
ための基本となる重要な事項に記載されるもの） 
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、21ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び25ページ「表示方法の

変更」をご覧ください。 

 

（3）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８月中間期 11,215,678株  18年８月中間期 11,215,678株  19年２月期 11,215,678株 

② 期末自己株式数 

    19年８月中間期   36,290株  18年８月中間期   31,396株  19年２月期   33,350株 

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり

情報」をご覧ください。 

 

（参考）個別業績の概要 
１．19年８月中間期の個別業績（平成19年２月21日～平成19年８月20日） 

(1)個別経営成績                           （％表示は対前年中間期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月中間期 10,452 △9.1 103 △79.0 147 △71.6 63 △82.0

18年８月中間期 11,500 3.5 495 128.0 520 110.4 353 ―

19年２月期 21,781 ― 690 ― 717 ― 423 ―

 

 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 円 銭 

19年８月中間期  5.71 

18年８月中間期 31.62 

19年２月期 37.88 

 

(2)個別財政状態 
 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８月中間期 10,829 2,131 19.7 190.67 

18年８月中間期 11,560 2,117 18.3 189.34 

19年２月期 10,760 2,185 20.3 195.46 

（参考）自己資本   19年８月中間期  2,131百万円  18年８月中間期 2,117百万円  19年２月期 2,185百万円 

 

２．20年２月期の個別業績予想（平成19年２月21日～平成20年２月20日） 
（％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 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 21,500 △1.3 540 △21.8 590 △17.7 300 △29.2 26.84 

 

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であります。従いまして、実際の業績は様々な

要因により、これら業績予想とは異なることがありますことをご了承下さい。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当中間期の経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格等の高騰があったものの好調な企業収

益を背景に設備投資の増加や雇用情勢の改善により緩やかな景気拡大傾向が続きました。 

当社グループを取り巻く環境におきましては、大型小売店販売額は前年比で0.1％増加いたし

ましたが、婦人・子供洋品販売額においては、前年比で3.7％の減少と他の販売額に比べても、

非常に厳しい状況でありました。 

こうした状況の中、当社グループは2010年２月期を 終年度とする新たな「中期経営計画

（CS10）」を当連結会計年度からスタートさせました。重点項目としてA.ショップブランド戦

略、B.商品戦略、C.販売戦略、D.組織・人事戦略、E.コーポレート・ガバナンス政策を策定し、

その実現に向け全社一丸で取り組んで参りました。 

当中間連結会計期間の経営成績につきましては、天候不順や商品供給の遅れなどにより、既

存店前年同期比は12.4％減と非常に厳しく、売上高は10億35百万円減収の104億72百万円（前年

同期比9.0％減）となりました。また、利益面につきましては、適時・適量の在庫コントロール

の効果により、売上総利益率は50.3％と前年同期比で0.9ポイント改善できましたが、売上高減

収に伴う売上総利益の減少により営業利益は前中間連結会計期間に比べ３億83百万円減益の１

億35百万円（前年同期比73.9％減）、経常利益は前中間連結会計期間に比べ３億70百万円減益

の１億67百万円（前年同期比68.9％減）となりました。中間純利益につきましては、73百万円

（前年同期比79.8％減）と前中間連結会計期間に比べ２億91百万円の減益となりました。 

 

1）レディース小売部門 

当社グループの主力であるレディース小売部門は、春はバルーンデザインのカットソーワン

ピースや60年代調のトリミング使いおよび幾何学柄などレギンス・スキニースタイルが、夏は

サファリ・リゾート系のスタイルをナチュラルカラー中心に展開してきました。しかしながら、

春先の急激なファッションの変化に対する商品供給体制等の対応の遅れや夏場におけるリード

商品の不在などにより、また、春・夏とも天候不順により苦戦を強いられたことにより、当中

間連結会計期間の既存店売上高前年同期比は12.3％減と非常に厳しい結果に終わりました。 

このような状況下、ＳI
2

Ｃ前橋けやきウォーク店始め14店舗を新規に出店し、ショップブラン

ド戦略を推進するべく、11店舗の改装・改修を実施し、不採算店舗等の閉鎖により４店舗を退

店いたしました。その結果、当中間連結会計期間末の店舗数は、282店舗となり前中間連結会計

期間末に比べ22店舗増加いたしました。 

売上高は、98億54百万円（前年同期比7.9％減）と前中間連結会計期間に比べ８億41百万円の

減収となりました。 

ショップブランド別の店舗数の内訳は、「ルシカ」20店舗、「ファズビー」２店舗、「ホレ

ストハート」２店舗、「エスアイツーシー」39店舗、「キャンディリング」９店舗、「ナウヒ

ア」15店舗、「ピーク」48店舗、「ドゥビサージュ」３店舗、「スズタン」121店舗、「ザ・テ

ップ」１店舗、ラージサイズの「スプル」７店舗、「カブリ」15店舗となっております。 
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2）メンズ小売部門 

当社グループのメンズ小売部門におきましては、ストリート系カジュアルのボトムスの縮小

対応とカットソーの品揃え対応の遅れから、既存店売上高前年同期比は12.6％減と厳しい状況

でありました。店舗につきましては、不採算店舗等の閉鎖により２店舗を退店した結果、当中

間連結会計期間末の店舗数は、19店舗となりました。 

ショップブランド別の店舗数の内訳は「ロードス」16店舗、「ラジカルスポット」３店舗と

なっております。 

売上高は６億18百万円（前年同期比24.0％減）と前中間連結会計期間に比べ１億94百万円の

減収となりました。 

 

3）衣料卸売部門 

当中間連結会計期間における当社グループ外に対する卸売高は805千円でありました。なお、

前中間連結会計期間においては、当社グループ外に対する卸売は行っておりません。 

 

②販売実績 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年2月21日

至 平成18年8月20日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年2月21日 

至 平成19年8月20日) 
       

区分 
売上高 
（千円） 

構成比
（％）

売上高 
（千円） 

構成比
（％） 

前年同期比
（％） 

ドレス･アウター 1,564,450 13.6 1,157,645 11.1 △26.0

布帛トップス 1,000,205 8.7 748,880 7.1 △25.1

セータートップス 914,126 7.9 1,170,322 11.2 28.0

カットソートップス 2,931,389 25.5 2,966,674 28.3 1.2

スカート・パンツ 2,645,788 23.0 2,132,221 20.4 △19.4

ファッション雑貨他 1,639,597 14.2 1,678,264 16.0 2.4

レディース小売

部門 

小計 10,695,558 92.9 9,854,008 94.1 △7.9

メンズ小売部門 商品売上高 812,674 7.1 618,018 5.9 △24.0

衣料卸売部門 商品売上高 ― ― 805 0.0 ―

合計 11,508,232 100.0 10,472,832 100.0 △9.0

(注)1.金額は販売価格によります。 

2.表示金額の記載につきましては、千円未満を切り捨てて表示しております。 

3.「ファッション雑貨他」には、水着等が含まれております。 

4.上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

  ③通期の見通し 

 通期の見通しにつきましては、当社グループが属する衣料品業界は、企業間・業態間・地域

間・商業施設間の顧客獲得競争はますます激しさを増すものと捉えております。 

 こうした状況下、｢中期経営計画（CS10）｣の重点項目を中心に、その計画の実現に向け当社

グループ全体で取り組んで参ります。 

下期の新規出店につきましては、11店舗を出店し、通期では25店舗を計画しております。 

以上の状況を踏まえ、通期連結業績予想につきましては、売上高215億30百万円（前年同期比

1.2％減）、営業利益５億65百万円（同21.8％減）、経常利益６億５百万円（同18.9％減）、当
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期純利益３億10百万円（同29.7％減）を見込んでおります。 

 

(2)財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

当中間連結会計期間末の総資産は、111億40百万円（前年同期比5.7％減）と前中間連結会計

期間末に比べ６億67百万円減少いたしました。それは主に前中間連結会計期間末が金融機関の

休業日であったことによる受取手形及び売掛金の減少による流動資産の減少と長期差入保証金

の回収等による固定資産の減少によるものであります。 

 

（ロ）負債 

当中間連結会計期間末の流動負債は、借入金の返済等により前中間連結会計期間末に比べ６

億61百万円減少の66億13百万円（同9.1％減）となりました。 

固定負債は前中間連結会計期間末に比べ45百万円減少の21億63百万円（同2.1％減）となりま

した。 

 

（ハ）純資産 

当中間連結会計期間末の純資産は、23億63百万円となり、自己資本比率は21.2％と対前年同

期比で1.5ポイント良化いたしました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により１億17百

万円増加し、投資活動により１億90百万円減少し、財務活動により１億12百万円減少した結果、

現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は９億39百万円（前年同期比8.7％減）となり

ました。 

 

（イ）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ける営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前中間

純利益が前中間連結会計期間に比べ２億88百万円減少の１億50百万円となったことにより、ま

た仕入債務等の増加はあったものの、売上債権の増加などもあり１億17百万円の収入となりま

した。 

この結果、営業活動全体としては前中間連結会計期間に比べ４億39百万円（78.9％減）の収

入の減少となりました。 

 

（ロ）投資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・フローは、退店等に伴う保証金の回収による収入が２億32百万

円ありましたが、新規出店や改装・改修店への投資及び定期預金の預入による支出により１億

90百万円の支出となりました。 

なお、前中間連結会計期間は89百万円の収入でありました。 
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（ハ）財務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・フローは、配当金の支払等により１億12百万円の支出となりま

した。 

この結果、財務活動全体としては短期借入金の返済がありました前中間連結会計期間と比べ

６億円の支出の減少となりました。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  平成17年 

２月期 

平成18年

２月期 

平成19年 

２月期 

平成19年８月

中間期 

自己資本比率 ％ 14.6 17.5 21.7 21.2 

時価ベースの自己資本比率 ％ 64.8 61.1 63.7 40.1 

債務償還年数 年 7.3 7.6 5.2 22.2 

インタレスト・カバレッジ・
レシオ 

倍 28.7 24.8 24.8 5.0 

(注)1.自己資本比率：自己資本／総資産 

2.時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

3.債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー（中間期については、キャッシュ・フロー

を年額に換算するため２倍にしております） 

4.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 

*各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

*株式時価総額は、中間（期末）株価終値×中間（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・フローは、中間連結（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。有利子負債は中間連結（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)利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社の配当政策の基本方針といたしましては、当期の業績と将来の事業展開を考慮し、事業の

拡大並びに収益力向上のための内部留保に努めるとともに、株主資本配当率及び配当性向など株

主の利益還元にも十分配慮の上、総合的に判断し、決定すべきものであると考えております。 

当期の剰余金の配当（予想）につきましては、上記の基本方針及び当期の業績を勘案し、前期

同様の１株当たり10円の期末配当とする予定であります。その結果、当期の配当性向(連結)は

36.1％になる予定であります。 

内部留保資金につきましては、経営体質の強化及び設備投資等、将来の事業展開に役立てるこ

とを基本方針としております。 

 

(4)事業等のリスク 

当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があるリスクには以下のようなものがあります。記

載内容のうち将来に関する事項は、中間連結会計期間末において当社グループが判断したもので

あります。 

なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識し、発生の回避及び発生した場合

の対応に努める所存であります。 
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①消費者の嗜好について 

当社グループが取扱う衣料品やファッション雑貨は、景気の変動による個人消費の低迷や他

社との競合に伴う市場の変化といった要因に加えて、ファッショントレンドの移り変わりによ

り、消費者の嗜好の変化による影響を受けやすく、当初計画した売上を見込めない場合がある

ことから、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

②気象状況について 

当社グループが取扱う衣料品やファッション雑貨は、冷夏・暖冬などの天候不順、台風など

の予測できない気象状況の変化により、売上に影響を受ける可能性があります。 

また、地震や風水害など不測の自然災害や突発的な事故や火災により、営業の中断などが生

じた場合、売上が減少する可能性があります。 

③出店政策について 

当社グループは、新規出店の選定については店舗の採算性を も重視しております。入居保

証金や賃料等の出店条件、商圏人口や競合店状況等について調査を行い、投資回収期間や予想

利益等の一定の条件を満たすものを出店対象物件としております。 

当社グループでは、上記の出店条件に合う物件がない場合、出店計画を変更することもあり

ます。 

また、近隣地域への競合商業施設の出店等により、出店先の商業施設の集客力が変化した場

合、当社の店舗の業績に影響が及ぶ可能性があります。 

④取引先について 

当社グループは、取引先の経営状況については、信用度を把握するための内部体制を整えて

おります。しかし、取引先の信用不安により、予期せぬ貸倒れリスクが顕在化し、出店先であ

るデベロッパーの予期せぬ経営破綻などにより、追加的な損失や引当の計上が必要となる場合

があることから、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤個人情報の管理について 

当社グループは、個人情報保護は重大な社会的責務であると認識し、「個人情報保護管理規

程」を設け、「個人情報保護方針」に基づき個人情報の管理には十分留意しております。現在

まで顧客情報の流出による問題は発生しておりませんが、今後、万一顧客情報の流出により問

題が発生した場合、当社グループへの損害賠償請求や信用の低下等により、当社グループの経

営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥有利子負債への依存度 

当社グループは総資産に対する有利子負債の比率が高い水準にあります。 

将来の金利の変動を含む経営環境の変化等によっては、当社グループの経営成績及び財政状

態は影響を受ける可能性があります。 

  平成17年2月期 平成18年2月期 平成19年2月期 
平成19年8月

中間期 

総資産額 千円 12,363,957 11,857,614 11,050,517 11,140,785 

有利子負債額 千円 6,840,000 6,300,000 5,200,000 5,200,000 

有利子負債依存度 ％ 55.3 53.1 47.1 46.7 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社及び連結子会社２社で構成されており、衣料品及びファッション雑貨を直接

消費者に販売する専門店をチェーン展開することを主要な業務としております。 

商品の消費者への販売は当社の店舗により行い、連結子会社においては、値札の印刷及び販売、当

社店用備品の販売及び管理・保管など店舗運営付随業務と、海外生産に係る商品の輸出入を分担して

おります。 

 

 事業の系統図は次の通りであります。 

 

 

 

 

 

 

消費者 取引先

（親会社）
　　　　ユニー（株）

当　　　　　社

メーカー

（連結子会社）
　　　　鈴丹ビックス（株）

（連結子会社）
　　　　鈴丹時装有限公司

商
品
の
卸
売

商
品
の
販
売

出
店

金
銭
の
貸
付

商
品
の
仕
入

値

札

の
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刷

及

び

販

売

商品の仕入

備品等の販売及
び管理・保管
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３．経営方針 

(1)会社の経営の基本方針 

当社グループは、衣料品の小売業並びに卸売業として、高感度・高品質の商品を適正な価格で

提供し、さらには接客サービスなどあらゆる角度からお客様のニーズにお応えできる企業、即ち

「顧客満足創造企業」になることを経営の基本方針としております。 

そのための努力を通じて企業の価値を高めるとともに、株主・取引先・従業員の満足を高め、

企業としての社会的責任を果たしております。 

 

(2)中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、「成長企業」へと向かうべく、当連結会計年度をスタートとし2010年２月期

を 終年度とする「中期経営計画（CS10）」の実現に向け、全社一丸で取り組んでおります。 

 

「中期経営計画（CS10）」概要 

CS10---2010年２月期(３年後)の収益計画の達成に向け、Customer Satisfaction（お客様の満

足）、Challenge Spirit（挑戦する姿勢）、Changing SUZUTAN（常に変化し続ける鈴丹）を当社

グループの共通認識として、次の重点項目に取り組んで参ります。 

①ショップブランド戦略 

よりきめ細かくお客様のニーズに対応すべく、複数のショップブランド（既存14ショップブ

ランド）の拡充を継続し、加えて新しいショップブランドの創造により、新たなマーケットポ

ジションの確立を図り、Changing SUZUTANを目指します。 

②商品戦略 

店舗情報から商品企画・供給までの垂直統合（バーチカルリアルタイム体制）を確立し、商

品価値（品質＆企画精度）の向上と適時・適品・適量の実現を目指します。Challenge Spirit

をもってショップブランド別ＭＤ戦略の整備・強化を行ないます。 

③販売戦略 

顧客満足創造企業---「心地よい売場」をキーワードにお客様からご支持をいただける販売サ

ービス体制の実現（Customer Satisfaction）に取り組みます。 

④組織・人事戦略 

共通目標（顧客満足）に邁進する活力に満ちた組織風土を実現すべく、社内人事交流を活発

に行いスペシャリスト・グローバルな人材の育成を図ります。 

⑤コーポレート・ガバナンス政策 

企業継続の源と捉え、内部統制システムの継続的見直し、当社グループ全体へのコンプライ

アンス、リスク管理体制の啓蒙・浸透を図ります。 

 

(3)会社の対処すべき課題 

 当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。 
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４．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８月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年２月20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   1,238,502 939,400  1,120,665

２ 受取手形及び売掛金   1,288,064 1,069,917  835,390

３ たな卸資産   1,259,413 1,332,815  1,355,435

４ 繰延税金資産   3,252 4,357  4,078

５ その他   58,214 42,306  24,236

貸倒引当金   △1,103 △2,100  △2,100

流動資産合計   3,846,344 32.6 3,386,697 30.4  3,337,706 30.2

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物   984,967 1,138,899  1,048,355

(2) その他   164,038 147,199  145,139

有形固定資産合計   1,149,006 9.7 1,286,098 11.5  1,193,494 10.8

２ 無形固定資産   389,400 3.3 273,297 2.5  331,959 3.0

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   8,100 8,100  8,100

(2) 長期差入保証金   7,445,025 6,966,857  7,148,389

(3) 繰延税金資産   ― 270  206

(4) その他   187,399 307,541  208,643

貸倒引当金   △1,216,990 △1,088,077  △1,177,982

投資その他の資産 
合計 

  6,423,533 54.4 6,194,690 55.6  6,187,357 56.0

固定資産合計   7,961,940 67.4 7,754,087 69.6  7,712,811 69.8

資産合計   11,808,285 100.0 11,140,785 100.0  11,050,517 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年２月20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   1,402,206 1,312,489  1,148,338

２ 短期借入金   4,700,000 4,200,000  4,200,000

３ 未払費用   738,912 710,523  674,447

４ 未払法人税等   93,962 94,388  159,492

５ 繰延税金負債   117 ―  ―

６ 賞与引当金   89,546 87,992  95,684

７ その他   250,317 208,505  166,006

流動負債合計   7,275,062 61.6 6,613,898 59.4  6,443,968 58.3

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金   1,000,000 1,000,000  1,000,000

２ 繰延税金負債   210 216  275

３ 退職給付引当金   1,165,266 1,122,452  1,161,537

４ 預り保証金   39,630 36,130  37,880

５ その他   3,989 4,368  4,151

固定負債合計   2,209,097 18.7 2,163,167 19.4  2,203,845 20.0

負債合計   9,484,159 80.3 8,777,065 78.8  8,647,814 78.3
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前中間連結会計期間末 

(平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年２月20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
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   1,414,203 12.0 1,414,203 12.7  1,414,203 12.8

２ 利益剰余金   945,779 8.0 982,956 8.8  1,020,792 9.2

３ 自己株式  △33,094 △0.3 △35,938 △0.3  △34,341 △0.3

株主資本合計  

 

2,326,888 19.7 2,361,221 21.2  2,400,654 21.7

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ 繰延ヘッジ損益   175 0.0 △5,120 △0.0  △516 △0.0

２ 為替換算調整勘定   △6,223 △0.0 4,032 0.0  △854 △0.0

評価・換算差額等 
合計 

  △6,048 △0.0 △1,087 △0.0  △1,370 △0.0

Ⅲ 少数株主持分   3,285 0.0 3,585 0.0  3,419 0.0

純資産合計   2,324,125 19.7 2,363,719 21.2  2,402,703 21.7

負債及び純資産合計   11,808,285 100.0 11,140,785 100.0  11,050,517 100.0
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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18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20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   11,508,232 100.0 10,472,832 100.0  21,801,038 100.0

Ⅱ 売上原価   5,822,970 50.6 5,209,440 49.7  10,903,943 50.0

売上総利益   5,685,262 49.4 5,263,391 50.3  10,897,094 50.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 店舗使用料  1,762,850 1,791,851 3,509,516 

２ 給料手当  1,666,856 1,670,473 3,383,852 

３ 賞与引当金繰入  89,546 87,992 95,684 

４ 退職給付費用  42,735 35,038 84,683 

５ 減価償却費  181,598 185,358 373,908 

６ その他  1,423,146 5,166,732 44.9 1,357,541 5,128,254 49.0 2,727,047 10,174,692 46.7

営業利益   518,529 4.5 135,136 1.3  722,402 3.3

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  4,641 5,198 8,533 

２ 受取配当金  ― ― 36 

３ 仕入割引  24,414 22,250 49,795 

４ 不動産収入  56,433 56,433 112,867 

５ 受取手数料  4,438 4,564 8,101 

６ 営業補償金  ― 24,517 ― 

７ 雑収入  3,295 93,224 0.8 1,536 114,501 1.1 6,675 186,009 0.8

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  16,237 24,158 37,391 

２ 貸倒引当金繰入  4,500 ― 19,836 

３ 不動産原価  51,955 52,100 103,983 

４ 雑支出  629 73,323 0.6 5,818 82,077 0.8 1,368 162,580 0.7

経常利益   538,430 4.7 167,560 1.6  745,830 3.4
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20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
(％)

Ⅵ 特別利益    

１ 貸倒引当金戻入益  21,614 13,169 36,064 

 ２ 保険差益  4,577 26,192 0.2 ― 13,169 0.1 4,577 40,642 0.2

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※１ 65,004 14,886 96,944 

２ 減損損失 ※２ 33,991 14,866 76,039 

３ 投資有価証券評価損  7,199 ― 7,199 

４ 店舗賃借解約損  18,533 ― 18,533 

５ その他  ― 124,729 1.1 ― 29,753 0.3 3,709 202,426 0.9

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  439,893 3.8 150,976 1.4  584,047 2.7

法人税、住民税及び 
事業税 

 73,537 77,156 143,623 

法人税等調整額  230 73,767 0.6 △411 76,745 0.7 △740 142,883 0.7

少数株主利益   295 0.0 244 0.0  320 0.0

中間(当期)純利益   365,830 3.2 73,987 0.7  440,843 2.0
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（3） 中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間(自 平成18年２月21日 至 平成18年８月20日) 

 

株主資本 
 

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年２月20日残高(千円) 1,414,203 691,812 △31,559 2,074,456

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当（注） △111,863  △111,863

 中間純利益 365,830  365,830

 自己株式の取得 △1,534 △1,534

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
― 253,966 △1,534 252,431

平成18年８月20日残高(千円) 1,414,203 945,779 △33,094 2,326,888

 

評価・換算差額等 
 

繰延ヘッジ損益
為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年２月20日残高(千円) ― △1,774 △1,774 3,216 2,075,898

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当（注）  △111,863

 中間純利益  365,830

 自己株式の取得  △1,534

 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) 

175 △4,448 △4,273 69 △4,204

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

175 △4,448 △4,273 69 248,227

平成18年８月20日残高(千円) 175 △6,223 △6,048 3,285 2,324,125

 （注）平成18年５月12日開催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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当中間連結会計期間(自 平成19年２月21日 至 平成19年８月20日) 

 

株主資本 
 

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年２月20日残高(千円) 1,414,203 1,020,792 △34,341 2,400,654

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当（注） △111,823  △111,823

 中間純利益 73,987  73,987

 自己株式の取得 △1,596 △1,596

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
― △37,836 △1,596 △39,432

平成19年８月20日残高(千円) 1,414,203 982,956 △35,938 2,361,221

 

評価・換算差額等 
 

繰延ヘッジ損益
為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成19年２月20日残高(千円) △516 △854 △1,370 3,419 2,402,703

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当（注）  △111,823

 中間純利益  73,987

 自己株式の取得  △1,596

 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) 

△4,603 4,886 283 165 448

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△4,603 4,886 283 165 △38,984

平成19年８月20日残高(千円) △5,120 4,032 △1,087 3,585 2,363,719

 （注）平成19年５月16日開催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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前連結会計年度(自 平成18年２月21日 至 平成19年２月20日) 

 

株主資本 
 

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年２月20日残高(千円) 1,414,203 691,812 △31,559 2,074,456

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △111,863  △111,863

 当期純利益 440,843  440,843

 自己株式の取得 △2,781 △2,781

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額) 

 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) ― 328,979 △2,781 326,198

平成19年２月20日残高(千円) 1,414,203 1,020,792 △34,341 2,400,654

 

評価・換算差額等 
 

繰延ヘッジ損益
為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年２月20日残高(千円) ― △1,774 △1,774 3,216 2,075,898

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注）  △111,863

 当期純利益  440,843

 自己株式の取得  △2,781

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額) 

△516 919 403 203 607

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

△516 919 403 203 326,805

平成19年２月20日残高(千円) △516 △854 △1,370 3,419 2,402,703

 （注）平成18年５月12日開催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18年２月21日 

至 平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日 

至 平成19年８月20日) 

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18年２月21日 

至 平成19年２月20日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益  439,893 150,976 584,047

 ２ 減価償却費  181,856 185,574 374,424

３ 減損損失  33,991 14,866 76,039

 ４ 貸倒引当金の増減額(減少は△)  △16,714 △13,169 △16,228

 ５ 賞与引当金の増減額(減少は△)  3,596 △7,692 9,734

 ６ 退職給付引当金の増減額 

    (減少は△) 
 △3,966 △39,084 △7,695

 ７ 受取利息及び受取配当金  △4,641 △5,198 △8,569

 ８ 支払利息  16,237 24,158 37,391

 ９ 投資有価証券評価損  7,199 ― 7,199

 10 固定資産除却損  65,004 14,886 96,944

 11 売上債権の増減額(増加は△)  △458,168 △230,487 △2,482

 12 たな卸資産の増減額(増加は△)  166,359 22,900 70,508

 13 仕入債務の増減額(減少は△)  259,334 162,706 4,410

 14 未払金の増減額(減少は△)  △551 4,695 △5,234

 15 未払消費税等の増減額(減少は△)  16,025 △33,334 13,755

 16 未払費用の増減額(減少は△)  55,671 35,542 △5,563

 17 その他  △51,302 △7,733 △54,884

    小計  709,824 279,606 1,173,796

 18 利息及び配当金の受取額  4,313 3,611 8,129

 19 利息の支払額  △19,993 △23,567 △40,425

 20 法人税等の支払額  △137,614 △143,014 △140,872

 21 法人税等の還付額  257 625 257

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー 
 556,788 117,260 1,000,885
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 

至 平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日 

至 平成19年８月20日) 

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18年２月21日 

至 平成19年２月20日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

 １ 定期預金の預入による支出  ― △100,000 ―

 ２ 定期預金の払戻による収入  ― ― 210,000

 ３ 有形固定資産の取得による支出  △167,875 △175,022 △449,012

 ４ 無形固定資産の取得による支出  ― ― △1,200

 ５ 長期前払費用の取得による支出  △15,173 △18,475 △35,776

 ６ 貸付金の回収による収入  6,000 ― 10,000

 ７ 保証金の支払による支出  △146,696 △127,610 △252,482

 ８ 保証金の回収による収入  415,319 232,579 755,464

 ９ 預り保証金の返還による支出  △1,750 △1,750 △3,500

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー 
 89,824 △190,279 233,492

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

 １ 短期借入による収入  3,500,000 4,800,000 6,600,000

 ２ 短期借入金の返済による支出  △4,100,000 △4,800,000 △7,700,000

 ３ 自己株式の取得による支出  △1,534 △1,596 △2,781

 ４ 配当金の支払額  △111,863 △110,873 △111,863

 ５ 少数株主への配当金の支払額  △135 △179 △135

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー 
 △713,534 △112,649 △1,214,781

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額 
 △4,793 4,403 850

Ⅴ 現金及び現金同等物 

  の増減額(減少は△) 
 △71,714 △181,265 20,447

Ⅵ 現金及び現金同等物 

  の期首残高 
 1,100,217 1,120,665 1,100,217

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高 
※ 1,028,502 939,400 1,120,665
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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18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

 子会社は、全て連結して

おります。 

 連結子会社の数 ２社 

 連結子会社名は、鈴丹時

装有限公司、鈴丹ビックス

㈱であります。 

同左 同左 

２ 持分法の適用に関

する事項 

非連結子会社及び関連会

社がないため、該当事項は

ありません。 

同左 同左 

３ 連結子会社の中間

決算日(事業年度)

等に関する事項 

 連結子会社のうち鈴丹時

装有限公司の中間決算日は

６月30日であります。中間

連結財務諸表の作成にあた

っては同日現在の中間財務

諸表を使用し、中間連結決

算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必

要な調整を行っておりま

す。 

同左  連結子会社のうち鈴丹時

装有限公司の決算日は12月

31日であります。連結財務

諸表の作成にあたっては、

同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生

じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行

っております。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① 有価証券 

   その他有価証券 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① 有価証券 

   その他有価証券 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① 有価証券 

   その他有価証券 

     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 

    時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

   商品 ：売価還元原

価法による

原価法 

   貯蔵品： 終仕入原

価法による

原価法 

 ② たな卸資産 

同左 

 ② 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18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日) 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

   当社及び国内連結子

会社は定率法を、在

外連結子会社は所在

地国の会計基準に基

づく定額法を採用し

ております。取得原

価で、什器備品の約

2.9％が定額法によ

り償却されておりま

す。 

   ただし、当社及び国

内連結子会社におい

ては、平成10年４月

１日以降取得した建

物（建物附属設備を

除く）については定

額法によっておりま

す。 

   なお、主な耐用年数

は次のとおりであり

ます。 

    建物及び構築物 

３年～30年

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

当社及び国内連結子

会社は、平成19年３

月31日以前に取得し

たものについては旧

定率法を、平成19年

４月１日以降に取得

したものについては

定率法を採用してお

ります。なお、在外

連結子会社は所在地

国の会計基準に基づ

く定額法を採用して

おります。取得原価

で、什器備品の約

3.0％が定額法によ

り償却されておりま

す。 

   ただし、当社及び国

内連結子会社におい

ては、平成10年４月

１日から平成19年３

月31日までに取得し

た建物（建物附属設

備を除く）について

は旧定額法、平成19

年４月１日以降に取

得した建物（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

は次のとおりであり

ます。 

    建物及び構築物 

３年～30年

 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正（（所得

税法等の一部を改正する法

律 平成19年３月30日 法

律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政

令  平成19年３月30日 政

令第83号））に伴い、平成

19年４月１日以降に取得し

たものについては、改正後

の法人税法に基づく方法に

変更しております。 

なお、これに伴う損益へ

の影響は軽微であります。

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

   当社及び国内連結子

会社は定率法を、在

外連結子会社は所在

地国の会計基準に基

づく定額法を採用し

ております。取得原

価で、什器備品の約

3.0％が定額法によ

り償却されておりま

す。 

   ただし、当社及び国

内連結子会社におい

ては、平成10年４月

１日以降取得した建

物（建物附属設備を

除く）については定

額法によっておりま

す。 

   なお、主な耐用年数

は次のとおりであり

ます。 

    建物及び構築物 

３年～30年
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日) 

  ② 無形固定資産 

   （ソフトウェア） 

   見込利用可能期間 

   （５年）に基づく定

額法によっておりま

す。 

 ② 無形固定資産 

   （ソフトウェア） 

同左 

 ② 無形固定資産 

   （ソフトウェア） 

同左 

  ③ 長期前払費用 

   定額法によっており

ます。 

 ③ 長期前払費用 

同左 

 ③ 長期前払費用 

同左 

 (3) 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

勘案し、回収不能見

込額を計上しており

ます。 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

(3) 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 

   従業員の賞与の支給

に充てるために支給

見込額のうち当中間

連結会計期間負担額

を計上しておりま

す。 

 ② 賞与引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給

に充てるために支給

見込額のうち当連結

会計期間負担額を計

上しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日) 

  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

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

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。なお、会計

基準変更時差異（当

初1,021,906千円、

処理年数15年）につ

いて、平成14年２月

期に大量退職者に係

る部分を一時償却し

た残額512,855千円

から、さらに厚生年

金基金の代行部分に

ついて平成15年２月

に厚生労働大臣から

将来分支給義務免除

の認可を受けたこと

に伴い、代行部分に

係る部分の一時償却

額を控除した後の未

処理額215,476千円

を残存処理年数13年

により按分した額を

費用処理することと

しております。ま

た、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（６年）による定

額法により費用処理

しております。さら

に数理計算上の差異

は、各連結会計年度

の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以

内の一定年数（６

年）による定額法に

よりそれぞれ発生の

翌連結会計年度から

費用処理しておりま

す。国内連結子会社

は従業員の退職金の

支給に備えるため、

退職金規定に基づく

自己都合による中間

連結会計期間末要支

給額を計上してお

ります。 

 ③ 退職給付引当金 

同左 

 ③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に

備えるため、当連結

会計年度末における

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。なお、会計基準

変更時差異（当初

1,021,906千円、処

理年数15年）につい

て、平成14年２月期

に大量退職者に係る

部分を一時償却した

残額512,855千円か

ら、さらに厚生年金

基金の代行部分につ

いて平成15年２月に

厚生労働大臣から将

来分支給義務免除の

認可を受けたことに

伴い、代行部分に係

る部分の一時償却額

を控除した後の未処

理額215,476千円を

残存処理年数13年に

より按分した額を費

用処理することとし

ております。また、

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

内の一定年数（６

年）による定額法に

より費用処理してお

ります。さらに数理

計算上の差異は、各

連結会計年度の発生

時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一

定年数（６年）によ

る定額法により、そ

れぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処

理しております。 

国内連結子会社は従

業員の退職金の支給

に備えるため、退職

金規定に基づく自己

都合による連結会計

年度末要支給額を計

上しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日) 

 (4) 重要なリース取引の処

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。 

(4) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

(4) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   為替予約が付されて

いる外貨建金銭債務

等については、振当

処理を行っておりま

す。 

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 

    

(5) 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 

    為替予約取引 

  ・ヘッジ対象 

    外貨建金銭債務等

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

   輸入取引の為替相場

の変動によるリスク

を軽減する目的で先

物為替予約取引を行

い、キャッシュ・フ

ローを固定化してお

ります。 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性評価

の方法 

   振当処理を行った為

替予約は有効性の評

価を省略しておりま

す。 

 ④ ヘッジの有効性評価

の方法 

同左 

 ④ ヘッジの有効性評価

の方法 

同左 

 (6) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

(6) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

   消費税等の会計処理 

   税抜方式を採用して

おります。 

  消費税等の会計処理 

同左 

  消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結(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、要求払預金及

び取得日から３ヶ月以内に

満期日が到来する流動性が

高い、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

ない短期的な投資を計上し

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18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「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。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は2,320,665千円でありま

す。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結財務諸表は、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成し

ております。 

――― 

  

  

  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当連結会計年度から「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。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は2,399,800千円で

あります。 

 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財務諸

表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。 

 

表示方法の変更 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

――― 前中間連結会計期間において営業外収益の「雑収入」

に含めて表示しておりました「営業補償金」（前中間連

結会計期間160千円）については、営業外収益の100分の

10超となったため、当中間連結会計期間より区分掲記し

ております。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

項目 
前中間連結会計期間末 
(平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年８月20日) 

前連結会計年度末 
(平成19年２月20日) 

※１ 有形固定資産の減価償

却累計額 
1,611,347千円 1,719,669千円 1,648,496千円

 

(中間連結損益計算書関係) 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日) 

※１ 固定資産除却損の内訳 建物及び構築物 33,095千円

什器備品 2,300 

解体費用 29,608 

計 65,004 
 

建物及び構築物 5,338千円

什器備品 204 

長期前払費用 1,196 

解体費用 8,147 

計 14,886 
 

建物及び構築物 49,567千円

什器備品 2,340 

解体費用 45,036 

計 96,944 
 

※２ 

 

減損損失 当社グループ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。 

用途 種類 場所 店舗数

店舗設備 建物等 東京都 ３ 

店舗設備 建物等 千葉県 １ 

店舗設備 建物等 埼玉県他 ２ 

なお、資産のグルーピングはキャ

ッシュ・フローを生み出す 小単

位として、店舗を基本単位として

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

イナスであり、資産グループの固

定資産簿価を回収できないと判断

した資産グループの帳簿価額を回

収可能価額（０円）まで減額し、

当該減少額を減損損失（33,991千

円）として特別損失に計上いたし

ました。 

(減損損失の金額) 

種類 金額 

建物及び構築物 28,720千円

長期前払費用 5,270 

計 33,991 
 

当社グループ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。 

用途 種類 場所 店舗数

店舗設備 建物等 千葉県 ２ 

店舗設備 建物等 愛知県 ２ 

店舗設備 建物等 大阪府他 ２ 

なお、資産のグルーピングはキャ

ッシュ・フローを生み出す 小単

位として、店舗を基本単位として

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

イナスであり、資産グループの固

定資産簿価を回収できないと判断

した資産グループの帳簿価額を回

収可能価額（０円）まで減額し、

当該減少額を減損損失（14,866千

円）として特別損失に計上いたし

ました。 

(減損損失の金額) 

種類 金額 

建物及び構築物 10,492千円

什器備品 792 

長期前払費用 3,581 

計 14,866 

 

 
 

当社グループ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。 

用途 種類 場所 店舗数

店舗設備 建物等 東京都 ４ 

店舗設備 建物等 兵庫県 ２ 

店舗設備 建物等 福岡県他 15 

なお、資産のグルーピングはキャ

ッシュ・フローを生み出す 小単

位として、店舗を基本単位として

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

イナスであり、資産グループの固

定資産簿価を回収できないと判断

した資産グループの帳簿価額を回

収可能価額（０円）まで減額し、

当該減少額を減損損失（76,039千

円）として特別損失に計上いたし

ました。 

(減損損失の金額) 

種類 金額 

建物及び構築物 65,954千円

什器備品 778 

長期前払費用 9,306 

計 76,039 
  

 



（株）鈴丹 （8193）平成20年２月期 中間決算短信 
 

― 27 ― 

 (中間連結株主資本等変動計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 

至 平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日 

至 平成19年８月20日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年２月21日 

至 平成19年２月20日) 

１.発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
発行済株式 

の種類 

 普通株式(千株) 

前連結会計年度末 
株式数 

11,215 

当中間連結会計期間 
増加株式数 

― 

当中間連結会計期間 
減少株式数 

― 

当中間連結会計期間末 
株式数 

11,215 

 

２.自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
自己株式の 

種類 

 普通株式(株) 

前連結会計年度末 
株式数 

29,320 

当中間連結会計期間 
増加株式数 

2,076 

当中間連結会計期間 
減少株式数 

― 

当中間連結会計期間末 
株式数 

31,396 

(注)当中間連結会計期間増加株式数は単元

未満株式の買取りによるものでありま

す。 

３.配当に関する事項 

配当金支払額 

平成18年５月12日開催の定時株主総会に

おいて次のとおり決議しております。 

普通株式の配当に関する事項 

①配当金の総額 111,863千円 

②１株当たり配当額 10円 

③基準日 平成18年２月20日 

④効力発生日 平成18年５月15日 
 

１.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
発行済株式 

の種類 

 普通株式(千株)

前連結会計年度末 
株式数 

11,215 

当中間連結会計期間 
増加株式数 

― 

当中間連結会計期間 
減少株式数 

― 

当中間連結会計期間末
株式数 

11,215 

 

２.自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
自己株式の 

種類 

 普通株式(株) 

前連結会計年度末 
株式数 

33,350

当中間連結会計期間 
増加株式数 

2,940

当中間連結会計期間 
減少株式数 

―

当中間連結会計期間末
株式数 

36,290

(注)当中間連結会計期間増加株式数は単元

未満株式の買取りによるものでありま

す。 

３.配当に関する事項 

配当金支払額 

平成19年５月16日開催の定時株主総会に

おいて次のとおり決議しております。 

普通株式の配当に関する事項 

①配当金の総額 111,823千円

②１株当たり配当額 10円

③基準日 平成19年２月20日

④効力発生日 平成19年５月17日
 

１.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
発行済株式 

の種類 

 普通株式(千株)

前連結会計年度末 
株式数 

11,215 

当連結会計年度 
増加株式数 

― 

当連結会計年度 
減少株式数 

― 

当連結会計年度末 
株式数 

11,215 

 

２.自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
自己株式の 

種類 

 普通株式(株) 

前連結会計年度末 
株式数 

29,320

当連結会計年度 
増加株式数 

4,030

当連結会計年度 
減少株式数 

―

当連結会計年度末 
株式数 

33,350

(注)当連結会計年度増加株式数は単元未満

株式の買取りによるものであります。

 

３.配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

平成18年５月12日開催の定時株主総会に

おいて次のとおり決議しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

(イ)配当金の総額 111,863千円

(ロ)１株当たり配当額 10円

(ハ)基準日 平成18年２月20日

(ニ)効力発生日 平成18年５月15日

 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配

当のうち、配当の効力発生日が翌連

結会計年度となるもの 

平成19年５月16日開催の定時株主総会に

おいて次のとおり決議しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

(イ)配当金の総額 111,823千円

(ロ)配当の原資 利益剰余金

(ハ)１株当たり配当額 10円

(ニ)基準日 平成19年２月20日

(ホ)効力発生日 平成19年５月17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18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日) 

※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 

現金及び預金勘定 1,238,502千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△210,000 

現金及び現金 
同等物 

1,028,502 

    

※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 

現金及び預金勘定 1,039,400千円

長期性預金 △100,000 

現金及び現金 
同等物 

939,400 

    

※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 

現金及び預金勘定 1,120,665千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

― 

現金及び現金 
同等物 

1,120,665 

    

 

(リース取引関係) 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20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(借主側) 

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

び中間期末残高相当額 

 
什器備品 
(千円) 

取得価額 
相当額 

13,631

減価償却 
累計額相当額 

12,548

中間期末残高 
相当額 

1,083

   

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

び中間期末残高相当額 

   該当事項はありません。 

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 

 
什器備品 
(千円) 

取得価額 
相当額 

9,285

減価償却 
累計額相当額 

9,130

期末残高 
相当額 

154

   
 ２. 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 1,044千円

１年超 ― 

合計 1,044 
 

２. 未経過リース料中間期末残高

相当額 

   該当事項はありません。 

２. 未経過リース料期末残高相当

額 

   該当事項はありません。 

 ３. 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 3,696千円

減価償却費 
相当額 

3,564 

支払利息 
相当額 

69 

 

３. 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 ―千円

減価償却費 
相当額 

154 

支払利息 
相当額 

― 

 

３. 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 4,758千円

減価償却費 
相当額 

4,492 

支払利息 
相当額 

87 

 
 ４. 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  ・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. 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方

法 

同左 

４. 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方

法 

同左 

   ・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。 

  ・利息相当額の算定方法 

同左 

  ・利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

前中間連結会計期間末 
（平成18年８月20日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年８月20日） 

前連結会計年度末 
（平成19年２月20日） 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 
 非上場株式 

8,100 8,100 8,100

計 8,100 8,100 8,100

 

 

 (デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末（平成18年８月20日） 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から

除いております。 

 

当中間連結会計期間末（平成19年８月20日） 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から

除いております。 

 

前連結会計年度末（平成19年２月20日） 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から

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(自 平成18年２月21日 至 平成18年８月20日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「婦人服小売業等」の割合がいず

れも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年２月21日 至 平成19年８月20日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「婦人服小売業等」の割合がいず

れも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成18年２月21日 至 平成19年２月20日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める

「婦人服小売業等」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の

記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年２月21日 至 平成18年８月20日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所

在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年２月21日 至 平成19年８月20日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所

在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成18年２月21日 至 平成19年２月20日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割

合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年２月21日 至 平成18年８月20日) 

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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年２月21日 至 平成19年８月20日) 

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。 

 

前連結会計年度(自 平成18年２月21日 至 平成19年２月20日) 

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。 

 

(企業結合関係) 

該当事項はありません。 
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 (１株当たり情報) 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日) 

１株当たり純資産額 207円51銭 211円11銭 214円56銭

１株当たり中間(当期)
純利益 

32円71銭 6円62銭 39円42銭

 なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

(追加情報) 
「１株当たり当期純利益

に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指
針第４号）が平成18年１月
31日付で改正されたことに
伴い、当中間連結会計期間
から繰延ヘッジ損益（税効
果調整後）の金額を普通株
式に係る中間期末の純資産
額に含めております。 
なお、前連結会計年度末

において採用していた方法
により算定した当中間連結
会計期間末の１株当たり純
資産額は207円49銭であり
ます。 

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

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。 

(追加情報) 
「１株当たり当期純利益

に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指
針第４号）が平成18年１月
31日付で改正されたことに
伴い、当連結会計年度から
繰延ヘッジ損益（税効果調
整後）の金額を普通株式に
係る期末の純資産額に含め
ております。 
なお、前連結会計年度末

において採用していた方法
により算定した当連結会計
年度末の１株当たり純資産
額は214円61銭でありま
す。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前中間連結会計期間末

(平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年８月20日) 

前連結会計年度末 

(平成19年２月20日) 

純資産の部の合計額(千円) 2,324,125 2,363,719 2,402,703

純資産の部の合計額から控除する
金額(千円) 

3,285 3,585 3,419

（うち少数株主持分） (3,285) (3,585) (3,419)

普通株式に係る中間期末の純資産
額(千円) 

2,320,840 2,360,134 2,399,283

１株当たり純資産額の算定に用い
られた中間期末の普通株式の数 
(千株) 

11,184 11,179 11,182

 

２ １株当たり中間(当期)純利益 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日

至 平成18年８月20日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日 

至 平成19年８月20日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年２月21日

至 平成19年２月20日)

中間(当期)純利益(千円) 365,830 73,987 440,843

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(千円) 

365,830 73,987 440,843

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,185 11,181 11,184
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(重要な後発事象) 

 

前中間連結会計期間(自平成18年２月21日  至平成18年８月20日) 

該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自平成19年２月21日  至平成19年８月20日) 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自平成18年２月21日  至平成19年２月20日) 

該当事項はありません。 
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5．中間個別財務諸表 

(1)中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成18年８月20日) 

当中間会計期間末 

(平成19年８月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年２月20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   936,830 607,208  848,064

２ 受取手形   4,200 4,200  4,200

３ 売掛金   1,252,982 1,001,344  737,484

４ たな卸資産   1,270,112 1,345,223  1,359,007

５ その他   59,533 43,922  25,867

貸倒引当金   △1,103 △2,100  △2,100

流動資産合計   3,522,554 30.5 2,999,799 27.7  2,972,523 27.6

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物   971,123 1,126,809  1,035,466

(2) その他   174,568 156,115  154,324

有形固定資産合計   1,145,692 9.9 1,282,925 11.9  1,189,790 11.1

２ 無形固定資産   388,227 3.3 272,124 2.5  330,785 3.1

３ 投資その他の資産    

(1) 長期差入保証金   7,436,707 6,958,447  7,140,058

(2) その他   283,979 404,121  305,224

貸倒引当金   △1,216,990 △1,088,077  △1,177,982

投資その他の資産 
合計 

  6,503,696 56.3 6,274,491 57.9  6,267,300 58.2

固定資産合計   8,037,615 69.5 7,829,540 72.3  7,787,876 72.4

資産合計   11,560,170 100.0 10,829,340 100.0  10,760,400 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年８月20日) 

当中間会計期間末 

(平成19年８月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年２月20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   375,778 302,015  409,055

２ 買掛金   992,284 948,758  687,513

３ 短期借入金   4,700,000 4,200,000  4,200,000

４ 未払費用   746,543 713,566  668,900

５ 未払法人税等   87,664 85,354  153,216

６ 繰延税金負債   117 ―  ―

７ 賞与引当金   87,821 86,237  93,959

８ その他 ※３  248,125 204,318  163,433

流動負債合計   7,238,334 62.6 6,540,249 60.4  6,376,079 59.3

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金   1,000,000 1,000,000  1,000,000

２ 退職給付引当金   1,164,546 1,121,432  1,160,697

３ その他   39,630 36,130  37,880

固定負債合計   2,204,177 19.1 2,157,563 19.9  2,198,578 20.4

負債合計   9,442,511 81.7 8,697,813 80.3  8,574,657 79.7

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   1,414,203 12.2 1,414,203 13.0  1,414,203 13.1

２ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  11,186 22,368 11,186 

(2) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  725,188 736,013 795,211 

利益剰余金合計   736,375 6.4 758,382 7.0  806,397 7.5

３ 自己株式   △33,094 △0.3 △35,938 △0.3  △34,341 △0.3

株主資本合計   2,117,483 18.3 2,136,647 19.7  2,186,259 20.3

Ⅱ 評価・換算差額等    

 繰延ヘッジ損益   175 △5,120  △516

評価・換算差額等 
合計 

  175 0.0 △5,120 △0.0  △516 △0.0

純資産合計   2,117,658 18.3 2,131,527 19.7  2,185,742 20.3

負債及び純資産合計   11,560,170 100.0 10,829,340 100.0  10,760,400 100.0
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(2)中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20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   11,500,511 100.0 10,452,945 100.0  21,781,405 100.0

Ⅱ 売上原価   5,888,221 51.2 5,213,344 49.9  10,965,335 50.3

売上総利益   5,612,290 48.8 5,239,601 50.1  10,816,069 49.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※５  5,117,056 44.5 5,135,623 49.1  10,125,229 46.5

営業利益   495,233 4.3 103,977 1.0  690,840 3.2

Ⅳ 営業外収益 ※１  98,700 0.8 125,979 1.2  188,621 0.8

Ⅴ 営業外費用 
※２
※５

 73,323 0.6 82,071 0.8  162,169 0.7

経常利益   520,611 4.5 147,885 1.4  717,292 3.3

Ⅵ 特別利益 ※３  26,192 0.3 13,169 0.1  40,642 0.2

Ⅶ 特別損失 ※４  124,729 1.1 29,719 0.2  198,716 0.9

税引前中間(当期) 
純利益 

  422,074 3.7 131,335 1.3  559,218 2.6

法人税、住民税 
及び事業税 

  68,389 0.6 67,528 0.7  135,510 0.7

中間(当期)純利益   353,684 3.1 63,807 0.6  423,707 1.9
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(3)中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(自 平成18年２月21日 至 平成18年８月20日) 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益 

剰余金 

 
資本金 

利益準備金 

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20日残高(千円) 1,414,203 ― 494,553 494,553 △31,559 1,877,197

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当(注)  11,186 △123,049 △111,863  △111,863

 中間純利益  353,684 353,684  353,684

 自己株式の取得  △1,534 △1,534

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― 11,186 230,634 241,821 △1,534 240,286

平成18年８月20日残高(千円) 1,414,203 11,186 725,188 736,375 △33,094 2,117,483

 

評価・換算差額等 
 

繰延ヘッジ損益
評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年２月20日残高(千円) ― ― 1,877,197

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当(注)  △111,863

 中間純利益  353,684

 自己株式の取得  △1,534

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

175 175 175

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

175 175 240,461

平成18年８月20日残高(千円) 175 175 2,117,658

 (注)平成18年5月12日開催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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当中間会計期間(自 平成19年２月21日 至 平成19年８月20日) 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益 

剰余金 

 
資本金 

利益準備金 

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19年２月20日残高(千円) 1,414,203 11,186 795,211 806,397 △34,341 2,186,259

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当(注)  11,182 △123,005 △111,823  △111,823

 中間純利益  63,807 63,807  63,807

 自己株式の取得  △1,596 △1,596

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― 11,182 △59,198 △48,015 △1,596 △49,612

平成19年８月20日残高(千円) 1,414,203 22,368 736,013 758,382 △35,938 2,136,647

 

評価・換算差額等 
 

繰延ヘッジ損益
評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年２月20日残高(千円) △516 △516 2,185,742

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当(注)  △111,823

 中間純利益  63,807

 自己株式の取得  △1,596

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△4,603 △4,603 △4,603

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△4,603 △4,603 △54,215

平成19年８月20日残高(千円) △5,120 △5,120 2,131,527

 (注)平成19年5月16日開催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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前事業年度(自 平成18年２月21日 至 平成19年２月20日) 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益 
剰余金 

 
資本金 

利益準備金 
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20日残高(千円) 1,414,203 ― 494,553 494,553 △31,559 1,877,197

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当(注)  11,186 △123,049 △111,863  △111,863

 当期純利益  423,707 423,707  423,707

 自己株式の取得  △2,781 △2,781

 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) ― 11,186 300,657 311,844 △2,781 309,062

平成19年２月20日残高(千円) 1,414,203 11,186 795,211 806,397 △34,341 2,186,259

 

評価・換算差額等 
 

繰延ヘッジ損益
評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年２月20日残高(千円) ― ― 1,877,197

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当(注)  △111,863

 当期純利益  423,707

 自己株式の取得  △2,781

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△516 △516 △516

事業年度中の変動額合計(千円) △516 △516 308,545

平成19年２月20日残高(千円) △516 △516 2,185,742

 (注)平成18年5月12日開催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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 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 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

同左 

 

 ② その他有価証券 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

同左 

 

 ② その他有価証券 

    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 

   時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

  商品 ：売価還元原価

法による原価

法 

  貯蔵品： 終仕入原価

法による原価

法 

(2) たな卸資産 

同左 

(2) たな卸資産 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日) 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法によっておりま

す。 

  ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)

については、定額法に

よっております。 

  なお、主な耐用年数は

次のとおりでありま

す。 

   建物 ５年～15年 

(1) 有形固定資産 

  建物（建物附属設備は

除く） 

① 平成10年３月31日

以前に取得したも

の 

旧定率法によって

おります。 

② 平成10年４月１日

から平成19年３月

31日までに取得し

たもの 

旧定額法によって

おります。 

③ 平成19年４月１日

以降に取得したも

の 

定額法によってお

ります。 

  建物以外 

① 平成19年３月31日

以前に取得したも

の 

旧定率法によって

おります。 

② 平成19年４月１日

以降に取得したも

の 

定率法によってお

ります。 

  なお、主な耐用年数は

次のとおりでありま

す。 

   建物 ５年～15年 

 （会計方針の変更） 

法人税法の改正（（所

得税法等の一部を改正

する法律 平成19年３

月30日 法律第６号）

及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政

令第83号））に伴い、

平成19年４月１日以降

に取得したものについ

ては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更

しております。 

  なお、これに伴う損益

への影響は軽微であり

ます。 

(1) 有形固定資産 

  定率法によっておりま

す。 

  ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)

については、定額法に

よっております。 

  なお、主な耐用年数は

次のとおりでありま

す。 

   建物 ５年～15年 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日) 

 (2) 無形固定資産 

  （ソフトウェア） 

  見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法に

よっております。 

(2) 無形固定資産 

  （ソフトウェア） 

同左 

(2) 無形固定資産 

  （ソフトウェア） 

同左 

 (3) 長期前払費用 

  定額法によっておりま

す。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

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 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に

充てるために支給見込

額のうち当中間会計期

間負担額を計上してお

ります。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に

充てるために支給見込

額のうち当期負担額を

計上しております。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日) 

 (3) 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、当中間会計期間

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。な

お、会計基準変更時差

異（当初1,021,906千

円、処理年数15年）に

ついて、平成14年２月

期に大量退職者に係る

部分を一時償却した残

額512,855千円から、

さらに厚生年金基金の

代行部分について平成

15年２月に厚生労働大

臣から将来分支給義務

免除の認可を受けたこ

とに伴い、代行部分に

係る部分の一時償却額

を控除した後の未処理

額215,476千円を残存

処理年数13年により按

分した額を費用処理す

ることとしておりま

す。また、過去勤務債

務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数（６

年）による定額法によ

り費用処理しておりま

す。さらに数理計算上

の差異は、各事業年度

の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の

一定年数（６年）によ

る定額法により、それ

ぞれ発生の翌事業年度

から費用処理しており

ます。 

(3) 退職給付引当金 

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

づき計上しておりま

す。なお、会計基準変

更 時 差 異 （ 当 初

1,021,906千円、処理

年数15年）について、

平成14年２月期に大量

退職者に係る部分を一

時 償 却 し た 残 額

512,855千円から、さ

らに厚生年金基金の代

行部分について平成15

年２月に厚生労働大臣

から将来分支給義務免

除の認可を受けたこと

に伴い、代行部分に係

る部分の一時償却額を

控除した後の未処理額

215,476千円を残存処

理年数13年により按分

した額を費用処理する

こととしております。

また、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

以内の一定年数（６

年）による定額法によ

り費用処理しておりま

す。さらに数理計算上

の差異は、各事業年度

の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の

一定年数（６年）によ

る定額法により、それ

ぞれ発生の翌事業年度

から費用処理しており

ます。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日) 

４ 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 同左 

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  為替予約が付されてい

る外貨建金銭債務等に

ついては、振当処理を

行っております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

   

(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 

  為替予約取引 

 ・ヘッジ対象 

  外貨建金銭債務等 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

  輸入取引の為替相場の

変動によるリスクを軽

減する目的で先物為替

予約取引を行い、キャ

ッシュ・フローを固定

化しております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジの有効性評価の

方法 

  振当処理を行った為替

予約は有効性の評価を

省略しております。 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

６ その他中間財務諸

表(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 

税抜方式を採用しており

ます。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日) 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 当中間会計期間から「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。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は2,117,483千円でありま

す。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しております。 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 当事業年度から「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。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は2,186,259千円で

あります。 

 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。 

 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

項目 
前中間会計期間末 

（平成18年８月20日） 

当中間会計期間末 

（平成19年８月20日） 

前事業年度末 

（平成19年２月20日） 

※１ 有形固定資産の減価償

却累計額 
1,578,056千円 1,685,968千円 1,614,512千円

 ２ 偶発債務 関係会社「鈴丹時装有限公司」の

金融機関借入に対する保証債務 

47,838千円

(389千米ドル)

関係会社「鈴丹時装有限公司」の

金融機関借入に対する保証債務 

47,777千円

(387千米ドル)

関係会社「鈴丹時装有限公司」の

金融機関借入に対する保証債務 

17,825千円

(147千米ドル)

※３ 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めております。 

同左 ――― 
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(中間損益計算書関係) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日) 

※１ 営業外収益の主要項目 受取利息 3,065千円

受取配当金 6,650 

仕入割引 24,414 

不動産収入 56,433 
 

受取利息 3,174千円

受取配当金 12,793 

仕入割引 22,250 

不動産収入 56,433 

営業補償金 24,517 
 

受取利息 5,028千円

受取配当金 6,686 

仕入割引 49,795 

不動産収入 112,867 
 

※２ 営業外費用の主要項目 支払利息 16,237千円

不動産原価 51,955 
 

支払利息 24,158千円

不動産原価 52,100 
 

支払利息 37,391千円

不動産原価 103,983 
 

※３ 特別利益の主要項目 貸倒引当金戻入益 21,614千円

保険差益 4,577 
 

貸倒引当金戻入益 13,169千円
 

貸倒引当金戻入益 36,064千円

保険差益 4,577 
 

※４ 特別損失の主要項目 固定資産除却損 

建物 33,095千円

什器備品 2,300 

解体費用 29,608 

計 65,004 
 

固定資産除却損 

建物 5,338千円

什器備品 171 

長期前払費用 1,196 

解体費用 8,147 

計 14,853 
 

固定資産除却損 

建物 49,567千円

什器備品 2,340 

解体費用 45,036 

計 96,944 
 

    

 減損損失 

 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。 

用途 種類 場所 店舗数

店舗設備 建物等 東京都 ３ 

店舗設備 建物等 千葉県 １ 

店舗設備 建物等 埼玉県他 ２ 

なお、資産のグルーピングはキャ

ッシュ・フローを生み出す 小単

位として、店舗を基本単位として

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

イナスであり、資産グループの固

定資産簿価を回収できないと判断

した資産グループの帳簿価額を回

収可能価額(０円)まで減額し、当

該減少額を減損損失(33,991千円)

として特別損失に計上いたしまし

た。 

(減損損失の金額) 

種類 金額 

建物 28,720千円

長期前払費用 5,270 

計 33,991 

 

投資有価証券評価損 7,199千円

店舗賃借解約損 18,533 
 

減損損失 

 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。 

用途 種類 場所 店舗数

店舗設備 建物等 千葉県 ２ 

店舗設備 建物等 愛知県 ２ 

店舗設備 建物等 大阪府他 ２ 

なお、資産のグルーピングはキャ

ッシュ・フローを生み出す 小単

位として、店舗を基本単位として

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

イナスであり、資産グループの固

定資産簿価を回収できないと判断

した資産グループの帳簿価額を回

収可能価額(０円)まで減額し、当

該減少額を減損損失(14,866千円)

として特別損失に計上いたしまし

た。 

(減損損失の金額) 

種類 金額 

建物 10,492千円

什器備品 792 

長期前払費用 3,581 

計 14,866 

 

 

  
 

減損損失 

 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。 

用途 種類 場所 店舗数

店舗設備 建物等 東京都 ４ 

店舗設備 建物等 兵庫県 ２ 

店舗設備 建物等 福岡県他 15 

なお、資産のグルーピングはキャ

ッシュ・フローを生み出す 小単

位として、店舗を基本単位として

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

イナスであり、資産グループの固

定資産簿価を回収できないと判断

した資産グループの帳簿価額を回

収可能価額(０円)まで減額し、当

該減少額を減損損失(76,039千円)

として特別損失に計上いたしまし

た。 

(減損損失の金額) 

種類 金額 

建物 65,954千円

什器備品 778 

長期前払費用 9,306 

計 76,039 

 

投資有価証券評価損 7,199千円

店舗賃借解約損 18,533 
 

※５ 減価償却実施額 有形固定資産 109,372千円

無形固定資産 58,643 
 

有形固定資産 113,853千円

無形固定資産 58,661 
 

有形固定資産 229,259千円

無形固定資産 117,284 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 

至 平成18年８月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年２月21日 

至 平成19年８月20日) 

前事業年度 

(自 平成18年２月21日 

至 平成19年２月20日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 自己株式の種類 

 普通株式(株) 

前事業年度末株式数 29,320 

当中間会計期間 

増加株式数 
2,076 

当中間会計期間 

減少株式数 
― 

当中間会計期間末 

株式数 
31,396 

(注)当中間会計期間増加株式数は、単元未

満株式の買取りによるものでありま

す。 

  

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 自己株式の種類

 普通株式(株) 

前事業年度末株式数 33,350 

当中間会計期間 

増加株式数 
2,940 

当中間会計期間 

減少株式数 
― 

当中間会計期間末 

株式数 
36,290 

(注)当中間会計期間増加株式数は、単元未

満株式の買取りによるものでありま

す。 

  

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 自己株式の種類

 普通株式(株) 

前事業年度末株式数 29,320 

当事業年度 

増加株式数 
4,030 

当事業年度 

減少株式数 
― 

当事業年度末株式数 33,350 

(注)当事業年度増加株式数は、単元未満株

式の買取りによるものであります。 

  

 

(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 

至 平成18年８月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年２月21日 

至 平成19年８月20日) 

前事業年度 

(自 平成18年２月21日 

至 平成19年２月20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(借主側) 

１.リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

 
什器備品 

(千円) 

取得価額 

相当額 
13,631 

減価償却 

累計額相当額 
12,548 

中間期末残高 

相当額 
1,083 

   
 

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(借主側) 

１.リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

   該当事項はありません。 

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(借主側) 

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 

 
什器備品 

(千円) 

取得価額 

相当額 
9,285

減価償却 

累計額相当額 
9,130

期末残高 

相当額 
154

  
 

２.未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 1,044千円 

１年超 ― 

合計 1,044 
 

２.未経過リース料中間期末残高相当額 

   該当事項はありません。 

２.未経過リース料期末残高相当額 

   該当事項はありません。 

３.支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料 2,296千円 

減価償却費 

相当額 
2,230 

支払利息 

相当額 
60 

 

３.支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料  ―千円

減価償却費 

相当額 
  154 

支払利息 

相当額 
― 

 

３.支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料 3,358千円

減価償却費 

相当額 
3,159 

支払利息 

相当額 
78 

 
４.減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法 

  ・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.減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法 

  ・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４.減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法 

  ・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  ・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。 

  ・利息相当額の算定方法 

同左 

  ・利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年８月20日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

当中間会計期間末(平成19年８月20日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

前事業年度末(平成19年２月20日) 

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) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

(重要な後発事象) 

 

前中間会計期間(自平成18年２月21日  至平成18年８月20日) 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間(自平成19年２月21日  至平成19年８月20日) 

該当事項はありません。 

 

前事業年度(自平成18年２月21日  至平成19年２月20日) 

該当事項はありません。 
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（添付資料） 

平成 19 年 10 月４日 
株式会社 鈴 丹 

 
１.前期実績および20年2月期の業績予想 
 （連結） 

 19/2期実績 20/2期予想 

 金額 百分比 金額 百分比

対前期 

増減額 

対前期 

増減率 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

売 上 高 21,801 100.0 21,530 100.0 △271 △1.2

売 上 総 利 益 10,897 50.0 11,049 51.3  

販 管 費 10,174 46.7 10,484 48.7  

営 業 利 益 722 3.3 565 2.6 △157 △21.8

営 業 外 収 益 186 0.8 205 1.0  

営 業 外 費 用 162 0.7 165 0.8  

経 常 利 益 745 3.4 605 2.8 △140 △18.9

特 別 利 益 40 0.2 7 0.0  

特 別 損 失 202 0.9 154 0.7  

税 金 等 調 整 前 
当 期 純 利 益 

584 2.7 458 2.1 △126 △21.6

法 人 税 等 143 0.7 148 0.7  

当 期 純 利 益 440 2.0 310 1.4 △130 △29.7

 
 
 （個別） 

 19/2期実績 20/2期予想 

 金額 百分比 金額 百分比

対前期 

増減額 

対前期 

増減率 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

売 上 高 21,781 100.0 21,500 100.0 △281 △1.3

売 上 総 利 益 10,816 49.7 11,031 51.3  

販 管 費 10,125 46.5 10,491 48.8  

営 業 利 益 690 3.2 540 2.5 △150 △21.8

営 業 外 収 益 188 0.8 216 1.0  

営 業 外 費 用 162 0.7 166 0.8  

経 常 利 益 717 3.3 590 2.7 △127 △17.7

特 別 利 益 40 0.2 7 0.0  

特 別 損 失 198 0.9 154 0.7  

税引前当期純利益 559 2.6 443 2.1 △116 △20.8

法 人 税 等 135 0.7 143 0.7  

当 期 純 利 益 423 1.9 300 1.4 △123 △29.2
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２.店舗の状況 

 19/2期 19/8中間期 20/2期計画 対前期増減

 店 店 店 店

出 店 19 14 25 6 

退 店 13 6 16 3 

期 末 店 舗 数 289 301 302 13 

(うちユニー内店舗) 21 23 23 2 

改 装 ・ 改 修 店 35 11 18 △17 

（催事契約から契約変更した4店舗を期末店舗数に含めております。） 

 
 
３．平成20年2月期 下期の新店・改装店 

 店  舗  名 所在地 オープン日（予定） 

新店オープン S.I2.C. ユニモちはら台ＳＣ店 千葉県 2007年 9月 6日（木）

 su*pu*re ユニモちはら台ＳＣ店 千葉県 2007年 9月 6日（木）

 Peaｋ デックス東京ビーチ店 東京都 2007年10月13日（土）

 S.I2.C. 大垣アクアウォーク店 岐阜県 2007年10月下旬 

 Peaｋ 津田沼ミーナ店 千葉都 2007年11月 9日（金）

 Deux VISAGES 別府ゆめタウン店 大分県 2007年11月下旬 

改装オープン ロードス 天神ジークス店 福岡県 2007年 9月 1日（土）

 Peaｋ 洛南ジャスコ店 京都府 2007年 9月13日（木）

 Peaｋ 下関シーモール店 山口県 2007年10月 6日（土）
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４．ショップブランド別店舗数 

 19/2期 出店 退店 業態変更 19/8中間期 増減 

 店 店 店 店 店 店

LUCCICA 17 1 0 2 20 3 

FAZBEE 2 0 0 0 2 0 

Forest Heart 2(5) 0 0 0 2(5) 0 

S.I2.C.  37 3 1 0 39 2 

CANDY RING 5 4 0 0 9 4 

NOWHERE 15 0 0 0 15 0 

Peaｋ  40 3 0 3<2> 48 8 

Deux VISAGES 2 1 0 0 3 1 

suzutan 127 0 3 △5<2> 121 △6 

the.tep 1 0 0 0 1 0 

su*pu*re 6( 3) 2 0 △1 7( 3) 1 

COVELY 14(65) 0 0 1 15(65) 1 

ＰＯ△ＯΣ（ロードス） 18 0 2 0 16 △2 

RADICALSPOT 3 0 0 0 3 0 

計 289 14 6 0<4> 301 12 

※（ ）は複合型出店のため店舗数には入れておりません。 

＜ ＞は催事契約から契約変更した店舗数であります。 

 
 
５．設備投資（個別） 

 19/2期実績 19/8中間期実績 20/2期計画 増減額 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

投 資 額 831 431 799 △32 

減 価 償 却 額 372 184 378 6 

 
 
６．19年8月中間期の客単価・商品単価・既存店売上の状況 

 18/8中間期実績 19/8中間期実績

 前期比（％） 前期比（％） 

客 数 99.7 91.9 

客 単 価 103.6 98.8 

商 品 単 価 102.6 98.5 

既 存 店 売 上 100.3 87.6 
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