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上 場 会 社 名 株式会社 雑貨屋ブルドッグ  上場取引所 ＪＱ 
コ ー ド 番 号 ３３３１  ＵＲＬ http://www.z-bulldog.com  
代 表 者（役職名）代表取締役社長（氏名）久留米 唯人 
問合せ先責任者（役職名）取締役 （氏名） 岩藤 洋一  ＴＥＬ (053）585―9001  
定時株主総会開催予定日 平成19年11月28日  配当支払開始予定日 平成19年11月29日 
有価証券報告書提出予定日 平成19年11月29日 
 

（百万円未満切捨て） 
１．平成19年８月期の連結業績（平成18年９月１日～平成19年８月31日） 
（１）連結経営成績   （％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 

 
19年８月期 
18年８月期 

百万円 ％ 
27,666  2.7 
26,928  17.4 

百万円 ％ 
1,708 △32.8 
2,541  39.8 

百万円 ％ 
1,765 △37.4 
2,818  52.0 

百万円 ％ 
829 △43.5 

1,468  64.8 
 
 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 

 
19年８月期 
18年８月期 

円  銭 
82 21 
155  35 

円 銭 
─ 
─ 

％ 
6.6 
13.9 

％ 
7.6 
13.5 

％ 
6.2 
9.4 

(参考)  持分法投資損益 19年８月期   ─ 百万円 18年８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 

 
19年８月期 
18年８月期 

百万円 
24,052 
22,217 

百万円 
13,848 
11,264 

％ 
57.6 
50.7 

円  銭 
1,349 98 
1,191  66 

 (参考)  自己資本 19年８月期 13,849百万円 18年８月期 11,262百万円 
 
（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 

 
19年８月期 
18年８月期 

百万円 
667 
841 

百万円 
△1,824 
△1,565 

百万円 
2,374 
1,378 

百万円 
4,590 
3,302 

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 中間 期末 年間 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

 
18年８月期 
19年８月期 

円  銭 
－ － 
－ － 

円  銭 
12  50 
12 50 

円  銭 
12 50 
12 50 

百万円 
118 
128 

％ 
8.0 
15.2 

％ 
1.1 
1.0 

20年８月期 
（予想） － － 12 50 12 50  13.4  

 
３．平成20年８月期の連結業績予想（平成19年９月１日～平成20年８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 

 
中 間 期 
通 期 

百万円  ％ 
14,759  △1.2 
28,668   3.6 

百万円  ％ 
1,432   8.9 
2,332   36.5 

百万円  ％ 
1,413   1.0 
2,300   30.3 

百万円  ％ 
546 △28.0 
954   14.9 

円  銭 
53 22 
92 99 

 
 
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 
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（２）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（連結財務諸表作成のための基本となる
重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更 無 
② ①以外の変更 無 

 
（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月期 10,260,500株 18年８月期 9,454,600株 
② 期末自己株式数 19年８月期  1,900株 18年８月期 1,900株 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32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．平成19年８月期の個別業績（平成18年９月１日～平成19年８月31日） 
（１）個別経営成績 （％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 

 
19年８月期 
18年８月期 

百万円 ％ 
27,031  3.2 
26,206  19.3 

百万円 ％ 
1,586 △27.7 
2,195 31.5 

百万円 ％ 
1,524 △31.7 
2,232 31.7 

百万円 ％ 
700 △35.7 

1,089 30.5 
 
 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 

 
19年８月期 
18年８月期 

円 銭 
69 42 
115 23 

円 銭 
─ 
─ 

 
（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 

 
19年８月期 
18年８月期 

百万円 
22,194 
20,166 

百万円 
12,764 
10,306 

％ 
57.5 
51.1 

円  銭 
1,244 24 
1,090  27 

 (参考)  自己資本 19年８月期  12,764百万円 18年８月期 10,305百万円 
 
 
２．平成20年８月期の個別業績予想（平成19年９月１日～平成20年８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 

 
中 間 期 
通 期 

百万円  ％ 
14,335  △1.4 
27,854   3.0 

百万円  ％ 
1,330 14.4 
2,081  31.2 

百万円  ％ 
1,286   13.0 
2,000  31.2 

百万円  ％ 
517 △14.4 
848  21.0 

円  銭 
50 39 
82 66 

 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及
び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料の3ページをご参照してください。 
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１．経営成績 

(1)経営成績に関する分析 

①営業の経過及び成果 

 当連結会計年度（平成18年９月１日～平成19年８月31日）におけるわが国経済は、金利高や原油高等

に懸念はあるものの、引き続く企業収益の改善を背景とした雇用環境の改善や設備投資の増加など、景

気は緩やかに回復しております。しかしながら、我々小売業界を取り巻く環境は、個人消費の伸び悩み、

暖冬や長梅雨などの天候要因に加え、ショッピングセンターを中心とした出店等、競争環境の激化によ

り、依然厳しい状態が続いております。 

 このような環境下、当社グループは、従来からの課題でありました既存店売上高の回復と在庫回転率

の向上に下期より本格的に着手いたしました。既存店売上高を回復させるために第３四半期からは抜本

的な改革を推進しております。 

 商品面につきましては、チラシ訴求商品に代表されるような、従来売上に貢献していた商品であって

も、ショップコンセプトに合わない商品については品揃えをカットしていき、元来のブルドッグらしい

商品（“可愛い”“お洒落”“面白い”）との入替えを行って参りましたが、第４四半期が夏商戦から

秋冬商戦へのシーズンの切り替え時期であったことから、短期的には仕入高の減少による売上高の下落

を伴う結果となりました。しかしながら、このような取り組みは、中長期的には、競争力と業態として

の魅力度を高めることにより既存店の売上高の回復に繋がるものと確信しております。尚、たな卸資産

につきましては、前期末と比較して店舗数が48店舗純増したにもかかわらず、全体では60百万円弱の増

加に止めることができました。 

 新規出店におきましては、通期計画50店舗に対し52店舗（業態転換店舗２店舗含む）を出店致しまし

た。また、賃貸借期間満了により２店舗を閉鎖した結果、当連結会計年度末の店舗数は331店舗となりま

した。 

 利益面につきましては、従来より取り組んでおりますＰＢ（プライベートブランド）商品の開発にお

いて、“ブルドッグらしさ”を徹底的に追求した、こだわった商品作りに専念し商品開発企画を厳選し

た結果、当期販売高比率が28.6％（前期販売高比率30.1％）と若干の構成比減となり減益要因となりま

した。 

目標でありました300店舗体制の達成を更なる発展の踊り場と捕らえ、第４四半期において販売管理費

（賃借料、人件費、広告宣伝費等）の改革を加速させた結果、小売部門全店計（新店含む）の対前年比

で338百万円の削減となりました。 

 以上の結果、当連結会計年度における売上高は27,666百万円（通期予想比98.9％、前連結会計年度比

2.7％増）となりました。 

 経常利益は1,765百万円（通期予想比92.9％、前連結会計年度比37.4％減）となりました。経常利益が

通期予想を134百万円下回った主因は、従来より当社グループで実施しております為替予約によるデリバ

ティブ取引において、為替が期末に急激に円高に振れたことにより、第３四半期に計上したデリバティ

ブ評価益155百万円が当連結会計年度末には49百万円と、約106百万円減少したことにあります。 

 当期純利益は829百万円（通期予想比90.4％、前連結会計年度比43.5％減）となりました。 

 

 
前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

既存店増収率（％） △1.5 △13.4 

 

  

②次期の見通し 

 翌連結会計期間の国内経済は、引き続く企業収益の改善等を背景として景気は堅調に推移するものと

思われます。しかしながら、小売業界におきましては、各種専門店やショッピングセンター等の出店に

よる競争激化等により、依然厳しい経営環境が継続するものと予想されます。 

 このような状況のなか、当社グループにおきましては、前期より取り組んでおります「ブルドッグら

しい店舗作り」に向けたマーチャンダイジング改革を加速させるとともに、コストパフォーマンスを徹

底的に追求した効率的な経費コントロールを実施し、厳しい環境下においても着実に利益を稼ぎ出せる

企業体質作りに努めて参ります。 
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 以上により、次期の業績見通しにつきましては、売上高28,668百万円（当連結会計年度比3.6％増）、

営業利益は2,332百万円（同36.5％増）、経常利益は2,300百万円（同30.3％増）を見込んでおります。

なお、次期中におきまして、一部店舗の閉鎖による固定資産除却損、会計基準の改正による役員退職慰

労引当金、等の計上を見込んでおり、当期純利益は954百万円（同14.9％増）を予想しております。 

 

部門及び主要品目別販売実績 

前連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日）

増減 
区分 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 
前年同期比 
（％） 

ファッション雑貨類 10,022 9,932 △90 99.1 

インテリア雑貨類 2,575 2,812 236 109.2 

生活家庭雑貨類 3,278 3,653 375 111.4 

ホビー・文具類 9,139 9,363 223 102.4 

イベント・その他 996 1,110 114 111.5 

小
売
部
門 

小計 26,013 26,872 859 103.3 

フランチャイズ店卸売部門 193 145 △47 75.2 

小売業者卸売部門 721 648 △72 89.9 卸
売 

部
門 

小計 914 794 △120 86.8 

合計 26,928  27,666 738 102.7 

 

 (2)財政状態に関する分析 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の当連結会計年度

末残高は4,590百万円と前連結会計年度末に比べ1,287百万円の増加となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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667百万円（同20.6％減）となりました。 

 

（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1,824百万円（同16.5％増）となりました。これは、前連結会計年度に引

き続き積極的な新規出店を行ったことが主因であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により増加した資金は2,374百万円（同72.2％増）となりました。主な要因は、株式の発行及び

借入により、新店に係る資金を調達し、一方で借入金の返済による支出があったことによるものでありま

す。 

 

 平成17年８月期 平成18年8月期 平成19年8月期 

自己資本比率(％) 50.8 50.7 57.6 

時価ベースの自己資本比率(％) 61.0 163.8 32.4 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％) 9.4 8.6 11.8 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 6.9 10.1 6.9 

(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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

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 

１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．営業キャッシュ・フローは、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、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．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
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(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、利益配分につきましては将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ

安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 

 当期の期末配当金につきましては、１株につき12円50銭の配当とさせていただきます。 

 次期につきましても、12円50銭を継続するつもりであります。 

内部留保資金につきましては、将来における積極的な事業拡大を図るため、有効投資してまいりたいと考

えております。 

 

(4)事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財務状況および株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のような

ものがあります。なお、以下に掲げる事業等のリスクは、本資料発表日現在において当社グループが入手

可能な情報や合理的な判断に基づいております。 

また、下記以外の予測し難いリスクも存在し、当社の事業等のリスクはこれらに限定されるものではあ

りません。当社グループは、これらリスク要因が発生する可能性を十分認識したうえで事業運営を行って

おります。 

 (1）当社グループの事業内容及び業績の推移について 

①事業内容 

 当社グループは、アクセサリー、インテリア小物、パーティーグッズ、文房具など雑貨類の販売を

行っております。当社グループの取り扱う商品は、10歳代から20歳代の若者を主な対象顧客としてお

り、全品が「贈り物（ギフト）」に適した品揃えとなっております。また、当社グループの取り扱う

雑貨類の多くは、「消費者の生活に潤いを与えたり、楽しい気持ちになっていただく」事を目的に開

発された商品となっており、一部で取り扱っている「衣食住」に関わるいわゆる生活必需品や実用品

についても、デザイン性や楽しさを重視した商品で構成されております。このため、流行等に敏感な

対象顧客の嗜好・ニーズを的確に捉えているか否かによって、当社グループの業績は変動する可能性

があります。当社グループにおいては、商品企画等の専任担当者を配置し、国内及び海外（米国）の

流行等を的確に把握することに努めております。 

   

②業績の推移 

 当社業績の伸長は主に新規出店による店舗数増加によってもたらされておりますが、新規出店は人

件費及び減価償却費等といった固定費の増加を伴うものでもあります。このため、売上実績が予想を

下回った場合や事業年度の末日近くに出店が集中した場合等には、新規出店が全体の利益水準の減少

要因となる場合があります。 

 

(2）出店政策及び出店地域について 

①出店政策について 

 当社グループが新規出店する際の出店先の選定につきましては、入居保証金や賃借料等の出店条件、

商圏人口等を総合的に勘案いたします。当社グループは常に個別店舗の採算を重視した店舗展開を行

っており、当社グループの出店条件に合致する物件がなければ、出店予定数を変更することもあるた

め、当社グループの業績見通しに影響を及ぼす可能性があります。 

②出店地域の拡大について 

 当社グループは、当連結会計年度末には335店舗（フランチャイズ店4店舗を含む）を中部地区及び

九州地区を中心として、東北・北海道地区、関東地区、北陸地区、中四国地区等に展開しており、今

後も未出店地域への出店を継続していく方針であります。ただし、このような新たに進出する地区及

び道府県においては、当社グループの知名度が低いと考えられることから、新規店舗が従来の出店地

域と同水準の収益を得られるかどうかについては不透明であります。 

 

(3）出店に関する法的規制等について 

 当社グループは、店舗の出店・増床について、平成12年6月１日より施行された「大規模小売店舗立

地法」（以下、「大店立地法」という）により規制を受けております。なお、大店立地法は、売場面

積1,000㎡超の新規出店及び既存店舗の変更を規制の対象として、都道府県知事への届出を義務づけて

おり、交通渋滞、ゴミ処理、騒音など出店に伴う地域の生活環境への配慮が審査されることになって
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おります。また、平成13年5月18日より施行されております「改正都市計画法」においては、自治体の

裁量で出店制限地域が設定されるなど、今後の新規出店及び既存店舗の増床についても、法的規制に

よる影響を受けることが考えられます。 

 平成19年８月末現在で、当社グループの直営店331店舗のうち、駒生店（栃木県）及び入間店（埼玉

県）の２店舗が売場面積1,000㎡超であるため、これらの規制の対象となっております。これら２店舗

は転借契約物件でありますが、転貸人によって既に「大店立地法」及び「改正都市計画法」に基づく

届出は済んでおり、名義変更等の必要な手続と対応は完了しております。 

当社グループでは将来において1,000㎡型の大型店舗の出店も計画しておりますため、関連法案の改正

動向によっては当社の出店政策及び業績に影響を及ぼす可能性が考えられます。 

 

(4）プライベート・ブランド(ＰＢ)商品について 

 当社グループにおいては、ＰＢ商品の売上高が、前連結会計年度7,829百万円（売上構成比30.1％）、

当連結会計年度7,731百万円（売上構成比28.6％）と推移しており、ＰＢ商品は当社及び連結子会社㈱

商研に設置している商品開発部門において開発されております。また、年間約2,000アイテムに及ぶ新

商品の発表を季節に合わせて年４回開催しており、当社グループの大きな強みとなりつつあります。

今後もより一層ＰＢ商品の開発に力を入れていく予定であります。 

 ＰＢ商品は、販売計画を勘案して生産ロットを効率的に抑えておりますが、買取契約に基づいた見

込み生産となっております。ＰＢ商品の販売動向によっては、買取契約となっていることによって、

在庫が積み上がる可能性があります。また、原油価額の高騰による原材料の値上がりにより、製造原

価が上がり、売上総利益率に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

(5）新規参入リスクについて 

 近年においてはファッション雑貨業界に対して各企業からの関心が集まり、様々な業態の小売店舗

において雑貨商品を取り扱っております。現時点では、ファッション雑貨業界へ新規参入する会社の

動向は不透明であり、当社グループの主な出店形態である郊外型の単独店舗での専門店はまだ少ない

ものの、将来においては、この業界への新規参入は充分に予想されます。 

 

(6）商品の輸入について 

 当社グループの連結子会社㈱商研では、海外からの輸入高が前連結会計年度916百万円（同社の仕入

構成比率25.8％）、当連結会計年度941百万円（同社の仕入構成比率29.4％）と推移しております。当

社グループでは、中国を中心とするアジア各国にＰＢ商品の生産拠点を置いているため、これらの国

の政治体制の変動や、経済情勢、法律の改正、紛争、伝染病の流行等の不測の事態が発生した場合に

は当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、輸入に伴う外貨建仕入債務に係る為

替変動リスクを回避する目的で、当社グループではクーポンスワップ取引及び通貨オプション取引を

行っておりますが、これらのデリバティブ取引によって全てのリスクを回避できるとは限らないため、

為替の変動によって業績に影響を与える可能性があります。 

 

(7）従業員数の確保について 

 当社グループが新規出店による店舗数の拡大を計画実施する中で、人材確保の手段として新卒者の

採用を計画的に実施しております。教育期間を含め、先行した人員確保による人件費の増加が予想さ

れるため、売上高が計画通りに計上されない場合には利益に影響を与える可能性があります。また、

国内経済の緩やかな回復を背景にした雇用情勢の改善の広がりにより、計画した人材確保が出来ず、

出店計画に影響を与える可能性があります。 

 

(8）借入金依存度が高いことについて 

 当社グループは、新規店舗出店に伴う建築費用や敷金・保証金、店舗立ち上げのための商品在庫等

への投資資金を主に金融機関からの借入金により調達してきました。 

 店舗数拡大政策等による資金需要は年々高まっております。当連結会計年度末の長期借入金(一年以

内返済予定の長期借入金を含む)は前連結会計年度末5,628百万円から当連結会計年度末7,257百万円

と増加しており、基本的に資金の調達は金融機関からの長期借入金に依存しております。これに伴う

金利負担は中長期的には増加傾向にあります。新規出店に係る設備投資資金の回収結果は店舗の売場

規模によって異なりますが、計画上は1.6年から3.4年で回収可能としております。これに対し、金融

機関から調達する長期借入金の多くは返済期間を5年としているため、調達資金の返済には余裕がある



 

  7 

ものと判断しております。しかし、新規出店店舗の予期せぬ業績不振が発生した場合には、当該借入

返済の為の十分なキャッシュを確保できない可能性があります。 

 

２．企業集団の状況 

 当社グループは、当社（株式会社雑貨屋ブルドッグ）、子会社２社により構成されており、アクセサリー、

インテリア小物、パーティーグッズ、文房具など雑貨類の販売事業を行っております。 

 

（事業系統図） 
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① 株式会社 雑貨屋ブルドッグ（当社） 

 当社は当企業集団中の小売部門を担っており、ファッション雑貨店「雑貨屋ブルドッグ」、生活雑貨店「ザ

ナード」をチェーン展開し、その運営を行っております。 

 「雑貨屋ブルドッグ」は「夢と楽しさと感動を追求するギフトショップ」であります。店内はアクセサリ

ー等ファッション雑貨を始め、仮装・パーティ用品といったバラエティグッズ、電池で作動する小型玩具等、

幅広い商品を揃えてにぎやかでボリューム感のある売場づくりを重視し、18～22歳の女性をコアターゲット

としつつも､老若男女を問わず、幅広いお客様に「見て」「買って」楽しんでいただける店づくりとなってお

ります。 

 一方、「ザナード」は、対象顧客を20～30歳代の女性に特化した業態であります。商品構成は「雑貨屋ブ

ルドッグ」の商品構成に比べ、より実用性・デザイン性の高い「衣料」「インテリア」「アクセサリー」を

中心としたものとなっております。店内も上品で落ち着いた雰囲気を演出し、大人の女性向けの生活雑貨店

となっております。 

② 株式会社 商研 

 連結子会社の株式会社商研は、当企業集団中で卸売部門を担っております。当社を始めとした専門店や量

販店各社に対する各種ファンシー雑貨、ファッション雑貨の卸売、また、オリジナルファンシー雑貨「ピー
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チ・サロン」の開発・卸売も行っております。 

③ SHOKEN U.S.A. CORPORATION 

 非連結子会社のSHOKEN U.S.A. CORPORATIONは米国の現地法人であります。米国内において各種ファンシー

雑貨、ファッション雑貨の卸売と、直営店１店舗での小売業を営む傍ら、株式会社商研との間で輸出入業務

を行っております。 

 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、当企業グループ（当社及び連結子会社）は、ファッション雑

貨の販売等という同一セグメントに属する事業を営んでおり、当該事業以外に事業の種類がないためセグメン

ト別開示はいたしておりません。当企業グループ（当社及び連結子会社）は、アクセサリー、インテリア小物、

パーティーグッズ、文房具など雑貨類の小売・卸売を行っております。 

 平成18年８月期及び平成19年８月期に係る当社の主要品目別の売上高構成比率は下表の通りであります。小

売部門とフランチャイズ店卸売部門は当社の売上高であり、小売業者卸売部門は連結子会社株式会社商研の売

上高であります。 

（売上高構成比率） 

第30期 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

第31期 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 区分 主な商品 

売上高構成比率（％） 売上高構成比率（％） 

ファッション雑貨類 
アクセサリー、バッグ、ハンカチ、ソックス、衣

料、腕時計、化粧品など 
37.2 35.9 

インテリア雑貨類 木製品、オルゴール、インテリアなど 9.6 10.2 

生活家庭雑貨類 
タオル、バス用品、テーブルウェア、その他ファ

ブリックなど 
12.2 13.2 

ホビー・文具類 
ギフト商品、レター、文具、食品、ぬいぐるみ、

キャラクターなど 
33.9 33.8 

イベント・その他 
オリジナルギフト、イベント商品（クリスマスグ

ッズ、バレンタイングッズ）など 
3.7 4.0 

小
売
部
門 

小計 96.6 97.1 

フランチャイズ店卸売部門 0.7 0.5 

小売業者卸売部門 2.7 2.3 

卸
売
部
門 

小計 3.4 2.9 

合計 100.0 100.0 
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３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

当社は、コアターゲットを18才～22才の女性に設定したファッション雑貨店を展開しております。「来て

楽しい」「見て楽しい」「買って楽しい」という商品コンセプトを貫き、日々の商売を通じ、お客様や地

域社会に「ファッションやトレンド」や「夢」「感動」「楽しさ」をいち早くお届けできる企業でありつ

づけることを目標といたしております。 

 

(2）目標とする経営指標 

 当社では、既存店売上高前年比率、売上高総利益率、売上高経常利益率、自己資本利益率（ＲＯＥ）と

いった指標を重視して経営を行っております。 

 既存店売上高前年比率は、当社の本来の営業力をはかるものさしであります。店舗新設による積極的拡

大政策を加速させております当社にとって、経営の意識を売上規模拡大に偏らせることなく、個店の営業

力と店舗新設ペースとのバランスをとっていくことがひとつの大きな経営課題であります。 

 また、売上高総利益率に関しては、当社の成長戦略のひとつでありますPB商品強化の効果測定の指標と

して、昨今、特に推移を注視しております。 

 売上高経常利益率については、営業力や経費管理力等、当社本業の評価としてこの指標を特に注視して

おります。10％前後の水準をコンスタントに保つべく経営にあたっております。 

 自己資本利益率につきましては経営効率の重要な判断指標であり、かつ、株主様のご関心の高い指標で

あると認識し、重要視しております。 

 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 平成19年８月期末現在で331店舗を擁するチェーンストア企業となり、当面の目標でありました300店舗

体制を実現することが出来ました。ここ数年間の出店につきましては、中長期的な成長を展望し、５万人

商圏や積雪地域、ショッピングセンターへの出店、新業態の開発等々、様々なテスト的な出店も行ってま

いりました。このようなテスト結果も踏まえ、結論が出た店舗の閉鎖も検討し実施する予定であります。 

中長期的な出店戦略といたしましては、商圏人口10万人当たり１店舗を基本に考えております。既進出

地域にもまだドミナント化が不十分なエリアがありますし、また、未進出地域も残されておりますことか

ら、今後も更なる事業規模の拡大が可能であります。併せて１店舗あたり売場面積の大型化、取扱商品に

占めるＰＢ商品比率の向上にも取り組んでまいります。 

 １店舗当たり売場面積の大型化は、新規出店を従来の90～150坪程度中心から300坪程度中心へシフトす

ることをさし、これは多彩な商品の取り扱いを可能にし、集客力強化、小売他社との差別化による競争力

強化に寄与いたします。 

 最後に、ＰＢ商品比率の向上については、当社店舗の魅力を高めるのに不可欠であるほか、その収益性

の高さから、今後もっとも注力していくべき経営課題であると認識しております。 

  これらの施策により、当社はファッション雑貨業界のリーディングカンパニーとして確固たる地位を築

くべく、更なる成長を目指してまいります。 

 

(4)会社の対処すべき課題 

①既存店売上の改善 

平成19年8月期の既存店売上高前年対比86.6％という実績をふまえ平成20年8月期は既存店売上改善に全

社を挙げて取り組みます。そのためには、前期より取り組んでおります、ショップコンセプトのブラッシ

ュアップになお一層注力して参ります。具体的には、「来て楽しい」「見て楽しい」「買って楽しい」ブ

ルドッグの実現に向けて、‘可愛い’ ‘おしゃれ’ ‘面白い’商品開発と品揃えを実現出来るよう、マ

ーチャンダイジングの改革を推進します。 

②新規出店に向けた取り組み 

平成19年8月期は52店舗の出店を行い期末店舗数331店を数えるまでになりました、平成20年8月期につき

ましては、閉鎖予定店舗とほぼ同数の新規出店に止め、経営資源の充実に努めて参ります。次年度以降の

出店につきましては、内部体制の充実を完了させることを前提に、商圏や競争環境の変化等、既存の店舗

の分析を徹底して行い、不採算店舗の退店も含め、より利益の稼ぎ出せる立地に計画的に出店を行ってま

いります。 

③ＰＢ商品比率の向上による売上総利益の改善 

当社の特徴でもあり強みでもある『製造型小売業』として更にＰＢ商品開発を強化し平成19年8月期販売
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比率28.6％に対し平成20年８月期は販売比率33％以上としてまいります。これにより他社競合店との商品

差別化を図り、当社店舗の魅力を高めてまいります。またＰＢ商品比率を高めることで値入率の更なる改

善に努め、収益性の高い企業体質にしてまいります。 

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

当社グループは、「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」を2006年６月１日付

の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」において開示しておりますので、ご参照ください。 

 

(6)その他、会社の経営上の重要な事項  

 社外監査役袴田義一は当社株式290千株保有しており、その他の取引関係はございません。 
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４．連結財務諸表等 

(1)連結貸借対照表 （単位：千円） 

  
前連結会計年度 

（平成18年８月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年８月31日） 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
構成比 
（％） 

金額 
構成比 
（％） 

金額 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金   3,353,082   4,640,728   

２．受取手形及び売掛金   121,999   101,039   

３．たな卸資産   9,361,842   9,420,251   

４．繰延税金資産   181,946   150,945   

５．その他   450,798   493,603   

貸倒引当金   △1,114   △2,235   

流動資産合計   13,468,554 60.6  14,804,332 61.6 1,335,778 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ※２  2,547,157   2,867,410   

(2）什器備品   1,402,759   1,437,488   

(3）土地 ※２  1,674,917   1,674,917   

(4）建設仮勘定   181,701   21,297   

(5）その他   2,232   2,743   

有形固定資産合計   5,808,768 26.2  6,003,857 25.0 195,089 

２．無形固定資産   139,661 0.6  122,099 0.5 △17,562 

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  27,129   22,743   

(2）敷金保証金   2,232,158   2,460,736   

(3）繰延税金資産   42,895   74,161   

(4）その他   510,637   566,186   

貸倒引当金   △12,699   △11,228   

投資その他の資産
合計 

  2,800,121 12.6  3,112,599 12.9 312,477 

固定資産合計   8,748,551 39.4  9,238,556 38.4 490,004 

Ⅱ 繰延資産         

１．株式交付費   ―   9,160   

 繰延資産合計   ―   9,160 0.0 9,160 

資産合計   22,217,105 100.0  24,052,049 100.0 1,834,944 
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前連結会計年度 

（平成18年８月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年８月31日） 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
構成比 
（％） 

金額 
構成比 
（％） 

金額 

         

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．支払手形及び買掛金   1,400,399   1,088,533   

２．短期借入金   1,600,000   600,000   

３．一年以内返済予定の
長期借入金 

※２  2,207,770   2,489,863   

４．未払法人税等   942,261   286,322   

５．賞与引当金   48,669   13,150   

６．その他   1,165,316   763,362   

流動負債合計   7,364,416 33.1  5,241,231 21.8 △2,123,185 

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金 ※２  3,420,560   4,767,857   

２．退職給付引当金   138,816   164,965   

３．その他   28,895   29,005   

固定負債合計   3,588,271 16.2  4,961,827 20.6 1,373,555 

負債合計   10,952,688 49.3  10,203,058 42.4 △749,629 

 （純資産の部）         

Ⅰ 株主資本         

 １．資本金   1,128,500 5.1  2,066,567 8.6 938,067 

 ２．資本剰余金   1,495,200 6.7  2,432,864 10.1 937,664 

 ３．利益剰余金   8,639,719 38.9  9,351,507 38.9 711,788 

 ４．自己株式   △1,165 △0.0  △1,165 △0.0 ― 

 株主資本合計   11,262,253 50.7  13,849,774 57.6 2,587,521 

Ⅱ 評価・換算差額等         

 １.その他有価証券評価
差額金 

  2,163 0.0  △783 △0.0 △2,946 

 評価・換算差額等合計   2,163 0.0  △783 △0.0 △2,946 

 純資産合計   11,264,417 50.7  13,848,991 57.6 2,584,574 

 負債純資産合計   22,217,105 100.0  24,052,049 100.0 1,834,944 
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(2)連結損益計算書 （単位：千円） 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 
 至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
 至 平成19年８月31日） 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
百分比 
（％） 

金額 
百分比 
（％） 

金額 

Ⅰ 売上高   26,928,248 100.0  27,666,900 100.0 738,652 

Ⅱ 売上原価   13,131,823 48.8  13,568,104 49.0 436,280 

売上総利益   13,796,424 51.2  14,098,796 51.0 302,371 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１,2  11,255,301 41.8  12,390,196 44.8 1,134,895 

営業利益   2,541,123 9.4  1,708,599 6.2 △832,523 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  3,970   6,388    

２．受取配当金  240   178    

３．賃貸料  52,404   45,239    

４．為替差益  254,926   118,367    

５．受取手数料  55,177   5,772    

６．その他  12,110 378,829 1.4 24,348 200,294 0.7 △178,534 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  80,313   97,202    

２．賃借料 ※２ －   35,531    

３．その他  21,056 101,369 0.3 10,826 143,560 0.5 42,191 

経常利益   2,818,583 10.5  1,765,333 6.4 △1,053,249 

Ⅵ 特別利益         

１．固定資産売却益 ※３ 564   30    

２．貸倒引当金戻入益  －   302    

３．保険差益  21,690 22,254 0.1 － 333 0.0 △21,921 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損 ※４ 43,222   11,539    

２．減損損失 ※５ 58,883   40,121    

３．火災による損失   6,658    －    

４．役員退職慰労金  － 108,764 0.4 22,775 74,436 0.3 △34,327 

税金等調整前当期
純利益 

  2,732,073 10.2  1,691,230 6.1 △1,040,843 

法人税、住民税及び
事業税 

 1,388,912   859,516    

法人税等調整額  △125,338 1,263,573 4.7 1,765 861,282 3.1 △402,290 

当期純利益   1,468,499 5.5  829,947 3.0 △638,552 
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(3)連結株主資本等変動計算書 

  

 前連結会計年度(自平成17年9月1日 至平成18年8月31日)  

株主資本 
評価・換算差額

等 

 

資本金 資本剰余金 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 

純資産合計 

平成17年8月31

日 残高(千円) 
1,128,500 1,495,200 7,287,746 △1,165 9,910,280 832 9,911,112 

連結会計年度中

の変動額 
       

剰余金の配当

（注） 
  △94,527  △94,527  △94,527 

役員賞与（注）   △22,000  △22,000  △22,000 
当期純利益   1,468,499  1,468,499  1,468,499 
株主資本以外

の項目の連結

会計年度中の

変動額（純額） 

     1,331 1,331 

連結会計年度

中の変動額の

合計(千円) 
－ － 1,351,972 － 1,351,972 1,331 1,353,304 

平成18年8月31

日 残高(千円) 
1,128,500 1,495,200 8,639,719 △1,165 11,262,253 2,163 11,264,417 

（注）平成17年11月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

 当連結会計年度(自平成18年9月1日 至平成19年8月31日)  

株主資本 
評価・換算差額

等 

 

資本金 資本剰余金 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 

純資産合計 

平成18年8月31

日 残高(千円) 
1,128,500 1,495,200 8,639,719 △1,165 11,262,253 2,163 11,264,417 

連結会計年度中

の変動額 
       

新株の発行 938,067 937,664   1,875,732  1,875,732 

剰余金の配当   △118,158  △118,158  △118,158 
当期純利益   829,947  829,947  829,947 
株主資本以外

の項目の連結

会計年度中の

変動額（純額） 

     △2,946 △2,946 

連結会計年度

中の変動額の

合計(千円) 
938,067 937,664 711,788 － 2,587,521 △2,946 2,584,574 

平成19年8月31

日 残高(千円) 
2,066,567 2,432,864 9,351,507 △1,165 13,849,774 △783 13,848,991 
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

増減 

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 

     

税金等調整前当期純利益  2,732,073 1,691,230 △1,040,843 

減価償却費  934,164 1,106,582 172,417 

減損損失  58,883 40,121 △18,762 

株式交付費償却  － 3,523 3,523 

貸倒引当金の増減額（△：減少）  10,255 △349 △10,604 

賞与引当金の増減額（△：減少）  △3,939 △35,519 △31,579 

退職給付引当金の増減額（△：
減少） 

 58,828 26,148 △32,680 

受取利息及び受取配当金  △4,210 △6,567 △2,356 

支払利息  80,313 97,202 16,889 

為替差損益（△：益）  △199,435 △118,367 81,068 

固定資産売却益  △564 △30 534 

固定資産除却損  43,222 11,539 △31,682 

売上債権の増減額（△：増加）  3,275 20,960 17,684 

たな卸資産の増減額（△：増加）  △1,271,120 △58,409 1,212,710 

仕入債務の増減額（△：減少）  △916,248 △316,546 599,701 

未払消費税等の増減額（△：減
少） 

 63,942 △51,751 △115,694 

その他の流動資産の増減額
（△：増加） 

 △85,901 △36,511 49,389 

その他の流動負債の増減額
（△：減少） 

 155,917 △83,927 △239,844 

保険差金  △21,690 － 21,690 

火災による損失  6,658 － △6,658 

役員賞与の支払額  △22,000 － 22,000 

その他  23,914 △13,452 △37,367 

小計  1,646,339 2,275,875 629,536 
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前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

利息及び配当金の受取額  4,210 6,567 2,356 

利息の支払額  △83,362 △99,116 △15,753 

保険金の受取額  151,431 － △151,431 

法人税等の支払額  △877,144 △1,515,456 △638,312 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 841,474 667,870 △173,604 

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 

 △50,580 △50,660 △80 

定期預金の払戻による収
入 

 50,572 50,580 7 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △600 △591 9 

投資有価証券の売却によ
る収入 

 6,136 － △6,136 

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △1,261,567 △1,449,075 △187,508 

有形固定資産の売却によ
る収入 

 952 172 △780 

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △30,083 △27,255 2,827 

敷金保証金の差入による
支出 

 △247,648 △315,693 △68,044 

敷金保証金の返還による
収入 

 169,225 157,970 △11,255 

賃借権利金の支払額  △157,657 △114,888 42,769 

その他の投資活動による
支出 

 △44,640 △74,616 △29,976 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △1,565,891 △1,824,058 △258,167 

 



 

  17

 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

    

短期借入金の純増減額
（△：減少） 

 790,000 △1,000,000 △1,790,000 

長期借入れによる収入  2,680,000 4,000,000 1,320,000 

長期借入金の返済による
支出 

 △1,696,670 △2,370,610 △673,940 

株式の発行による収入  － 1,863,048 1,863,048 

社債償還による支出  △300,000 － 300,000 

配当金の支払額  △94,527 △118,158 △23,631 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 1,378,803 2,374,279 995,476 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 8,637 69,475 60,837 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 

 663,024 1,287,566 624,542 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 2,639,478 3,302,502 663,024 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末
残高 

※１ 3,302,502 4,590,068 1,287,566 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 １社 (1)連結子会社の数 １社 

 ㈱商研 ㈱商研 

 (2)非連結子会社の名称等 (2)非連結子会社の名称等 

 SHOKEN U.S.A. CORPORATION SHOKEN U.S.A. CORPORATION 

 （連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） 

 小規模な会社であり、総資産、売上高、

当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。 

同左 

２．持分法の適用に関する事項 (1)持分法適用の非連結子会社 なし 

なお、関連会社はありません。 

(1）持分法適用の非連結子会社 なし 

なお、関連会社はありません。 

 (2)持分法を適用していない非連結子会社

（SHOKEN U.S.A. CORPORATION）は、当期

純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて持分法

の対象から除いても連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性が無いため持分法の適用範囲から

除外しております。 

(2）持分法を適用していない非連結子会社 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に関

する事項 

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一

致しております。 

同左 

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 ① 有価証券 

 子会社株式 子会社株式 

 移動平均法による原価法 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 同左 

 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） 

 

 ② デリバティブ ② デリバティブ 

 時価法 同左 

 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

 主として売価還元法による原価法 同左 
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前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31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 

定率法を採用しております。ただし、平

成10年４月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については、定額法によ

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 ３～60年 

什器備品 ２～10年 

① 有形固定資産 

同左 

   

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

 定額法を採用しております。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）に基づいて

おります。 

同左 

(3)繰延資産の処理方法 ───── 株式交付費 

支出時から3年間で定額法により償却して

おります。 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 (4)重要な引当金の計上基準 

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。 

同左 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額の当連結会計年度

負担額を計上しております。 

同左 

 ③ 退職給付引当金 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に基づ

き計上しております。 

 

（追加情報） 

退職給付債務の算定方法については、従来、

簡便法（自己都合要支給額を退職給付債務と

する方法）を採用しておりましたが、従業員

数の増加に伴い、当連結会計年度から原則法

により計算する方法に変更しております。 

 この変更に伴い、簡便法によった場合と比

べ、営業利益、経常利益、及び税金等調整前

当期純利益は48,642千円減少しております。 

同左 

 

 

 

 

(5）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の

基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。 

 

 

同左 
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前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 (6)重要なヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしている金利スワ

ップについて特例処理によっておりま

す。 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 （ヘッジ手段） 同左 

 金利スワップ  

 （ヘッジ対象）  

 借入金利息  

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する目的

で金利スワップ取引を行っております。 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理によっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略しておりま

す。 

同左 

消費税等の会計処理  消費税等の会計処理 (7）その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式を採用しております。 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時

引き出し可能な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっております。 

同左 
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 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 

前連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度から「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および経常利益は

4,799千円増加し、税金等調整前当期純利益は49,365千円減少しており

ます。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規則に基

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） 

 当連結会計年度より、「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、11,264,417千円でありま

す。 

なお、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

結貸借対照表の純資産の部については、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。 

───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

───── 

───── 

 

(減価償却方法の変更) 

当連結会計年度より、法人税法の改正((所得税法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法

令 平成19年３月30日 政令第83号))に従い、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産の減価償却方法については、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。これにより営業利益、経常利益および税金等

調整前当期純利益はそれぞ9,175千円減少しております。 

 

追加情報 
前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

───── (店舗における自動販売機の設置に係る受取手数料の計上区分) 

 従来、店舗における自動販売機の設置に係る受取手数料は、営

業外収益の「受取手数料」に含めて処理しておりましたが、当連

結会計年度より売上高に含めて計上しております。これにより、

従来と同一の方法によった場合と比べ、売上高、売上総利益およ

び営業利益はそれぞれ54,410千円多く計上されております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年８月31日） 

※１ 関係会社に対するものは以下のとおりであります。 ※１ 関係会社に対するものは以下のとおりであります。 
 

投資有価証券（株式） 15,000千円
  

 
投資有価証券（株式） 15,000千円

  
※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 
   

建物及び構築物 429,449千円

土地 1,576,626 

計 2,006,076 
 

   
建物及び構築物 402,433千円

土地 1,576,626 

計 1,979,059 
 

上記担保に対する債務 上記担保に対する債務 
   

一年以内返済予定の長期借入金 153,280千円

長期借入金 1,833,340 

計 1,986,620 
 

   
一年以内返済予定の長期借入金 158,340千円

長期借入金 1,675,000 

計 1,833,340 
 

  

３ 当社及び連結子会社においては、設備資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行５行の協調融資方式による当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 
3,000,000千円 

借入実行残高 1,000,000千円 

差引額 2,000,000千円 
 

――――― 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

広告宣伝費 767,416千円 

給料手当 3,739,743 

賞与引当金繰入額 48,669 

退職給付費用 65,911 

賃借料 3,027,062 

減価償却費 934,164 

消耗品・修繕費 579,566 

水道光熱費 829,042 
 

広告宣伝費 558,978千円 

給料手当 4,306,085 

賞与引当金繰入額 13,150 

退職給付費用 27,499 

賃借料 3,563,429 

減価償却費 1,106,582 

消耗品・修繕費 504,002 

水道光熱費 972,555 
 

――――― ※２ 賃借料 

 (追加情報) 

 従来、転貸店舗に係る賃借料は販売費及び一般管理費の「賃

借料」に含めて処理しておりましたが、当連結会計年度より営

業外費用として計上しております。これにより、従来と同一の

方法によった場合と比べ、営業利益は35,531千円多く計上され

ております。 

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

 有形固定資産その他（車両運搬具） 564千円 

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

 有形固定資産その他（車両運搬具）  30千円 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 25,623千円

什器備品 

保証金の償却額 

 14,272 

  1,000 

投資その他の資産その他 

（長期前払費用） 

 

  2,325 

計 43,222 
 

建物及び構築物 9,702千円

什器備品 1,275 

その他（車両運搬具） 289 

投資その他の資産その他 

（長期前払費用） 

 

273 

計 11,539 
 

※５ 減損損失 

当社グループは、キャッシュ･フローを生み出す最小単位につい
て、各店舗及び各賃貸不動産並びに卸売部門を基準単位としてグル
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る資産グループ
について減損を認識し、各々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（58,883千円）として計上いたしました。 

場所 用途 種類 
減損損失 
(千円) 

福岡県 店舗 
（２店） 

建物及び
構築物、什
器備品、長
期前払費
用 

17,678 

静岡県 店舗 
（１店） 

建物及び
構築物、什
器備品 

5,077 

静岡県 
賃貸不動
産 
(1物件) 

建物及び
構築物、土
地 

36,127 

 減損損失の内訳は以下のとおりであります。 
科目 金額（千円） 

建物及び構築物 10,782 
什器備品 11,457 
土地 36,127 
その他（投資その他の資産） 514 

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5.7％で割り引いて算定しております。 

※５ 減損損失 

当社グループは、キャッシュ･フローを生み出す最小単位につい
て、各店舗及び各賃貸不動産並びに卸売部門を基準単位としてグル
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る資産グループ
について減損を認識し、各々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（40,121千円）として計上いたしました。 

場所 用途 種類 
減損損失 
(千円) 

大阪府 店舗 
（２店） 

建物及び
構築物、什
器備品、長
期前払費
用 

19,785 

香川県 店舗 
（１店） 

建物及び
構築物、什
器備品、長
期前払費
用 

10,360 

福岡県 店舗 
（１店） 

建物及び
構築物、什
器備品、長
期前払費
用 

9,974 

 減損損失の内訳は以下のとおりであります。 
科目 金額（千円） 

建物及び構築物 16,431 
什器備品 20,082 
その他（投資その他の資産） 3,607 

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

りますが、使用価値がマイナスのため回収可能価額を零として評価して

おります。 
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 (連結株主資本等変動計算書関係) 

 前連結会計年度(自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日) 

1.発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 

株式数(株) 

当連結会計年度増加

株式数(株) 

当連結会計年度減少 

株式数(株) 

当連結会計年度末 

株式数(株) 

発行済株式     

普通株式(注) 4,727,300 4,727,300 － 9,454,600 

合計 4,727,300 4,727,300 － 9,454,600 

自己株式     

普通株式(注) 950 950 － 1,900 

合計 950 950 － 1,900 

(注)普通株式の発行済株式総数の増加4,727,300株及び普通株式の自己株式の株式数の増加950株は、株式分割によ

るものであります。 

 

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株当り配当額 基準日 効力発生日 

平成17年11月24日 

定時株主総会 
普通株式 94,527千円 20円00銭 平成17年8月31日 平成17年11月25日 

 

 (2)基準日が当期に属する配当のうち、効力の発生日が翌期となるもの 
決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当り配当額 基準日 効力発生日 

平成18年11月29日

定時株主総会 
普通株式 118,158千円 利益剰余金 12円50銭 平成18年8月31日 平成18年11月30日 

 

 当連結会計年度(自 平成18年9月1日 至 平成19年8月31日) 

1.発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 

株式数(株) 

当連結会計年度増加

株式数(株) 

当連結会計年度減少 

株式数(株) 

当連結会計年度末 

株式数(株) 

発行済株式     

普通株式(注) 9,454,600 805,900 － 10,260,500 

合計 9,454,600 805,900 － 10,260,500 

自己株式     

普通株式 1,900 － － 1,900 

合計 1,900 － － 1,900 

(注)普通株式の発行済株式総数の増加805,900株は、一般募集による新株の発行800,000株及び、第三者割当による

新株の発行5,900株による増加であります。 

 

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株当り配当額 基準日 効力発生日 

平成18年11月29日 

定時株主総会 
普通株式 118,158千円 12円50銭 平成18年8月31日 平成18年11月30日 

 

 (2)基準日が当期に属する配当のうち、効力の発生日が翌期となるもの 

次のとおり決議を予定しております。 
決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当り配当額 基準日 効力発生日 

平成19年11月28日

定時株主総会 
普通株式 128,232千円 利益剰余金 12円50銭 平成19年8月31日 平成19年11月29日 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

※１ 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 

※１ 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 

（平成18年８月31日現在） （平成19年８月31日現在） 
 
現金及び預金勘定 3,353,082千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △50,580 

現金及び現金同等物 3,302,502 
  

 
現金及び預金勘定 4,640,728千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △50,660 

現金及び現金同等物 4,590,068 
  

 

（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料 未経過リース料 
 
１年内 108,582千円

１年超 427,284 

合計 535,867 
  

 
１年内 111,462千円

１年超 355,906 

合計 467,369 
  

 

（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成18年８月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

株式 3,761 8,009 4,247 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

株式 4,717 4,120 △597 

合計 8,479 12,129 3,649 

 

 

当連結会計年度（平成19年８月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

株式 2,327 3,560 1,232 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

株式 6,743 4,182 △2,560 

合計 9,071 7,743 △1,327 
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

(1）取引の内容 (1）取引の内容 

利用しているデリバティブ取引は、通貨関連ではクーポン

スワップ取引及び通貨オプション取引、金利関連では金利

スワップ取引であります。 

利用しているデリバティブ取引は、通貨関連ではクーポン

スワップ取引、金利関連では金利スワップ取引であります。 

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリス

ク回避を目的としております。 

同左 

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的 

デリバティブ取引は、通貨関連では輸入仕入に際し、外貨

建金銭債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確

保を図る目的で、また金利関連では変動金利の借入金利息

を固定化する目的で行っております。 

なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引について

は、特例処理を適用しております。 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 (4）取引に係るリスクの内容 

クーポンスワップ取引及び通貨オプション取引は為替相

場の変動によるリスクを、金利スワップ取引は市場金利の

変動によるリスクを有しています。 

なお、取引相手先は信用度の高い国内の銀行であるため、

相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識

しております。 

クーポンスワップ取引は為替相場の変動によるリスクを、

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有し

ています。 

なお、取引相手先は信用度の高い国内の銀行であるため、

相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識し

ております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 (5）取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の実行及び管理は管理部が行っており、

取引の都度決裁担当者の承認を得て行っております。 

同左 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 (6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくま

でもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計

算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引

のリスクの大きさを示すものではありません。 

同左 
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２．取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

前連結会計年度（平成18年８月31日） 当連結会計年度（平成19年８月31日） 

区分 種類 
契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

通貨オプション         

買建コール － － － － － － － － 

売建プット － － － － － － － － 

市場取
引以外
の取引 

クーポンスワップ 8,759,600 8,759,600 137,767 137,767 8,759,600 8,759,600 186,659 186,659 

合計 8,759,600 8,759,600 137,767 137,767 8,759,600 8,759,600 186,659 186,659 

 （注）１．通貨オプション及びクーポンスワップ契約を締結している金融機関から提示された価格等に基づき算

定しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成18年８月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年８月31日） 

退職給付債務（千円） 138,816 164,965 

退職給付引当金（千円） 138,816 164,965 

 

３．退職給付費用に関する事項 

 
前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

（1）勤務費用（千円） 19,034 23,145 

（2）利息費用 1,438 1,882 

（3）数理計算上の差異 △7,217 2,471 

（4）その他 52,655 － 

（5）退職給付費用 65,911 27,499 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

割引率 1.5％ 1.5％ 

数理計算上の差異処理年数 発生した事業年度に一括処理 発生した事業年度に一括処理 
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（ストック・オプション等関係） 

 

 該当事項はありません。 

 

（企業結合等） 

  

 該当事項はありません。 
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（税効果会計関係） 

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 

    （単位：千円）

  
前連結会計年度 

（平成18年８月31日） 
 

当連結会計年度 
（平成19年８月31日） 

 繰延税金資産    

 賞与引当金 19,305  5,241 

 未払事業税 61,682  21,054 

 連結内部利益消去 90,983  109,698 

 退職給付引当金 53,118  63,885 

 未払法定福利費 5,907  4,001 

 貸倒引当金 1,577  2,235 

 減損損失 19,995  29,746 

 減価償却超過額 5,117  3,459 

 その他有価証券評価差額金 55  601 

 その他 3,983  11,894 

 繰延税金資産合計 261,728  251,820 

     

 繰延税金負債    

 特別償却準備金 △33,862  △24,096 

 その他有価証券評価差額金 △1,329  △56 

 その他 △1,694  △2,559 

 繰延税金負債合計 △36,886  △26,713 

 繰延税金資産の純額 224,842  225,106 

 

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

    （単位：千円）

  
前連結会計年度 

（平成18年８月31日） 
 

当連結会計年度 
（平成19年８月31日） 

 流動資産－繰延税金資産 181,946  150,945 

 固定資産－繰延税金資産 42,895  74,161 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目の内訳 

    （単位：％）

  
前連結会計年度 
（平成18月31日） 

 
当連結会計年度 
（平成19月31日） 

 法定実効税率 39.5  39.5 

 （調整）    

 留保金課税 3.7  2.0 

 住民税均等割 3.8  7.8 

 連結内部利益消去 △2.6  0.5 

 その他 1.9  1.1 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.3  50.9 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、当企業グループ（当社及び連結子会社）は、ファッショ

ン雑貨の販売等という同一セグメントに属する事業を営んでおり、当該事業以外に事業の種類がないため

該当事項はありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な

在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、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。 

 

(関連当事者との取引) 

前連結会計年度（自平成17年9月1日 至平成18年8月31日) 

(1）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

取引の内
容 

取引金額 
（千円） 
(注4) 

科目 
期末残高 
（千円） 
(注4) 

内山恭昭 ― ― 取締役会長 
(被所有) 
直接34.9％ 

― ― ― ― 
敷金保証
金 

30,000 

内山多希
子（注５） 

― ― ― 
（被所有） 
直接4.1％ 

― ― 
不動産賃
借 
（注１） 

3,822 ― ― 

内山司世
（注５） 

― ― ― 
（被所有） 
直接4.1％ 

― ― 
不動産賃
借 
（注１） 

3,822 ― ― 

役員及びそ
の近親者 

内山栄司
（注５） 

― ― ― 
（被所有） 
直接4.1％ 

― ― 
不動産賃
借 
（注１） 

3,822 ― ― 

買掛金 704 

 
役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等 
 

㈱白木屋 
（注２） 

静岡県 
浜松市 

10,000 
繊維製品の
販売 

なし なし 
商品の
仕入先 

商品仕入 
（注３） 

34,062 

支払手形 24,217 

 （注）１．１店舗の賃貸借契約について、取引条件は近隣の地価及び賃料の相場を勘案して決定しております。 

２．取締役会長内山恭昭の近親者が議決権の90.0％を直接保有いたしております。 

３．一般的取引条件と同様に決定しております。 

４．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

５．内山多希子、内山司世、内山栄司は、取締役会長内山恭昭の妻、長男、次男であります。 
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当連結会計年度（自平成18年9月1日 至平成19年8月31日) 

(1）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

取引の内
容 

取引金額 
（千円） 
(注３) 

科目 
期末残高 
（千円） 
(注３) 

役員及びそ
の近親者 

内山恭昭 ― ― 取締役会長 
(被所有) 
直接32.1％ 

― ― ― 30,000 － － 

買掛金 4,707 役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等 

㈱白木屋 
（注1） 

静岡県 
浜松市 

10,000 
繊維製品の
販売 

なし なし 
商品の
仕入先 

商品仕入 
（注2） 

219,127 

支払手形 61,856 

 （注）１．取締役会長内山恭昭の近親者が議決権の90.0％を直接保有いたしております。 

２．一般的取引条件と同様に決定しております。 

３．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成17年9月1日 
至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

   

１株当たり純資産額 1,191.66円 

１株当たり当期純利益 155.35円 

 

１株当たり純資産額 1,349.98円 

１株当たり当期純利益 82.21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、

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金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

当期純利益（千円） 1,468,499 829,947 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,468,499 829,947 

期中平均株式数（千株） 9,452 10,094 
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（重要な後発事象） 
 前連結会計年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

(１) 公募による新株発行 

 提出会社は平成18年10月30日開催の取締役会決議に基

づき以下のとおり新株式を発行いたしました。 

① 募集等の方法 

一般募集 

② 発行する株式の種類及び数、発行価格、払込金額、発

行価格の総額、払込金額の総額、発行価額のうち資本

へ組み入れる額 

種類及び数  普通株式   800,000株 

発行価額  １株につき2,454円 

払込金額  １株につき2,327.5円 

発行価格の総額  1,963,200千円 

払込金額の総額  1,862,000千円 

発行価額のうち資本に組み入れる額 

１株につき1,164円 

③ 払込期日 平成18年11月14日 

④ 資金の使途 出店資金、出店準備に伴う経費及び出店

初期の商品仕入資金に充当する予定であります。 

(２) 第三者割当による新株発行 

提出会社は平成18年10月30日開催の取締役会におい

て、オーバーアロットメントによる当社株式の売出し（野

村證券株式会社が当社株主から借り受ける当社普通株式

100,000株（上限）の売出し）に関連する第三者割当増資

を行うことを決議いたしました。なお、オーバーアロッ

トメントによる売出し株数は、株式の需要状況により減

少し、又は売出しそのものが全く行われない場合があり

ます。 

 第三者割当による新株発行の条件は以下のとおりで

す。 

① 発行新株式数  100,000株 

② 払込期日  平成18年12月12日 

③ 割当先  野村證券株式会社 

④ 資金の使途  出店資金、出店準備に

伴う経費及び出店初期

の商品仕入資金に充当

する予定であります。 

 

───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

───── 
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５．個別財務諸表等 

(1)貸借対照表 （単位：千円） 

  
前事業年度 

（平成18年８月31日） 
当事業年度 

（平成19年８月31日） 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
構成比 
（％） 

金額 
構成比 
（％） 

金額 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金   2,553,103   4,054,803   

２．売掛金   36,766   50,303   

３．商品   9,346,555   9,398,354   

４．前渡金   37,334   37,841   

５．前払費用   313,654   352,856   

６．繰延税金資産   76,202   36,955   

７．短期貸付金   969   201   

８．未収入金   63,186   60,029   

９．その他   19,919   14,653   

貸倒引当金   △264   △165   

流動資産合計   12,447,427 61.7  14,005,833 63.1 1,558,405 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

(1)建物 ※１  1,972,626   2,300,895   

(2)構築物   169,639   170,863   

(3)車両運搬具   1,566   1,793   

(4)什器備品   1,391,718   1,424,027   

(5)土地 ※１  1,191,395   1,191,395   

(6)建設仮勘定   181,701   21,297   

有形固定資産合計   4,908,647 24.3  5,110,272 23.0 201,625 

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   89,750   82,449   

(2）その他   13,769   13,769   

無形固定資産合計   103,520 0.5  96,219 0.4 △7,300 
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前事業年度 

（平成18年８月31日） 
当事業年度 

（平成19年８月31日） 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
構成比 
（％） 

金額 
構成比 
（％） 

金額 

         

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   740   488   

(2）関係会社株式   35,000   35,000   

(3）出資金   57   27   

(4）長期前払費用   295,619   328,513   

(5）敷金保証金   2,289,287   2,520,660   

(6）繰延税金資産   25,391   50,706   

(7）その他   73,223   48,764   

貸倒引当金   △12,556   △11,064   

投資その他の資産
合計 

  2,706,761 13.4  2,973,095 13.4 266,334 

固定資産合計   7,718,929 38.3  8,179,588 36.9 460,658 

Ⅲ 繰延資産         

１．株式交付費   －   9,160   

繰延資産合計   － －  9,160 0.0 9,160 

資産合計   20,166,357 100.0  22,194,582 100.0 2,028,224 
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前事業年度 

（平成18年８月31日） 
当事業年度 

（平成19年８月31日） 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
構成比 
（％） 

金額 
構成比 
（％） 

金額 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．支払手形   259,655   140,515   

２．買掛金 ※２  1,083,702   875,460   

３．短期借入金   1,600,000   600,000   

４．一年以内返済予定 
長期借入金 

※１  1,998,240   2,331,523   

５．未払金   452,581   147,524   

６．未払費用   525,549   492,503   

７．未払法人税等   738,128   187,796   

８．未払消費税等   109,766   75,156   

９．預り金   28,772   22,358   

10．賞与引当金   43,998   10,000   

11．その他   1,074   987   

流動負債合計   6,841,468 33.9  4,883,826 22.0 △1,957,642 

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金 ※１  2,887,220   4,392,857   

２．退職給付引当金   103,592   125,497   

３．長期預り保証金   28,055   28,165   

固定負債合計   3,018,867 15.0  4,546,519 20.5 1,527,652 

負債合計   9,860,335 48.9  9,430,345 42.5 △429,989 
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前事業年度 

（平成18年８月31日） 
当事業年度 

（平成19年８月31日） 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
構成比 
（％） 

金額 
構成比 
（％） 

金額 

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本         

１．資本金   1,128,500   2,066,567  938,067 

２．資本剰余金   1,495,200   2,432,864  937,664 

３．利益剰余金         

(1)利益準備金  35,525   35,525    

(2)その他利益剰余金  7,647,722 7,683,247  8,230,357 8,265,882  582,634 

４．自己株式   △1,165   △1,165   

 株主資本合計   10,305,781 51.1  12,764,149 57.5 2,458,367 

Ⅱ 評価・換算差額等         

１．その他有価証券評
価差額金 

  239 0.0  87 0.0  

評価・換算差額等合計   239 0.0  87 0.0 △152 

純資産合計   10,306,021 51.1  12,764,236 57.5 2,458,214 

負債純資産合計   20,166,357 100.0  22,194,582 100.0 2,028,224 
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(2)損益計算書 （単位：千円） 

  
前事業年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
百分比 
（％） 

金額 
百分比 
（％） 

金額 

Ⅰ 売上高   26,206,721 100.0  27,031,893 100.0 825,172 

Ⅱ 売上原価         

１．期首商品棚卸高  8,059,848   9,346,555    

２．当期商品仕入高 ※１ 14,667,548   13,626,705    

合計  22,727,397   22,973,260    

３．期末商品棚卸高  9,346,555   9,398,354    

４．他勘定振替高 ※２ 110,138 13,270,703 50.6 － 13,574,906 50.2 304,202 

売上総利益   12,936,017 49.4  13,456,987 49.8 520,969 

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

        

１．広告宣伝費  767,258   556,589    

２．配送費  21,467   18,734    

３．役員報酬  86,650   61,860    

４．給料手当  3,502,551   4,107,906    

５．賞与引当金繰入額  43,998   10,000    

６．退職給付費用  61,877   21,905    

７．福利・厚生費  254,347   274,343    

８．消耗・修繕費  642,391   528,016    

９．賃借料  3,050,097   3,589,248    

10．減価償却費  886,654   1,058,455    

11．水道光熱費  816,823   959,796    

12．租税公課  108,494   123,964    

13．その他  497,882 10,740,493 41.0 559,793 11,870,613 43.9 1,130,119 

営業利益   2,195,524 8.4  1,586,374 5.9 △609,149 

Ⅳ 営業外収益 ※１        

１．受取利息  3,911   6,276    

２．受取配当金  2,077   2,002    

３．受取手数料  55,177   5,772    

４．賃貸料  49,044   41,879    

５．為替差益  －   －    

６．雑収入  8,251   8,359    
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前事業年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
百分比 
（％） 

金額 
百分比 
（％） 

金額 

７．投資有価証券売却
益 

 106 118,567 0.4 － 64,289 0.2 △54,278 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  60,676   80,819    

２．社債利息  252   －    

３．賃借料 ※３ －   35,531    

４．雑損失  10,944   4,402    

５.株式交付費償却  －   3,523    

６．為替差損  811   1,389    

７．貸倒引当金繰入  8,570 81,255 0.3 － 125,666 0.5 44,410 

経常利益   2,232,836 8.5  1,524,997 5.6 △707,839 

Ⅵ 特別利益         

１．固定資産売却益 ※４ 564   30    

２．貸倒引当金戻入益  －   302    

３．保険差益  21,690 22,254 0.1 － 333 0.0 △21,921 

Ⅵ 特別損失         

１．固定資産除却損 ※５ 39,319   11,280    

２．減損損失 ※６ 22,755   40,121    

３．火災による損失  6,658   －    

４．役員退職慰労金  － 68,734 0.3 22,775 74,177 0.3 5,442 

税引前当期純利
益 

  2,186,356 8.3  1,451,153 5.4 △735,203 

法人税、住民税及
び事業税 

 1,142,969   736,328    

法人税等調整額  △45,929 1,097,040 4.2 14,031 750,359 2.8 △346,681 

当期純利益   1,089,316 4.2  700,793 2.6 △388,522 
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(3)株主資本等変動計算書 

前事業年度(自 平成17年9月１日 至 平成18年8月31日)  

株主資本 

利益剰余金 

その他の利益剰余金 

 

資本金 
資本剰余
金 

利益準備

金 
特別償却
準備金 

別途積立
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17年8月31

日 残高 

(千円) 

1,128,500 1,495,200 35,525 36,687 5,700,000 938,245 6,710,458 △1,165 9,332,993 

事業年度中の

変動額 
         

特別償却準備

金の繰入れ

（注） 

   10,767  △10,767    

特別償却準備

金の取崩し

（注） 

   △7,656  7,656    

別途積立金の

積立て（注） 
    700,000 △700,000    

剰余金の配当

（注） 
     △94,527 △94,527  △94,527 

役員賞与（注）      △22,000 △22,000  △22,000 
当期純利益      1,089,316 1,089,316  1,089,316 

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

変動額の合計 

(千円) 

－ － － 3,110 700,000 269,678 972,789 － 972,789 

平成18年8月31

日 残高 

(千円) 

1,128,500 1,495,200 35,525 39,798 6,400,000 1,207,923 7,683,247 △1,165 10,305,781 

 
評価・換算差額等  

その他有価証券評

価差額金 

純資産合計 

平成17年8月31

日 残高 

(千円) 

△261 9,332,731 

事業年度中の

変動額 
  

特別償却準備

金の繰入れ

（注） 

  

特別償却準備

金の取崩し

（注） 

  

別途積立金の

積立て（注） 
  

剰余金の配当

（注） 
 △94,527 

役員賞与（注）  △22,000 

当期純利益  1,089,316 
株主資本以外

の項目の事業

年度中の変動

額（純額） 

500 500 

事業年度中の

変動額の合計 

(千円) 
500 973,289 

平成18年8月31

日 残高 

(千円) 
239 10,306,021 

（注）平成17年11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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当事業年度(自 平成18年9月１日 至 平成19年8月31日)  

株主資本 

利益剰余金 

その他の利益剰余金 

 

資本金 
資本剰余
金 

利益準備

金 
特別償却
準備金 

別途積立
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8月31

日 残高 

(千円) 

1,128,500 1,495,200 35,525 39,798 6,400,000 1,207,923 7,683,247 △1,165 10,305,781 

事業年度中の

変動額 
         

新株の発行 938,067 937,664       1,875,732 
特別償却準備

金の繰入れ 
   6,473  △6,473    

特別償却準備

金の取崩し 
   △9,810  9,810    

別途積立金の

積立て 
    950,000 △950,000    

剰余金の配当      △118,158 △118,158  △118,158 
当期純利益      700,793 700,793  700,793 

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

変動額の合計 

(千円) 

938,067 937,664 － △3,336 950,000 △364,028 582,634 － 2,458,367 

平成19年8月31

日 残高 

(千円) 

2,066,567 2,432,864 35,525 36,461 7,350,000 843,895 8,265,882 △1,165 12,764,149 

 
評価・換算差額等  

その他有価証券評

価差額金 

純資産合計 

平成18年8月31

日 残高 

(千円) 

239 10,306,021 

事業年度中の

変動額 
  

新株の発行  1,875,732 
特別償却準備

金の繰入れ 
  

特別償却準備

金の取崩し 
  

別途積立金の

積立て 
  

剰余金の配当  △118,158 
当期純利益  700,793 
株主資本以外

の項目の事業

年度中の変動

額（純額） 

△152 △152 

事業年度中の

変動額の合計 

(千円) 
△152 2,458,214 

平成19年8月31

日 残高 

(千円) 
87 12,764,236 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

(1）子会社株式 (1）子会社株式 １．有価証券の評価基準及び評価

方法 移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

同左 

 (2）その他有価証券 (2)その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。 

同左 

商品 商品 ２．たな卸資産の評価基準及び評

価方法 売価還元法による原価法を採用しておりま

す。 

同左 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方法 

定率法（ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除く）につ

いては定額法）を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物  ３～39年 

什器備品 ２～10年 

同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

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）

に基づいております。 

同左 

４.繰延資産の処理方法 ───── 株式交付費 

 支払時から３年間で定額法により償却して

おります。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦

通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。 

同左 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (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て回収不能見込

額を計上しております。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額の当事業年度負担額を計上してお

ります。 

同左 

 (3）退職給付引当金 (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に基づき計

上しております。 

（追加情報） 

退職給付債務の算定方法については、

従来、簡便法（自己都合要支給額を退職

給付債務とする方法）を採用しておりま

したが、従業員数の増加に伴い、当事業

年度から原則法により計算する方法に

変更しております。 

この変更に伴い、簡便法によった場合

と比べ、営業利益、経常利益、及び税引

前当期純利益は48,642千円減少しており

ます。 

同左 

 

 

───── 

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 特例処理の要件を満たしている金利スワ

ップについて特例処理によっておりま

す。 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 （ヘッジ手段） 同左 

 金利スワップ  

 （ヘッジ対象）  

 借入金利息  

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する目的

で金利スワップ取引を行っております。 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理によっている金利スワップにつ

いては、有効性の判定を省略しておりま

す。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 ８．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 消費税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。 

同左 

   

 

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「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4,799

千円増加し、税引前当期純利益は13,237千円減少しております。 

 なお減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しております。 

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月9日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、10,306,021千円でありま

す。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照

表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則により作成して

おります。 

───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(減価償却方法の変更) 

当事業年度より、法人税法の改正((所得税法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

る法令 平成19年３月30日 政令第83号))に従い、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産の減価償却方法については、改正後の法

人税法に基づく方法に変更しております。これにより営業利益、経常

利益および税引前当期純利益は9,117千円減少しております。 
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追加情報 
前事業年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

───── (店舗における自動販売機の設置に係る受取手数料の計上区分) 

 従来、店舗における自動販売機の設置に係る受取手数料は、営

業外収益の「受取手数料」に含めて処理しておりましたが、当事

業年度より売上高に含めて計上しております。これにより、従来

と同一の方法によった場合と比べ、売上高、売上総利益および営

業利益はそれぞれ54,410千円多く計上されております。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年８月31日） 

当事業年度 
（平成19年８月31日） 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次の通

りであります。 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次の通

りであります。 

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 
   

建物 109,729千円

土地 1,130,268 

計 1,239,998 
 

 
建物 103,422千円

土地 1,130,268 

計 1,233,690 
  

(2)上記に対応する債務 (2)上記に対応する債務 
   

長期借入金 1,300,000千円 

計 1,300,000 
 

 
長期借入金 1,300,000千円

計 1,300,000 
  

※２．関係会社に係る注記 ※２．関係会社に係る注記 

区分掲記した以外で各科目に含まれているものは次の

通りであります。 

区分掲記した以外で各科目に含まれているものは次の

通りであります。 

買掛金 152,310千円
 

買掛金 156,054千円 
 

 ３．偶発債務  ３．偶発債務 

関係会社の金融機関からの借入金に対する保証 関係会社の金融機関からの借入金に対する保証 
    ㈱商研 210,000千円 ㈱商研 210,000千円

  
４． 当社においては、設備資金の効率的な調達を行うため、取引銀

行５行と協調融資方式による当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の

借入未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 
3,000,000千円  

借入実行残高 1,000,000千円  

差引額 2,000,000千円  
 

───── 

  
  
 

 



 

 46

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記 

各科目に含まれている関係会社に対するものは次のと

おりであります。 

各科目に含まれている関係会社に対するものは次のと

おりであります。 
   

関係会社からの仕入高 3,724,300千円

関係会社からの営業外収益 2,000 
 

 
関係会社からの仕入高 3,081,994千円

関係会社からの営業外収益 2,000 
  

※２．他勘定振替高は、当事業年度において火災が２件発生し

たことによる火災による損失への振替高であります。な

お、当該火災に伴う受取保険金は、それぞれ火災による

損失から控除し、受け取り保険金が損失額を上回った１

件については、その差額を保険差金として計上しており

ます。 

――――― 

――――― ※３．賃借料 

（追加情報） 

  従来、転貸店舗に係る賃借料は、販売費及び一般管理費の「賃借

料」に含めておりましたが、当事業年度より、営業外費用の「賃借

料」として計上しております。これにより、従来と同一の方法によ

った場合と比べ、営業利益は、35,531千円多く計上されております。 

※４．固定資産売却益の内訳 ※４．固定資産売却益の内訳 

 車両運搬具 564千円  車両運搬具 30千円 

※５．固定資産除却損の内訳 ※５．固定資産除却損の内訳 

建物 24,725千円

構築物 436 

什器備品 11,832 

長期前払費用 2,325 

計 39,319 
 

建物 7,421千円

構築物 2,100 

車両運搬具 289 

什器備品 1,195 

長期前払費用 273 

計 11,280 
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前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

※６．減損損失 

当社はキャッシュ･フローを生み出す最小単位について、各店

舗及び賃貸資産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る資産グルー

プについて減損を認識し、各々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(22,755千円)として計上しまし

た。 

※６．減損損失 

当社はキャッシュ･フローを生み出す最小単位について、各店

舗及び賃貸資産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る資産グルー

プについて減損を認識し、各々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(40,121千円)として計上しまし

た。 

場 所 用 途 種 類 減損損失(千円) 

福岡県 
店舗 

(2店) 

建物、構築物、

什器備品、長

期前払費用 

17,678 

静岡県 
店舗 

(1店) 

建物、什器備

品 
5,077 

 
 減損損失の内訳は以下のとおりであります。 

 
科 目 金 額 (千円) 

建物 10,207 

構築物 575 

什器備品 11,457 

長期前払費用 514 

 なお、当該資産グループの回収可能性価格は、使用価 

 値により測定しており、将来キャッシュ・フローを  

 5.7%で割り引いて算定しております。 
 

場 所 用 途 種 類 減損損失(千円) 

大阪府 
店舗 

(2店) 

建物、構築物、

什器備品、長

期前払費用 

19,785 

香川県 
店舗 

(1店) 

建物、什器備

品、長期前払

費用 

10,360 

福岡県 
店舗 

(1店) 

建物、什器備

品、長期前払

費用 

9,974 

 
 減損損失の内訳は以下のとおりであります。 

 
科 目 金 額 (千円) 

建物 15,844 

構築物 586 

什器備品 20,082 

長期前払費用 3,607 

 なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価値によ

り測定しておりますが、使用価値がマイナスのため回収可能価

額を零として評価しております。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

 

 前事業年度（自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日） 

 自己株式の種類および株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 

株式数（株） 

当事業年度増加 

株式数（株） 

当事業年度減少 

株式数（株） 

当事業年度末 

株式数（株） 

普通株式（注） 950 950 ― 1,900 

合計 950 950 ― 1,900 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加950株は、株式分割によるものであります。 

 

 当事業年度（自 平成18年９月１日 至 平成19年８月31日） 

 自己株式の種類および株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 

株式数（株） 

当事業年度増加 

株式数（株） 

当事業年度減少 

株式数（株） 

当事業年度末 

株式数（株） 

普通株式 1,900 ― ― 1,900 

合計 1,900 ― ― 1,900 

 

 

（リース取引関係） 

前事業年度 
（平成18年８月31日） 

当事業年度 
（平成19年８月31日） 

オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料 未経過リース料 
 
１年内 108,582千円 

１年超 427,284 

合計 535,867  
 

 
１年内 111,462千円

１年超 355,906 

合計 467,369 
  

 

（有価証券関係） 

 前事業年度（自平成17年９月１日 至平成18年８月31日）及び当事業年度（自平成18年９月１日 至平成

19年８月31日）における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。 
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（税効果会計関係） 

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 

    （単位：千円）

  
前事業年度 

（平成18年８月31日） 
 

当事業年度 
（平成19年８月31日） 

 繰延税金資産      

 賞与引当金  17,396   3,954 

 未払事業税  49,659   18,699 

 退職給付引当金  40,960   49,621 

 未払法定福利費  5,080   3,352 

 貸倒引当金  1,577   2,235 

 減損損失  5,234   14,985 

 減価償却超過額  3,363   2,259 

 その他  4,039   11,894 

 繰延税金資産合計  127,310   107,003 

       

 繰延税金負債      

 特別償却準備金  24,021   16,724 

 その他  1,694   2,616 

 繰延税金負債合計  25,716   19,341 

 繰延税金資産の純額  101,593   87,662 

 

 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

    （単位：千円）

  
前事業年度 

（平成18年８月31日） 
 

当事業年度 
（平成19年８月31日） 

 流動資産－繰延税金資産  76,202   36,955 

 固定資産－繰延税金資産  25,391   50,706 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目の内訳 

    （単位：％）

  
前事業年度 

（平成18年８月31日） 
 

当事業年度 
（平成19年８月31日） 

 法定実効税率  39.5   39.5 

 （調整）      

 留保金課税  4.2   2.1 

 住民税均等割  4.9   9.0 

 その他  1.6   1.1 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率  50.2   51.7 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

 

１株当たり純資産額 1,090.27円 

１株当たり当期純利益 115.23円 
 

 

１株当たり純資産額 1,244.24円 

１株当たり当期純利益 69.42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、

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金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

  

（注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

当期純利益（千円） 1,089,316 700,793 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,089,316 700,793 

期中平均株式数（千株） 9,452 10,094 
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（重要な後発事象） 
前事業年度 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日） 

（１） 公募による新株発行 

 平成18年10月30日開催の取締役会決議に基づき以

下のとおり新株式を発行いたしました。 

 ① 募集等の方法 

 一般募集 

 ② 発行する株式の種類及び数、発行価格、払込 

 金額、発行価格の総額、払込金額の総額、発行 

 価額のうち資本へ組み入れる額 

 種類及び数 普通株式 800,000株 

 発行価額  １株につき2,454円 

 払込金額   １株につき2,327.5円 

 発行価格の総額 1,963,200千円 

 払込金額の総額 1,862,000千円 

 発行価額のうち資本に組み入れる額 

  １株につき1,164円 

――――― 

 ③ 払込期日 平成18年11月14日  
④ 資金の使途 出店資金、出店準備に伴う経費及び
出店初期の商品仕入資金に充当する予定であり
ます。 

 

（２） 第三者割当による新株発行 
 平成18年10月30日開催の取締役会において、オー 
 バーアロットメントによる当社株式の売出し（野村 
 證券株式会社が当社株主から借り受ける当社普通株 
 式100,000株（上限）の売出し）に関連する第三者 
 割当増資を行うことを決議いたしました。なお、 
 オーバーアロットメントによる売出し株数は、株式 
 の需要状況により減少し、又は、売出しそのものが 
 全く行われない場合があります。 

――――― 

 第三者割当による新株発行の条件は以下のとおり 
 です。 

 

 ① 発行新株式数 100,000株  
 ② 払込期日 平成18年12月12日  
 ③ 割当先 野村證券株式会社  
 ④ 資金の使途 出店資金、出店準備に伴う経費及び

出店初期の商品仕入資金に充当する予定であり 
ます。 
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８．役員の異動 

 

①代表者の移動（平成19年11月28日付） 

新役職名   氏名 旧役職名 

 代表取締役社長 小 楠 昭 彦 経営企画室長 

 代表取締役付の変更は、第31回定時株主総会で取締役に選任されることを条件として、その後

の取締役会にて決定される予定です。 

  

②その他の役員の異動 

・新任取締役候補（平成19年11月28日付） 

 取締役  小 楠 昭 彦 （現 経営企画室長） 

取締役 妻 鹿 敏 明 （現 当社常勤監査役） 

 

・新任監査役候補（平成19年11月28日付） 

 常勤監査役 粂 田 弘 司 （現 当社取締役） 

 補欠監査役 内 山 聖 人 （株式会社白木屋 代表取締役社長）  

 

・退任予定取締役（平成19年11月28日付） 

 代表取締役社長 久留米 唯 人  

 取締役 粂 田 弘 司 

 

・退任予定監査役（平成19年11月28日付） 

 常勤監査役 妻 鹿 敏 明  

 


