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１．平成19年８月期の業績（平成18年９月１日～平成19年８月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月期 5,101 29.5 679 △1.5 673 △0.2 387 2.6

18年８月期 3,940 36.6 690 19.0 674 18.0 377 31.8

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

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年８月期 18 93 － － 18.3 24.2 13.3

18年８月期 40 61 － － 27.8 33.5 17.5

（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

（注）　平成19年３月１日付で普通株式１株を２株に分割しております。株式分割が前期首に行われたものと仮定した場合の平成18年８月の

　　　　１株当たり当期純利益は、20円30銭であります。

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年８月期 2,918 2,268 77.7 110 75

18年８月期 2,641 1,962 74.3 191 63

（参考）自己資本 19年８月期 2,268百万円 18年８月期 1,962百万円

 （注）　平成19年３月１日付で普通株式１株を２株に分割しております。株式分割が前期首に行われたものと仮定した場合の平成18年８月期の

　　　　 １株当たり純資産は、95円82銭であります。

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年８月期 205 △433 △168 668

18年８月期 356 △401 689 1,054

２．配当の状況

 １株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年８月期 － － 8 00 8 00 81 19.7 4.5

19年８月期 － － 4 50 4 50 92 23.8 4.4

20年８月期（予想） － － 5 00 5 00                102 21.8 4.2

 （注）　平成19年３月１日付で普通株式１株を２株に分割しております。株式分割が前期首に行われたものと仮定した場合の平成18年８月期の

　　　　１株当たり期末配当（年間配当）は、4円00銭であります。

３．平成20年８月期の業績予想（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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 3,323 44.2 356 26.0 350 26.8 188 24.0 9 18

通期 7,300 43.1 862 26.8 850 26.2 470 21.2 22 95
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、20ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年８月期 20,480,000株 18年８月期 10,240,000株

②　期末自己株式数 19年８月期 ―株 18年８月期 ―株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意)

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な原因により予想と大きく異なる可能性があります。

　なお、業績予想については、３ページ「１．経営成績　(1)経営成績に関する分析」をご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当事業年度のわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加に伴い、緩やかな回復を続けてまいりました。また、

雇用情勢は着実に改善してはいるものの依然として厳しさが残り、個人消費の力強い回復にまでは至りませんでした。

　このような経営環境の中、アイウエア関連事業の積極的な拡大と、雑貨関連事業のSPA体制の確立を重点課題として

取組んでまいりました。　

　その結果、当事業年度の売上高は5,101,565千円（前期比29.5%増）と前期に引続き大幅な増収を達成いたしました。

当初売上高予想に対し2.0%増となりましたが、修正後の売上高予想に対しては僅かながら（0.9%）未達となりまし

た。

　一方、積極的な店舗展開による人件費等販売管理費の増加や雑貨関連事業再構築に伴う雑貨卸事業の縮小等に伴い、

営業利益679,768千円（前期比△1.5%）、経常利益673,340千円（前期比△0.2%）と、収益面ではほぼ前期並みの水準

に止まり、修正後の経常利益予想に対し3.8%の未達という結果となりました。

〈アイウエア関連事業〉

  アイウエア関連事業に関しましては、デザイナー・マーチャンダイザーの育成に注力し、オリジナルモデルの強化

をはじめ、企画力・提案力の充実を図るとともに、海外工場との連携強化による品質の向上に取組んでまいりまし

た。

　一方で、人材教育の充実を推進し、前期のほぼ倍増にあたる13店舗の新規出店（移転のための閉鎖１店舗あり、純

増12店舗）を実施いたしました。また、従来の広域型ショッピングセンターへの出店に加え、駅ナカ、路面、駅ビル

などの立地や、メンズ雑貨を隣接した店舗など、多様な立地・業態への対応、開発を行いました。

　その他、前橋店の改装、及び佐野店に併設したカフェの開設を行うなど、積極的にアイウエア関連事業の拡大に努

めてまいりました。

　以上の結果、アイウエア関連事業の売上高は3,839,944千円（前期比42.3%増）となり、大幅な増収を達成いたしま

した。

〈雑貨関連事業〉

  雑貨関連事業につきましては、SPA体制への早期転換を目指し、自社商品の企画・開発を優先的に行ったことにより、

卸部門売上高は770,919千円（前期比△24.2%）と減少いたしました。一方、小売部門ではスクラップ・アンド・ビル

ドを推進し、５店舗の出店（うち２店舗はメンズ雑貨ショップ）と不採算店２店舗の閉鎖を行った結果、小売部門売

上高は490,701千円（前期比119.2%増）と大幅増収を達成し、雑貨関連事業全体の売上高は1,261,621千円（前期比1.7%

増）となりました。

　なお、これまで雑貨関連事業の重点課題として取組んでおりましたSPA体制確立につきましては、当事業年度下期よ

り、既存店売上高の堅調な推移や、店舗段階での採算性の向上等顕著となり、一定の目処がついたものと認識してお

ります。

 

　次期の見通しにつきましては、原油価格の動向等不透明な要因はあるものの、企業部門の好調さが持続し、引き続

き景気は緩やかに回復するものと予測しております。

　また、眼鏡業界におきましては、業態の多様化や価格競争の激化等が一層進行し、競合環境はより厳しくなるもの

と推定しております。一方で、若年層を中心とした「眼鏡のファッション化」は着実にその裾野を拡大し、国内小売

市場に占めるファッションアイウエア市場（眼鏡をファッションとして捉え低価格均一ショップ等で購入する顧客層）

は底堅く成長していくものと予測しております。

　このような経営環境下で、出店政策については広域型ショッピングセンターへの出店を中核に据え、引き続き積極

的な店舗展開を継続するとともに、計画的なスクラップ・アンド・ビルドを推進し、店舗の効率化と活性化の実現を

目指してまいります。また、雑貨関連事業のSPA体制の確立に一定の目処がついたことに伴い、アイウエアと雑貨（レ

ディス雑貨及びメンズ雑貨）を融合させた複合業態店舗の展開を推進し、他社との一層の差別化と店舗オペレーショ

ンの効率化を実行してまいります。

　なお、従前に引き続き、デザイン性や品質の向上に努めるとともに、今後の出店に備えた人材育成のスピード化を

実現するため、研修制度の改革と充実に向け注力してまいります。

　以上により、平成20年８月期の通期業績予想を、売上高7,300,000千円（前期比43.1%増）、営業利益862,000千円

（26.8%増）、経常利益850,000千円（26.2%増）としております。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

（イ）資産

　流動資産は、業容拡大に伴う売掛金、商品等が増加する一方で、現預金の減少等により、前事業年度末に比べて0.4%

減少し、1,743,136千円となりました。
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　固定資産は、新規出店に伴う建物、工具器具及び備品等有形固定資産、及び敷金保証金等の増加により、前事業年

度末と比べて32.9%増加し、1,167,030千円となりました。

　繰延資産は、株式交付費の償却により、前事業年度末に比べて34.3%減少し、8,353千円となりました。

  以上により、総資産は、前事業年度末に比べて10.5%増加し、2,918,519千円となりました。

 (ロ）負債

　流動負債は、短期借入金の減少がありましたが、業容拡大に伴う買掛金、未払費用等の増加により、前事業年度末

に比べ0.5%増加し、621,705千円となりました。

　固定負債は、長期未払金の減少により、前事業年度に比べ52.5%減少し、28,661千円となりました。

　以上により、負債合計は、前事業年度末に比べ4.2%減少し、650,366千円となりました。

（ハ）純資産

　純資産合計は、当期純利益の増加により、前事業年度末に比べ15.6%増加し、2,268,152千円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当事業年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により205,333千円の増加、投資活動により433,565千円の

減少、財務活動で168,494千円減少し、現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、396,725千円減少いたし

ました。

　なお、平成19年６月１日付で子会社の株式会社ジャストコミュニケーションズを吸収合併し、10,712千円の資金を

受入れております。

　この結果、当事業年度末における資金の残高は668,005千円となり、前事業年度末の資金残高1,054,018千円に比べ

386,013千円減少しております。

　当事業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以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  当事業年度における営業活動によって得られた資金は205,333千円となりました。税引前当期純利益で682,123千円、

減価償却費で107,354千円、未払費用の増加で63,604千円の資金が増加いたしましたが、業容の拡大にともなう売上債

権、及びたな卸資産の増加により342,585千円、法人税等支払いにより304,742千円の資金が減少いたしました。この

結果、営業活動によって得られた資金は、前事業年度の356,248千円に比べ150,914千円減少いたしました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  当事業年度における投資活動によって使用した資金は433,565千円となりました。主な要因としては、店舗の出店等

に伴う有形固定資産の取得による支出270,001千円、敷金保証金等の支払いによる支出168,068千円等であります。こ

の結果、投資活動によって使用した資金は、前事業年度の401,613千円に比べ31,951千円増加いたしました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  当事業年度における財務活動によって使用した資金は168,494千円となりました。要因は、短期借入金、割賦未払金

の弁済による支出86,856千円、配当金の支払いによる支出81,637千円であります。この結果、財務活動によるキャッ

シュ・フローは、前事業年度の689,023千円の増加に比べ857,517千円減少いたしました。

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

 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(%) 54.4 74.3 77.7

時価ベースの自己資本比率(%) － 430.3 242.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%) 70.7 41.7 29.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 71.2 52.5 141.9

 　　　　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 

 

    （注）１　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行株式総数により算出しております。なお、平成17年８月期に

　　　　　　　つきましては、非上場であり市場価格が存在しないことから、時価ベースの自己資本比率を記載してお

　　　　　　　りません。　

    （注）２  有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象とし

　　　　　　  ております。 
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 　 （注）３  営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動による

　　　　　　　キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

 　　　

 

(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、中長期的な株主価値の増大を最重点課題と認識し、将来の事業展開に備えた適切な内部留保の充実と、株

主の皆様への継続的かつ安定的な配当を実現していくことを基本方針とし、配当性向20%を目処に配当を実施しており

ます。

　なお、当期配当につきましては、１株当たり4.5円（配当性向23.8%）、次期配当につきましては0.5円増配し１株当

たり5.0円（予定配当性向21.8%）を予定しております。
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２．企業の状況
　当社の事業は、アイウエア関連事業と雑貨関連事業とに大別され、アイウエア関連事業は、アイウエア（眼鏡、サン

グラス、その他眼鏡周辺商品）の企画から小売までを一貫して行うSPA体制（後記「用語の説明」注をご参照ください。）

を主体に、一部卸売りとアイウエアショップに併設した店舗でカフェ事業を行っております。

　雑貨関連事業では、バック・帽子・アクセサリー等の服飾雑貨の企画、製造（委託）、卸を主たる業務としておりま

したが、近年では直営店舗の展開を加速し、小売売上高の比率が上昇しております。また、当事業年度より、これまで

のレディス雑貨に加えメンズ雑貨の直営店舗も開設し、顧客層の拡充を図っております。
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直営店におけるアイウエア販売 

直営店における雑貨販売 

用語の説明

（注）SPA

　「Speciality store retailer of Private label Apparel」の略で、企画・生産・流通・販売までを一貫して行い、

メーカーと小売業の２つの機能を併せもつ自己完結型の業態で、製造小売業とも呼ばれております。SPA業態は、わが

国では1990年代半ばから急速に広がり、現在ではアパレル企業だけでなく、小売業にも定着し、またSPAの対象も婦人

服からインナーや靴下、雑貨などへも広がりを見せております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、「ライフスタイルクリエーションカンパニー」をコンセプトとし、ファッションを切り口にして既存のビ

ジネスの革新を行い、新しい価値、新しいライフスタイル、新しいビジネスを創造することを事業領域としておりま

す。

　また、新たに経営ビジョンとして『創造・挑戦・変化』を掲げ、時代の要請に迅速に適応するため、創造力、変化

対応力を向上させ、持続的な成長を実現していこう、というメッセージを明確にいたしました。　

 なお、当社も社会を構成する一員であり、社会の信頼と評価を得られなければ持続的な成長はあり得ないとの観点か

ら、法律や規則を遵守し、社会的な要請に対しても適切な調和を図り、高い規律と倫理観を持ち続け、誠実な経営を

行うことを重要な指針としております。

(2）目標とする経営指標

　当社は企画から販売までを一貫して行うSPA体制を確立していることから、高い収益性を維持強化するため「売上高

経常利益率」を重要な目標指標としております。

  また、株主資本の効率性を重視する観点から「ROE（株主資本利益率）」も重要な目標指標として取組んでおります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　これまで、雑貨関連事業のSPA体制確立に向け、事業の再構築に注力してまいりましたが、当事業年度下期よりその

成果が顕在化してまいりました。そこで、今後はアイウエアと雑貨（レディス雑貨及びメンズ雑貨）を融合させた複

合業態の開発を行い、アイウエアをファッションアイテムとして更に明確に位置づけ、競合他社との差別化を推進し、

ファッションアイウエア市場でのオンリーワンを目指してまいります。

  また、アイウエア市場におけるシニアマーケットへの進出も視野に入れ、これまでのヤングマーケット主体のファッ

ションアイウエア市場でのシェア拡大に加え、アイウエア市場全体の中での認知度の向上も図ってまいります。

(4）会社の対処すべき課題

  当社の中長期的な経営戦略達成のための対処すべき課題は以下のとおりであります。

①当社は、眼鏡小売業界の中で「ファッションアイテムとしてのアイウエアライフスタイルの提案企業」として独自

領域を確立し、「JIN'S」のブランドロイヤリティーを高め、競合他社との差別化を徹底的に推進していくことが重要

な課題であると認識しております。

　そこで、今後とも引き続き、企画開発部門の人材の育成や増員に加え、外部資源の有効活用も促進し、企画力・デ

ザイン力の向上を図るとともに、協力工場の開拓や指導を通じて商品の品質向上を継続的に推進してまいります。

②人材の確保及び育成

　当社成長の原動力は、アイウエアショップ、及びアイウエアと雑貨との複合ショップの出店にありますが、出店を

可能とするための人材の確保と育成、更には育成のスピード化が重要な課題であると認識しております。

　今後とも、新規採用の拡充や中途採用の強化とともに、社内研修制度の改革と充実に取組み、出店に見合った人材

の計画的な確保に努めてまいります。

③雑貨関連事業のSPA体制の強化

　これまで推進してきた雑貨関連事業のSPA体制確立に向けた事業の再構築が、当事業年度に一定の成果が見られたこ

とに伴い、今後は一層自社商品の供給能力拡充に努め、小売のノウハウを蓄積してまいります。

④経営管理機能の充実

　当社の今後のビジネスを展開していく上で、全社的な戦略の構築、内部統制の充実、予算統制等経営管理機能全般

の充実・強化は極めて重要な課題であると認識しております。

　そのためには、当社管理者の自己啓発の促進、外部セミナー等への参加による能力向上に加え、外部からの人材登

用も積極的に推進してまいります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
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）
比較増減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 金額（千円）

（資産の部）          

Ⅰ　流動資産          

１　現金及び預金   1,057,620   668,005   △389,615

２　受取手形   2,613   1,181   △1,432

３　売掛金   364,562   459,048   94,486

４　商品   261,682   509,104   247,422

５　貯蔵品   18,242   22,043   3,801

６　前渡金   3,362   11,569   8,207

７　前払費用   20,724   31,875   11,151

８　繰延税金資産   19,476   32,315   12,839

９　仮払金   287   －   △287

10　その他   4,973   8,267   3,293

貸倒引当金   △3,066   △276   2,790

流動資産合計   1,750,479 66.3  1,743,136 59.7  △7,343

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産          

(1）建物  572,160   783,816   211,655  

減価償却累計額  92,153 480,007  153,304 630,511  △61,150 150,504

(2）構築物  39,899   39,899   －  

減価償却累計額  12,673 27,226  17,741 22,157  △5,068 △5,068

(3）機械及び装置  1,391   1,589   197  

減価償却累計額  742 649  950 639  △208 △10

(4）車両運搬具  2,278   3,040   761  

減価償却累計額  2,003 275  2,807 233  △803 △41

(5）工具器具及び備品  122,651   160,903   38,251  

減価償却累計額  56,716 65,935  82,570 78,332  △25,854 12,397

(6）土地   14,454   14,454   －

(7）建設仮勘定   12,021   1,177   △10,844

有形固定資産合計   600,569 22.7  747,506 25.6  146,937
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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）
比較増減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 金額（千円）

２　無形固定資産          

(1）商標権   557   3,694   3,136

(2）ソフトウェア   1,916   9,200   7,284

(3）電話加入権   683   683   －

無形固定資産合計   3,157 0.1  13,578 0.5  10,420

３　投資その他の資産          

(1）関係会社株式   3,000   －   △3,000

(2）出資金   3,070   3,060   △10

(3）長期貸付金   26,208   23,652   △2,556

(4）破産更生債権等   525   404   △121

(5）長期前払費用   5,348   5,857   508

(6）繰延税金資産   64   －   △64

(7）敷金保証金   236,448   373,132   136,684

貸倒引当金   △161   △161   －

投資その他の資産合
計

  274,504 10.4  405,944 13.9  131,440

固定資産合計   878,231 33.2  1,167,030 40.0  288,798

Ⅲ　繰延資産          

１　株式交付費   12,711   8,353   △4,358

繰延資産合計   12,711 0.5  8,353 0.3  △4,358

資産合計   2,641,422 100.0  2,918,519 100.0  277,096
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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）
比較増減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 金額（千円）

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

１　買掛金   131,158   141,687   10,528

２　短期借入金   56,586   －   △56,586

３　未払金   69,252   63,393   △5,858

４　未払費用   164,109   192,612   28,502

５　未払法人税等   172,209   187,165   14,956

６　未払消費税等   21,089   32,062   10,973

７　前受金   358   127   △231

８　預り金   3,855   4,372   517

９　前受収益   105   －   △105

10　その他   －   282   282

流動負債合計   618,725 23.4  621,705 21.3  2,979

Ⅱ　固定負債          

１　長期未払金   60,378   28,661   △31,716

固定負債合計   60,378 2.3  28,661 1.0  △31,716

負債合計   679,103 25.7  650,366 22.3  △28,737
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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）
比較増減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 金額（千円）

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

１　資本金   518,500 19.6  518,500 17.7  －

２　資本剰余金          

(1）資本準備金  473,500   473,500   －  

(2）その他資本剰余金  22,000   22,000   －  

資本剰余金合計   495,500 18.8  495,500 17.0  －

３　利益剰余金          

(1）利益準備金  8,279   8,279   －  

(2）その他利益剰余金          

別途積立金  60,000   60,000   －  

繰越利益剰余金  880,039   1,185,873   305,833  

利益剰余金合計   948,319 35.9  1,254,152 43.0  305,833

株主資本合計   1,962,319 74.3  2,268,152 77.7  305,833

純資産合計   1,962,319 74.3  2,268,152 77.7  305,833

負債純資産合計   2,641,422 100.0  2,918,519 100.0  277,096
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

 比較増減

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

 金額（千円）

Ⅰ　売上高   3,940,258 100.0  5,101,565 100.0  1,161,306

Ⅱ　売上原価 ※１         

１　期首商品たな卸高  137,538   261,682   124,144  

２　当期商品仕入高  1,454,411   1,830,270   375,859  

合計  1,591,949   2,091,952   500,003  

３　期末商品たな卸高  261,682 1,330,266 33.8 509,104 1,582,847 31.0 247,422 252,580

売上総利益   2,609,991 66.2  3,518,717 69.0  908,726

Ⅲ　販売費及び一般管理費          

１　旅費交通費  71,231   83,949   12,718  

２　広告宣伝費  59,837   81,686   21,849  

３　荷造運搬費  31,940   42,849   10,908  

４　販売促進費  31,890   41,630   9,740  

５　支払リース料  76,015   140,046   64,031  

６　給与手当  706,351   1,086,321   379,970  

７　役員報酬  101,400   91,770   △9,630  

８　法定福利費  87,320   123,332   36,011  

９　減価償却費  72,100   107,354   35,253  

10　地代家賃  369,678   571,683   202,004  

11　備品消耗品費  87,521   129,779   42,257  

12　支払手数料  92,971   180,896   87,924  

13　水道光熱費  29,003   41,843   12,839  

14　租税公課  18,891   19,154   262  

15　その他  83,702 1,919,858 48.7 96,651 2,838,948 55.7 12,949 919,090

営業利益   690,133 17.5  679,768 13.3  △10,364
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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）

 比較増減

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

 金額（千円）

Ⅳ　営業外収益          

１　受取利息  475   1,136   660  

２　有価証券利息  －   90   90  

３　受取配当金  308   0   △308  

４　受取賃貸料 ※２ 1,135   1,185   50  

５　保険解約返戻金  6,509   843   △5,665  

６　受取補償金  －   970   970  

７　受取手数料  －   622   622  

８　その他  584 9,013 0.2 810 5,659 0.1 226 △3,353

Ⅴ　営業外費用          

１　支払利息  8,478   1,447   △7,030  

２　株式交付費償却  363   4,358   3,995  

３　為替差損  2,373   5,785   3,412  

４　上場関連手数料  12,750   －   △12,750  

５　その他  263 24,227 0.6 496 12,087 0.2 233 △12,139

経常利益   674,919 17.1  673,340 13.2  △1,578

Ⅵ　特別利益          

１　前期損益修正益  2,241   －   △2,241  

２　固定資産売却益 ※３ 1,696   －   △1,696  

３　貸倒引当金戻入益  8,667   2,790   △5,877  

４　抱合株式消滅差益  － 12,605 0.3 9,199 11,989 0.2 9,199 △616

Ⅶ　特別損失          

１　固定資産売却損 ※４ －   214   214  

２　固定資産除却損 ※５ 4,097   2,991   △1,106  

３　子会社整理損失  823 4,920 0.1 － 3,206 0.0 △823 △1,714

税引前当期純利益   682,603 17.3  682,123 13.4  △480

法人税、住民税及
び事業税

 307,896   307,144   △752  

法人税等調整額  △3,173 304,723 7.7 △12,774 294,369 5.8 △9,601 △10,353

当期純利益   377,880 9.6  387,753 7.6  9,873
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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

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成17年８月31日残高
（千円）

76,500 31,500 22,000 53,500

事業年度中の変動額     

新株の発行 442,000 442,000 442,000

剰余金の配当

当期純利益

事業年度中の変動額合計
（千円）

442,000 442,000 － 442,000

平成18年８月31日残高
（千円）

518,500 473,500 22,000 495,500

 

株主資本

純資産合計
利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成17年８月31日残高
（千円）

8,279 60,000 557,599 625,878 755,878 755,878

事業年度中の変動額       

新株の発行 884,000 884,000

剰余金の配当 △55,440 △55,440 △55,440 △55,440

当期純利益 377,880 377,880 377,880 377,880

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － 322,440 322,440 1,206,440 1,206,440

平成18年８月31日残高
（千円）

8,279 60,000 880,039 948,319 1,962,319 1,962,319
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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

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年８月31日残高
（千円）

518,500 473,500 22,000 495,500

事業年度中の変動額     

剰余金の配当

当期純利益

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － －

平成19年８月31日残高
（千円）

518,500 473,500 22,000 495,500

 

株主資本

純資産合計
利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年８月31日残高
（千円）

8,279 60,000 880,039 948,319 1,962,319 1,962,319

事業年度中の変動額       

剰余金の配当 △81,920 △81,920 △81,920 △81,920

当期純利益 387,753 387,753 387,753 387,753

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － 305,833 305,833 305,833 305,833

平成19年８月31日残高
（千円）

8,279 60,000 1,185,873 1,254,152 2,268,152 2,268,152
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

 （自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日）

当事業年度
 （自　平成18年９月１日

至　平成19年８月31日）

比較増減

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     

１　税引前当期純利益  682,603 682,123 △480

２　減価償却費  72,100 107,354 35,253

３　貸倒引当金の増減額（減少：△）  △8,667 △2,790 5,877

４　受取利息及び受取配当金  △784 △1,227 △442

５　保険解約返戻金  △6,509 － 6,509

６　支払利息  8,478 1,447 △7,030

７　株式交付費償却  363 4,358 3,995

８　上場関連手数料  12,750 － △12,750

９　固定資産売却益  △1,696 － 1,696

10　固定資産売却損  － 214 214

11　固定資産除却損  4,097 2,991 △1,106

12　抱合株式消滅差益  － △9,199 △9,199

13　子会社整理損失  823 － △823

14　前期損益修正益  △2,241 － 2,241

15　売上債権の増減額（増加：△）  △91,586 △91,399 186

16　たな卸資産の増減額（増加：△）  △132,910 △251,186 △118,276

17　その他資産の増減額（増加：△）  △2,590 △19,119 △16,529

18　仕入債務の増減額（減少：△）  45,943 10,307 △35,636

19　未払消費税の増減額（減少：△）  △11,002 10,968 21,970

20　未払費用の増減額（減少：△）  58,813 63,604 4,790

21　その他負債の増減額（減少：△）  1,279 207 △1,071

22　その他  483 1,877 1,394

小計  629,747 510,532 △119,214

23　利息及び配当金の受取額  497 989 491

24　利息の支払額  △6,780 △1,447 5,333

25　法人税等の支払額  △267,080 △304,742 △37,661

26　その他  △136 － 136

営業活動によるキャッシュ・フロー  356,248 205,333 △150,914
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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）

比較増減

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  △7,000 － 7,000

２　定期預金の払戻しによる収入  36,031 3,604 △32,426

３　有形固定資産の取得による支出  △312,254 △270,001 42,252

４　有形固定資産の売却による収入  5,091 － △5,091

５　無形固定資産の取得による支出  － △3,327 △3,327

６　貸付による支出  △22,000 － 22,000

７　貸付金の回収による収入  916 2,556 1,640

８　保険配当積立金の解約による収入  11,437 － △11,437

９　敷金保証金等の支払いによる支出  △118,063 △168,068 △50,005

10　敷金保証金等の回収による収入  4,368 － △4,368

11　その他  △140 1,671 1,811

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー  △401,613 △433,565 △31,951

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１　短期借入金の純増減額（減少：△）  △612 △56,586 △55,974

２　長期借入金の返済による支出  △84,798 － 84,798

３　割賦未払金の返済による支出  △33,414 △30,269 3,144

４　株式の発行による収入  871,288 － △871,288

５　株式上場に伴う支出  △8,000 － 8,000

６　配当金の支払額  △55,440 △81,637 △26,197

財務活動によるキャッシュ・フロー  689,023 △168,494 △857,517

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  0 0 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  643,657 △396,725 △1,040,383

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  410,360 1,054,018 643,657

Ⅶ　合併による現金及び現金同等物の受入高  ※２ － 10,712 10,712

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,054,018 668,005 △386,013
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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　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

　　移動平均法による原価法を採用して

　おります。

(1）子会社株式

同左

  ─────────

 

(2）その他有価証券

 　（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。

 　（時価のないもの）

 　　移動平均法による原価法を採用してお

　 ります。

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

　先入先出法による原価法を採用してお

ります。

(1）商品

同左

(2）貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法を採用し

ております。

(2）貯蔵品

同左

３　固定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。

　但し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（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。

(1）有形固定資産

同左

 

 

建物 ３年～50年

構築物 10年～20年

工具器具及び備品 ２年～15年

  

  

  

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　但し、ソフトウェア（自社利用分）に

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用しており

ます。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左

４　繰延資産の処理方法 株式交付費

　３年間で償却しております。

株式交付費

同左

５　引当金の計上基準 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。

貸倒引当金

同左

６　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
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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）

７　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

また、為替変動リスクのヘッジについて

振当処理の要件を満たしている場合には、

振当処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約 外貨建金銭債権債務等

同左

(3）ヘッジ方針

　為替変動リスクをヘッジするため、社

内規程に基づき、原則同一通貨建てによ

る同一期日の為替予約を行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　同一通貨建てによる同一期日の為替予

約に限定しており、その後の為替相場の

変動による相関関係は確保されているた

め、有効性の評価を省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

８　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ヶ月以内に満期日の到来する、流動性が

高く、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

期的な投資からなっております。

同左

９　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

　税抜方式によっております。

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年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）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平

成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）を適用し

ております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

────────── 　　　

 

 　　　

　

 

（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。

　なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は1,962,319

千円であります。

 

 　　　　　　　──────────

 

 

　　　　　　　　──────────

　

　

 

（有形固定資産の減価償却の方法）

　当事業年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年４月

１日以降取得の有形固定資産については、改正法人税法に

規定する償却方法により減価償却費を計上しておりま

す。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

　

　　　　　　　　──────────

　

　

 

（企業結合に係る会計基準等）

　当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」（企業会

計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企

業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　

平成17年12月27日　企業会計基準適用指針第10号）を適用

しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年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）

（貸借対照表）

 ──────────

 

 

 

（損益計算書）

　前事業年度まで区分掲記しておりました「補助金収入」

（当事業年度270千円）は、営業外収益の総額の100分の10

以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示

することにしました。

（貸借対照表）

  前事業年度において、区分掲記していた「仮払金」（当

事業年度265千円）は重要性が減少したため、当事業年度

より「その他流動資産」に含めております。

（損益計算書）

──────────

（キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「未払費用の増減

額」は前事業年度は「その他負債の増減額」に含めて表示

しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記し

ております。なお、前事業年度の「その他負債の増減額」

に含まれている「未払費用の増減額」は22,549千円であり

ます。

 （キャッシュ・フロー計算書）

　前事業年度において、区分掲記していた営業活動による

キャッシュ・フローの「保険解約返戻金」（当事業年度△

843千円）は重要性が減少したため、当事業年度より「そ

の他」に含めております。

　前事業年度において、区分掲記していた投資活動による

キャッシュ・フローの「有形固定資産の売却による収入」

（当事業年度60千円）、「保険配当積立金の解約による収

入」（当事業年度843千円）また「敷金保証金等の回収に

よる収入」（当事業年度757千円）は重要性が減少したた

め、当事業年度より「その他」に含めております。
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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）

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示方法）

　平成18年８月８日に公募増資を実施し資本金が増加した

ことにより、当事業年度から外形標準課税制度を適用して

おります。

　これに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取

扱い」（企業会計基準実務対応報告第12号　平成16年２月

13日）に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割につい

ては、販売費及び一般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費は9,668千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は同額減少して

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）

　該当事項はありません。

 

　該当事項はありません。

（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　売上原価

　売上原価の中には商品評価損31,327千円が含まれて

おります。

※１　売上原価

　売上原価の中には商品評価損46,248千円が含まれて

おります。

※２　  　　     ───────── ※２　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

　  ております。 

　　　受取賃貸料　　           　　　　 　900千円　

※３　固定資産売却益の内訳 ※３             ─────────

車両運搬具 1,696千円

※４　　　　　　───────── ※４　固定資産売却損の内訳　　　　　

工具器具及び備品 214千円

※５　固定資産除却損の内訳

建物 2,356千円

構築物 556千円

工具器具及び備品 1,183千円

合計 4,097千円

 ※５　固定資産除却損の内訳

建物 1,276千円

工具器具及び備品 1,715千円

合計 2,991千円
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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）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末

（株）
増加
（株）

減少
（株）

当事業年度末
（株）

普通株式 4,620,000 5,620,000 － 10,240,000

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、次のとおりであります。

１　普通株式１株を２株に分割したことによる増加　4,620,000株

２　公募による増加　1,000,000株

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
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成17年11月25日

定時株主総会
普通株式 55,440 12.00 平成17年８月31日 平成17年11月28日

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月28日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 81,920 8.00 平成18年８月31日平成18年11月29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　発行済株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末

（株）
増加
（株）

減少
（株）

当事業年度末
（株）

普通株式 10,240,000 10,240,000 － 20,480,000

（変動事由の概要）

　普通株式の発行済株式総数の増加10,240,000株は、平成19年３月１日をもって普通株式１株を２株に分割

したこと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
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月28日

定時株主総会
普通株式 81,920 8.00 平成18年８月31日 平成18年11月29日

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

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 利益剰余金 92,160 4.50 平成19年８月31日平成19年11月29日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

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　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金  1,057,620千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金等

 
△3,601千円

現金及び現金同等物  1,054,018千円

現金及び預金  668,005千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金等

 
－

現金及び現金同等物  668,005千円

 ※２　　　　　　　─────────  ※２　当事業年度に合併した株式会社ジャストコミュニケ

　　　ーションズより引き継いだ資産及び負債の主な内訳

　　　は次のとおりであります。

流動資産  13,013千円

固定資産  108千円

　資産合計  13,121千円

流動負債  922千円

負債合計  922千円
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（リース取引関係）

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）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 12,353 4,363 7,990

工具器具
及び備品

317,746 80,822 236,923

ソフトウェア 71,644 13,074 58,570

合計 401,744 98,259 303,484

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具
及び備品

623,513 166,959 456,553

ソフトウェア 88,894 30,708 58,186

合計 712,407 197,667 514,740

２　未経過リース料期末残高相当額 ２　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 77,288千円

１年超 229,812千円

合計 307,100千円

１年以内 140,274千円

１年超 380,404千円

合計 520,679千円

３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

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 67,691千円

減価償却費相当額 66,502千円

支払利息相当額 6,332千円

支払リース料 125,476千円

減価償却費相当額 118,597千円

支払利息相当額 9,493千円

４　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

５　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。

５　利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

前事業年度（平成18年８月31日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成19年８月31日）

　該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

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　取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引で

あります。

１　取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　為替予約取引は、将来の為替変動によるリスク回避

を目的としており、投機的な取引は行わない方針であ

ります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　為替予約取引は、将来の外貨建取引に係わる為替変

動リスクを回避する目的で利用しております。

(3）取引の利用目的

同左

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替

変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満た

している場合には、振当処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）

為替予約 外貨建金銭債権債務等

同左

③　ヘッジ方針

　為替変動リスクをヘッジするため、社内規程に基

づき、原則同一通貨建てによる同一期日の為替予約

を行っております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　同一通貨建てによる同一期日の為替予約に限定し

ており、その後の為替相場の変動による相関関係は

確保されているため、有効性の評価を省略しており

ます。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引については、信用リスクを有しており

ますが、取引の相手先は信用度の高い銀行であるため、

信用リスクはほとんどないと認識しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　為替予約取引の実行及び管理については、取引権限

等を定めた社内規程に基づいて、財務担当責任者の承

認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項

　デリバティブ取引はすべて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。

２　取引の時価等に関する事項

　　期末残高がないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

　退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

　退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。

  （ストック・オプション等関係）

   　 前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

   　 　該当事項はありません。

   　 　

   　 当事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

   　　 該当事項はありません。

   　　

（税効果会計関係）

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　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（流動資産）  

未払事業税否認額 9,471千円

たな卸資産評価損否認額 10,004千円

繰延税金資産合計 19,476千円

（固定資産）  

貸倒引当金損金算入限度超過額 64千円

繰延税金資産合計 64千円

（流動資産）  

未払事業税否認額 13,527千円

たな卸資産評価損否認額 18,788千円

繰延税金資産合計 32,315千円

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
0.3％

住民税均等割等 2.5％

留保金課税 2.2％

税額控除 △0.9％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
44.6％

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記

を省略しております。

３　外形標準課税適用に伴う税効果会計への影響について

　資本金の増加により、当社の法人事業税に外形標準課

税が適用されることに伴い、当事業年度より法定実効税

率を41.7％から40.4％に変更しております。なお、当該

税率の変更による影響は軽微であります。

３　

──────────
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（持分法投資損益等）

前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

　関連会社がないため、該当事項はありません。

当事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

　関連会社がないため、該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

前事業年度（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

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 田中　仁 － －

当社

代表取締役

社長

（被所有）

直接59.6
－ －

当社事務所

の賃借

（注２）

647 － －

車両譲渡代

金の清算

（注３）

2,241 － －

　（注）１　上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておりません。

２　事務所賃借料については近隣相場を参考に決定しております。なお、当該事務所の賃借につきましては平成

17年12月末日をもって解消しております。

３　当該取引については、前事業年度に帳簿価額にて譲渡した車両について、市場価格を参考に譲渡の変更契約

を締結し、その差額を収受したものであります。

２　子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社

有限会社

リファイ

ンド

群馬県

前橋市
3,000

服飾雑貨・

生活雑貨・

日用品等の

アウトレッ

ト事業

（所有）

直接100.0
兼任１名

当社持越

在庫品の

販売先・

ノベル

ティー商

品等の仕

入先

当社持越在

庫品の販売

（注２）

1,014 － －

ノベル

ティー商品

等の仕入等

（注２）

110 － －

清算に伴う

整理損失

（注３）

823 立替金 176

株式会社

ジャスト

コミュニ

ケーショ

ンズ

群馬県

前橋市
3,000

ＩＴサポー

ト事業

（所有）

直接100.0
兼任３名

当社シス

テムサ

ポート担

当

情報機器の

購入等

（注２）

13,200
未払費用

・未払金
1,156

事務所の賃

貸

（注４）

850 前受収益 105

　（注）１　上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。

２　子会社との取引条件は一般の取引慣行に基づき決定しております。

３　同社清算に伴う負担金として支出したものです。

４　事務所賃貸料については近隣相場を参考に決定しております。
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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）

１　子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社

株式会社

ジャスト

コミュニ

ケーショ

ンズ

群馬県

前橋市
3,000

ＩＴサポー

ト事業

（所有）

直接100.0
兼任２名

当社シス

テムサ

ポート担

当

情報機器の

購入等

（注２）

6,413 － －

事務所の賃

貸

（注３）

900 － －

　（注）１　上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておりません。

２　子会社との取引条件は一般の取引慣行に基づき決定しております。

３　事務所賃貸料については近隣相場を参考に決定しております。

４　当社は平成19年６月１日付で、当該子会社を合併しております。

　（企業結合等関係）

　　当事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

　　当社は平成19年６月１日付で、経営資源の集中と経営の効率化を目的として完全子会社である株式会社ジャスト

　コミュニケーションズを吸収合併しております。

　　(1)被合併会社の概要 

　  事業所向け情報関連システムサポート 

　  平成19年５月末日現在財務状況 

　　 　資産合計　　 　13,121千円 

　　 　負債合計　　　　　922千円 

　　 　純資産合計　　 12,199千円

　　 (2)合併の方法

　 　当社を存続会社とする吸収合併方式（会社法第796条第３項に定める簡易合併及び同法第784条第１項に定める

   略式合併）とし、株式会社ジャストコミュニケーションズは解散しております。

 　　(3)合併比率並びに合併交付金

 　　株式会社ジャストコミュニケーションズは当社の完全子会社であるため、本合併による新株式の発行及び資本

　 金の増加並びに合併交付金の支払はありません。

　　 (4)実施した会計処理の概要

　　 「企業結合に係る会計基準」における共通支配下の取引等の会計処理に従い処理しております。なお、当該処 

   理により抱合株式消滅差益9,199千円を特別利益に計上しております。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 191円63銭 　 110円75銭

１株当たり当期純利益 40円61銭 　18円93銭

 　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。

　当社は、平成17年10月１日付で普通

株式１株につき２株の株式分割を行っ

ております。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。

１株当たり純資産額　　　81円81銭

１株当たり当期純利益　　31円40銭

　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。

　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。

　当社は、平成19年３月１日付で普通

株式１株につき２株の株式分割を行っ

ております。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。

１株当たり純資産額　 　 95円82銭

１株当たり当期純利益　　20円30銭

　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。

　（注）　算定上の基礎

 １．１株当たり純資産額  

項目  
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）

貸借対照表の純資産の部の

合計額
(千円) － 2,268,152

純資産の部の合計額から控除

する金額
(千円) － －

普通株式に係る期末の純資産額 (千円) － 2,268,152

１株当たり純資産額の算定に用

いられた期末の普通株式の数
 (株） － 20,480,000

 ２．１株当たり当期純利益  

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）

損益計算書上の当期純利益　　（千円） 377,880 387,753

普通株式に係る当期純利益　　（千円） 377,880 387,753

普通株主に帰属しない金額　　（千円） － －

普通株式の期中平均株式数　　　（株） 9,305,753 20,480,000
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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）

　該当事項はありません。

 

　該当事項はありません。

－ 31 －



５．生産、受注及び販売の状況
 　(1）生産実績

 　　　当社は卸・小売業であり、生産活動を行っておりませんので該当事項はありません。

  　 

 　(2）仕入実績

       当事業年度における仕入実績を部門ごとに示すと、次のとおりであります。

事業部門

当事業年度　

（自　平成18年９月１日

　　至　平成19年８月31日）

仕入高（千円） 前年同期比（％）

　アイウエア関連事業 946,400 131.8

　雑貨関連事業 883,869 120.1

　合計 1,830,270 125.8

 　  　（注）１　金額は、仕入高によっております。

 　　　　　　２　上記の金額には、消費税は含まれておりません。

 　　　

 　(3）受注実績

 　　　当社は卸・小売業であり、生産活動を行っておりませんので該当事項はありません。

 

 　(4）販売実績

     ①事業の部門別販売実績　

     　当事業年度の販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。

事業部門

当事業年度　

（自　平成18年９月１日

　　至　平成19年８月31日）

販売高（千円） 前年同期比（％）

　アイウエア関連事業 3,839,944 142.3

　雑貨関連事業 1,261,621 101.7

　合計 5,101,565 129.5

   　　（注）１　上記の金額には、消費税は含まれておりません。

   　　　　　２　主要な輸出先並びに輸出販売高、及びこれらの割合は、総販売実績に対する輸出高の割合が、100分の

　　　　　　　　 10未満のため、記載しておりません。

   　　　　　３　相手先別の販売実績については、いずれも総販売実績の100分の10未満のため、記載しておりません。
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     ②地域別販売実績　

     　当事業年度のアイウエア関連事業と雑貨関連事業の小売の販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。

地域別

アイウエア関連事業 雑貨関連事業 合計 店舗数

販売高

（千円）

構成比

(%)

販売高

（千円）

構成比

(%)

販売高

（千円）

構成比

(%)

前事業年度

末店舗数

（店）

出店

（店）

退店

（店）

当事業年度

末店舗数

（店）

群馬県 686,973 17.9 170,519 13.5 857,492 16.8 5 3 - 8

栃木県 416,095 10.8 9,237 0.7 425,333 8.3 5 1 2 4

茨城県 347,432 9.0  - - 347,432 6.8 2 - - 2

新潟県 58,566 1.5 - - 58,566 1.1 0 1 - 1

埼玉県 232,726 6.1 30,756 2.4 263,483 5.2 3 1 - 4

東京都 532,663 13.9 16,579 1.3 549,242 10.8 3 4 - 7

千葉県 299,197 7.8 21,497 1.7 320,694 6.3 2 2 - 4

神奈川県 69,273 1.8 35,264 2.8 104,537 2.0 0 2 - 2

静岡県 188,308 4.9 62,183 4.9 250,492 4.9 2 - - 2

愛知県 137,226 3.6 48,960 3.9 186,186 3.6 2 - - 2

岐阜県 19,366 0.5 - - 19,366 0.4 0 1 - 1

京都府 71,109 1.9 59,607 4.7 130,716 2.6 2 - - 2

大阪府 244,266 6.4 - - 244,266 4.8 1 1 - 2

兵庫県 97,556 2.5 36,094 2.9 133,650 2.6 1 2 1 2

広島県 39,258 1.0 - - 39,258 0.8 0 1 - 1

福岡県 205,438 5.4 - - 205,438 4.0 2 - - 2

宮崎県 180,188 4.7 - - 180,188 3.5 1 - - 1

小売部門計 3,825,647 99.6 490,701 38.9 4,316,348 84.6 31 19 3 47

その他計 14,296 0.4 770,919 61.1 785,216 15.4 - - - -

合計 3,839,944 100.0 1,261,621 100.0 5,101,565 100.0 31 19 3 47

    　　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

    　　　　　２　フランチャイズ店舗に対する売上高及びシステムサポート事業の売上高はアイウエア関連事業のその

　　　　　　　　　他に含まれております。

    

     ③単位当たりの売上高　

     　当事業年度のアイウエア関連事業と雑貨関連事業の小売の売場面積当たりの売上高、及び従業員１人当たり売上

　　 高を示すと、次のとおりであります。

 項目

アイウエア関連事業 雑貨関連事業 合計

当事業年度
前年同期比

（％）
当事業年度

前年同期比 

（％）
当事業年度

前年同期比

（％）

　売上高 （千円）
3,825,647 142.3 490,701 219.2 4,316,348 148.3

　売場面積（期中平均） （ ㎡ ）
3,687.49 137.2 573.37 152.7 4,260.86 139.1

　１㎡当たり売上高　 （千円）
1,037 103.8 855 143.6 1,013 106.6

　従業員数（期中平均） （ 名 ）
274.79 151.3 44.79 186.0 319.58 155.3

　１人当たり売上高　 （千円）
13,921 94.1 10,955 117.9 13,506 95.4

     　　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

     　　　　　２　売場面積は稼動月数により算出しております。

     　　　　　３　従業員数は店舗における人員であり、臨時従業員を含んでおります。なお臨時従業員は１日7.5時間

　　　　　　　　　 換算で算出しております。
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６．役員の異動
　　 (1）代表者の異動

 　　　　該当事項はありません。

 

     (2）その他役員の異動

 　　　　該当事項はありません。

 　　　

 　　(3）その他

 　　　　組織変更及び執行役員等の異動につきましては、記載が可能となり次第開示いたします。

　　　　 なお、追加開示の予定時期といたしましては平成19年11月下旬を予定しております。
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