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１．平成20年２月期の業績（平成19年２月21日～平成20年２月20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 ％

20年２月期 10,556 △13.1 △244 － △256 － △623 －

19年２月期 12,144 14.8 207 △61.8 249 △63.9 36 △89.7

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 ％ ％ ％

20年２月期 △82 19 － － △15.2 △3.6 △2.3

19年２月期 6 34 － － 1.2 3.8 2.1

（参考）持分法投資損益 20年２月期 －百万円 19年２月期 －百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年２月期 6,434 3,771 58.6 497 56

19年２月期 7,747 4,439 57.3 585 45

（参考）自己資本 20年２月期 3,771百万円 19年２月期 4,439百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年２月期 △36 663 △400 1,988

19年２月期 △74 △1,417 2,431 1,761

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） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年２月期 － － － － － － 5 00 5 00 37 78.9 1.1

20年２月期 － － － － － － － － － － － － －

21年２月期（予想） － － － － － － 5 00 5 00 37 29.2 1.0

３．平成21年２月期の業績予想（平成20年２月21日～平成21年２月20日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 5,600 △0.9 135 － 140 － 70 － 9 23

通期 11,400 8.0 370 － 380 － 130 － 17 14
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、23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） 20年２月期 7,583,000株 19年２月期 7,583,000株

②　期末自己株式数 20年２月期 2,345株 19年２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、36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

業績の予想につきましては、提出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、実際の業績は経済

情勢などの動向により異なる可能性があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（当事業年度の経営成績）

　当事業年度の我が国経済は、堅調な企業業績を背景とした設備投資の増加や、雇用環境の改善に伴う個人消費の回

復など、景気は緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、原材料価格の高止まりや、その後の米国の低所得

者向け住宅ローン(サブプライムローン)問題に端を発した世界的な金融市場の混乱は、原油価格をはじめ各種商品市

況にも大きな影響を及ぼすこととなり、景気の先行きに不透明感を残すところとなりました。

当業界におきましては、競合店との競争の激化及び大型商業施設の増加による商圏の激変など厳しい状況が続きま

した。

　このような状況の中で、当社は①収益（売上総利益）の増強のための商品部機能の強化、特に婦人部門の強化、②

顧客サービスの向上のための店舗オペレーションの強化、③ファーストリテイリンググループとの人材交流による人

材の活性化に努めてまいりました。

　しかしながら販売費及び一般管理費等のコスト増加を補うにはいたらず、当事業年度の売上高は10,556,284千円（前

年同期比13.1％減）、営業損失244,883千円（前年同期は207,180千円の利益）、経常損失256,533千円（前年同期は

249,496千円の利益）、当期純損失623,283千円（前年同期は36,877千円の利益）となりました。

なお、経営分析につきましては以下のとおりであります。

①　売上高

当事業年度におきましては、東北地域に１店舗、関東地域に９店舗、中部・東海地域１店舗、近畿地域に１店舗

の計12店舗の新規出店があった一方で、北海道地域で２店舗、東北地域で１店舗、北陸・甲信越で１店舗、中部・

東海地域で１店舗、近畿地域で４店舗の計９店舗を閉鎖したことにより、当事業年度末で106店舗となりました。ま

た、前事業年度に出店した16店舗が12ヶ月間稼動いたしました。しかしながら、天候不順による売上不振等があっ

た結果、当事業年度の売上高は前事業年度と比べ1,587,847千円減少し、10,556,284千円（前年同期比13.1％減）と

なりました。

事業部門別にみますと、婦人部門では、立ち上り時期に気温が低く、在庫処分による販売単価の影響、年末年始

商戦における販売不振の影響がありましたが、前事業年度に出店した店舗が６ヶ月間稼動した結果、売上高は前事

業年度と比べ294,332千円増加し、7,637,875千円（前年同期比4.0％増）となりました。

紳士部門では、前事業年度に退店した店舗による影響及び在庫処分による販売単価の下落、年末年始商戦におけ

る販売不振の影響により、売上高は前事業年度と比べ352,123千円減少し、653,220千円（前年同期比35.0％減）と

なりました。

スニーカー部門では、前事業年度に退店した店舗による影響及び在庫処分による販売単価の下落、年末年始商戦

における販売不振の影響により、売上高は前事業年度と比べ1,124,937千円減少し、2,237,737千円（前年同期比

33.5％減）となりました。

その他部門では、特価商品を婦人部門に含めることとしたことにより、売上高は27,451千円（前年同期比93.7％

減）となりました。

②　売上総利益

　当事業年度の売上総利益は、売上高の減少に伴い、前事業年度に比べ684,959千円減少し、4,449,975千円（前年

同期比13.3％減）となりました。売上総利益率は前事業年度より0.1ポイント減少し、42.2％となりました。

③　営業損失

　当事業年度の販売費及び一般管理費は、新規出店に伴う賃借料及び店舗人員の配置による人件費の増加、「会計

処理方法の変更」に記載のとおり、物流経費を売上原価に算入したこと等の影響により、前事業年度と比べ232,894

千円減少し、4,694,858千円（前年同期比4.7％減）となり、販売費及び一般管理費の対売上高比率は、44.5％と前

事業年度に比べ3.9ポイント上昇いたしました。

　以上の結果、当事業年度の営業損失は、244,883千円（前年同期は207,180千円の利益）となりました。
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④　経常損失

　当事業年度の営業外収益は、「会計処理方法の変更」に記載のとおり配送代行料の一部を売上原価に算入したこ

とに伴い、事務代行料が24,740千円及び仕入割引が20,946千円となり、前事業年度と比較して125,215千円減少し、

70,152千円（前年同期比64.1％減）となりました。

また、営業外費用は、公開買付対応費用が当事業年度に発生しましたが、前事業年度に発生した株式会社ジャス

ダック証券取引所上場に係る株式公開費用が減少したこと、借入金減少に伴い支払利息が減少したこと等により、

前事業年度と比較して71,250千円減少し、81,802千円（前年同期比46.6％減）となりました。

 以上の結果、経常損失は256,533千円（前年同期は249,496千円の利益）となりました。

⑤　当期純損失

　当事業年度の当期純損失は、ポイントカード制度廃止による引当金の取崩額20,926千円、減損損失129,976千円、

退店による固定資産除却損115,044千円、退店による原状回復費用及び本社移転費用等106,992千円、当事業年度の

税金費用（法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計額）44,006千円等を計上したことにより、623,283千

円（前年同期は36,877千円の利益）となりました。

（次期の見通し）

翌期につきましても、同業他社との競争の激化は続き、厳しい収益環境となることが予想されますが、収益（売上

総利益）の増強のための商品部機能の強化、顧客サービスの向上のための店舗オペレーションの強化、人材の活性化

に努めてまいります。翌期の見通しにつきましては、売上高は11,400百万円、営業利益370百万円、経常利益380百万

円、当期純利益130百万円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に関する分析

当事業年度末における総資産は、売上高減少による現金及び預金の減少、減損損失計上による固定資産の減少、

退店による保証金の減少等により、前事業年度末に比べて1,312,939千円減少し6,434,245千円（前年同期比16.9％

減）となりました。

当事業年度末における負債は、借入金返済による減少、仕入高減少による仕入債務の減少等により、前事業年度

末に比べて645,246千円減少し2,662,403千円（前年同期比19.5％減）となりました。

当事業年度末における純資産は、当期純損失623,283千円を計上したこと等により、前事業年度末に比べて667,692

千円減少の3,771,842千円（前年同期比15.0％減）となりました。

②　キャッシュ・フローの状況に関する分析

当事業年度においては、投資活動で獲得した資金を、保証金の支払、借入金の返済等で使用した結果、当事業年

度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、226,949千円増加し、1,988,404千円となりました。

　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と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）

当事業年度において、営業活動の結果使用した資金は36,115千円（前年同期は74,145千円の使用）となりました。

これは主に税引前当期純損失、その他流動負債の減少額及び法人税等の還付によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において投資活動で獲得した資金は、663,213千円（前年同期は1,417,921千円の使用）となりました。

これは主に定期預金の解約による収入、退店に伴う保証金の返還による収入があった一方で、固定資産の取得及

び保証金の差し入れによる支出等があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は400,148千円（前年同期は2,431,855千円の獲得）となりまし

た。
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　なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

平成19年２月期 平成20年２月期

自己資本比率（％） 57.3 58.6

時価ベースの自己資本比率（％） 55.8 68.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － －

（注）１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。

自己資本比率：純資産／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／利息の支払額

２．有利子負債は社債及び借入金の合計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・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。

　剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

内部留保資金につきましては、企業体質の強化及び今後の新規出店等のために有効活用し、事業の拡大に努めて

いく所存であります。

当事業年度は、当期純損失を計上することとなったため、まことに遺憾ながら配当は見送りさせていただくこと

といたしました。

なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年８月20日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨

を定款に定めておりますが、中間配当についての取締役会決議を行っておりません。

(4）事業等のリスク

以下には、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。

また、当社として必ずしも特に重要なリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、あるいは当社

の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載し

ております。

当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防及び発生時の対応に努力する方針ですが、

当社の経営状況及び将来の事業についての判断は、以下の記載事項及び本書中の本項以外の記載を慎重に検討した

上で行われる必要があると考えております。

①　出店について

当社は、全国に106店舗を展開、運営していますが、効率的なドミナント形成の原点に立ち、ナショナルチェーン

としてあるべき戦略の観点から長期的に年商300億円に向け邁進しております。しかし、出店に際して、基本的に土

地・建物の賃借を想定していることから、デベロッパーの出店ペースに依存する部分もあり、貸主との交渉にも左

右されかねません。以上のことから、当社の計画どおりに出店を行うことができない場合には、当社の業績に影響

を及ぼす可能性があります。

②　大規模小売店舗立地法について

当社は、大規模小売店舗立地法の適用を受けるショッピングセンター等へ出店を進めているため、同法による規

制が、当社の出店計画に間接的に影響を及ぼす可能性があります。

    ③　定期建物賃貸借契約について

当社は、店舗の出店にあたっては、極力自社所有を行わず、賃借物件による出店を行っていく方針であります。

最近は定期建物賃貸借契約に基づく出店が増加しておりますが、当社の計画どおりに再契約を行うことが出来ない

場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。　

④　退店政策について

当社の出店先であるショッピングセンターの店舗政策や経営環境の悪化等により、当社が退店を余儀なくされ、

予期せぬ退店に伴う費用及び損失が発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑤　集客力の低下について

当社は、テナントとしての出店が多いため、ショッピングセンター等の集客力が低下した場合には、当社の既存

店の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥　季節の天候不順や自然災害について

当社の業績は、季節の天候不順の影響を受ける場合があります。冷夏や暖冬などの天候不順は消費者の季節商品

に対する購買意欲の低下に繋がり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、台風・地震・洪水等の自

然災害による被害の発生は、協力工場の生産体制に影響を及ぼすとともに、災害発生地域の消費の低迷をもたらす

ため、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦　店舗物件に対する保証金、敷金及び売上金について

当社は出店にあたっては貸主に敷金・保証金を差し入れており、テナントでは原則として、売上金をショッピン

グセンター等に預け入れております。これらの債権については、相手先の経営破綻等により回収不能となり、当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑧　減損会計の影響について

当事業年度において129,976千円の減損損失を計上しております。今後においても固定資産に減損の兆候が認めら

れ、減損損失の認識をすべきと判断された場合には、減損損失が発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

⑨　競合・価格競争について

当社の所属する業界は競合が激しく、価格競争も厳しいものがありますが、当社は「競合を制し、価格競争に勝

つ」ことを敢えて目的にはせず、「お客様のニーズに合った商品を如何にして提供していくか」の１点に絞った戦

略と営業活動に注力してまいりました。今後もこの方針に則り経営諸活動に注力いたしますが、結果として競合や

価格競争に晒され、売上や収益の逓減による業績悪化等の影響を受ける可能性があります。

⑩　顧客情報管理について

当社の店舗では、購買履歴を含む個人情報を保有しております。当社では個人情報については慎重に取扱い、か

つ厳格に管理してまいりました。個人情報保護法の施行を機に、組織体制、システム、社内ルール等について見直

しを行い、情報管理機能の向上を図っておりますが、システムの瑕疵や、他動的な要因で顧客情報漏洩等の可能性

を完全に排除できるものではなく、万一発生した場合には業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑪　為替相場の変動について

当事業年度における当社の商品仕入額に占める輸入仕入比率は0.1％（７百万円）であります。現在は輸入比率も

低く、かつ為替予約によるリスクヘッジも行っておりますので、為替変動が業績に大きく影響するところまでには

至っておりませんが、今後輸入比率を引き上げる計画でありますので、為替変動の影響が順次高まっていくものと

考えております。このため、為替の変動幅の大きさによっては為替変動リスクを完全に回避できるものではなく、

業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 

 

物流センター 

靴メーカー・卸問屋・商社 

一般の顧客 

商品配送 

商品仕入 

当社店舗 

商品仕入 

商品販売 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社は、ファッション性が高く、履き心地がよく、高品質な商品を、お客様にとって買いやすい売場で提供するこ

とを基本方針とし、ブランド知名度及びブランドイメージの向上を図り、世界に通用する会社となることを目指し、

また、お客様や株主様の満足度を高め、企業としての社会的責任を果たしてまいります。

(2）目標とする経営指標

競争が激化するなか、強い企業体質を構築するうえで、経営の効率化、高収益体質の維持を目指してまいります。

そのもとで、当社が重要と考えております経営指標は、売上高経常利益率であります。事業規模の拡大だけでなく、

経営効率の改善による売上高経常利益率の向上が重要と考えております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

当社は平成18年４月にジャスダック証券取引所に上場し、平成18年11月に株式会社ファーストリテイリングと業務・

資本提携いたしました。今後も事業構造改革を推し進め、経営基盤をより強固なものとし新たな成長路線へ転換して

まいります。

 ・ブランド力

平成20年春から婦人靴の新ブランドによる店舗展開を開始し本格的にブランドビルディングを開始いたします。 

 ・商品力

顧客ニーズに適合した鮮度の高いオリジナル商品を揃えることにより、他社と差別化し競争力を高めてまいります。

 ・販売力

店舗オペレーションの標準化・マニュアル化を行い効率向上を図るとともに、店舗スタッフ一人一人がファッショ

ンアドバイザーとして高いサービスが提供できるよう努めてまいります。

また、既存店舗のリニューアルを行い、お客様にとって気持ちのよい売場を維持してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

今後の当社を取り巻く環境を展望しますと、少子高齢化の流れは続き市場規模の拡大は期待しづらいと考えられ、

またアパレル小売店も売上拡大のために靴販売に力を入れはじめており、靴市場における競争は益々激しくなると予

想しております。

このような環境の中、当社が対処すべき課題といたしましては、以下の通りであります。

① ブランドビルディング及び店舗展開

平成20年春から、婦人靴の新ブランドに絞って出店すると同時に既存店舗を新ブランドへ変更してまいります。

今後は、この新ブランドでの多店舗展開を軸にする予定であり、平成20年春より都心ファッションビルを中心に出

店し、毎年10店舗以上出店することを目指しております。

また、現在10以上あるブランドを統廃合により集約し、収益力の改善を図ってまいります。

② 商品開発と安定供給

今後、オリジナル商品の売上構成比をさらに高めていく所存であります。

国内及び海外からトレンド情報をより多く収集し、取引メーカーと共同で、トレンドに合った顧客ニーズのある

商品開発を行ってまいります。

売上総利益率を向上させるために、中国を中心とした海外生産が増加しており、品質及び納期管理の重要性が増

しております。海外生産による利益率の向上と、短納期及び品質の安定を両立させるため、取引先との関係強化、

自社での現地工場の選別・指導を実施してまいります。

③ 営業力の強化

靴の販売には、お客様にとって快適な売場と上質なサービス(接客)をお客様に提供することが必要と考えており

ます。

その実現のため、店舗の売場自体の鮮度を保つため、計画的なリニューアルを実施してまいります。

また、店舗スタッフ一人一人がファッションアドバイザーとして上質なサービスが提供できるよう、研修や教育

を実施し、またファーストリテイリンググループからのファッション情報も取り入れてまいります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

別途開示しております「コーポレート・ガバナンス報告書」の記載のとおりであります。

(6）その他、会社の経営上重要な事項

株式会社ファーストリテイリング（以下、「ファーストリテイリング」といいます。）が、平成20年１月11日から

平成20年２月27日まで実施しておりました当社普通株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）
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の結果、当社普通株式4,971,000株をファーストリテイリングは取得しております。

本公開買付けにより、平成20年３月５日付で、ファーストリテイリングが、新たに当社の親会社となっております。

また、当社は、平成20年３月19日開催の取締役会において、当社が株式会社ファーストリテイリング（以下「ファー

ストリテイリング」といいます。）の完全子会社となるための手続（以下「本完全子会社化手続」といいます。）を

実施する方針を決定し、本完全子会社化手続に際して必要となる当社の定款一部変更等についてご承認をいただくた

めの臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会（いずれも平成20年５月30日開催予定）の基準日を、平成20

年４月５日に設定することを決議いたしました。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

第36期
（平成19年２月20日）

第37期
（平成20年２月20日）

 対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減 

 （千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※１ 2,706,123 2,107,654

２．売掛金 371,995 269,911

３．未収入金  ※２ 207,874 65,225

４．未収法人税等 93,420 －

５．商品 1,131,023 1,160,862

６．貯蔵品 11,532 7,647

７．前渡金 2,121 313

８．前払費用 35,289 24,939

９．繰延税金資産 52,617 69,618

10．その他 6,224 12,558

流動資産合計 4,618,222 59.6 3,718,731 57.8 △899,490

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 ※１ 819,365 754,630

減価償却累計額 483,617  505,199  

減損損失累計額 － 335,748 54,837 194,593

(2）構築物 790 790

減価償却累計額 750 39 750 39

(3）車両及び運搬具 17,600 －

減価償却累計額 13,387 4,212 － －

(4）工具、器具及び備
品

1,130,062 1,041,031

減価償却累計額 613,955  663,376  

減損損失累計額 － 516,106 69,749 307,904

(5）土地 ※１ 34,608 34,608

(6）建設仮勘定 2,846 －

有形固定資産合計 893,561 11.5 537,145 8.3 △356,415

２．無形固定資産

(1）商標権 1,446 1,953

(2）ソフトウェア 38,439 37,649

(3）電話加入権 5,669 5,669

無形固定資産合計 45,555 0.6 45,273 0.7 △282
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第36期
（平成19年２月20日）

第37期
（平成20年２月20日）

 対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減 

 （千円）

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 20,690 11,905

(2）出資金 60 60

(3）株主、役員又は従
業員に対する長期
貸付金

2,467 1,831

(4）破産更生債権等  23,707 23,707

(5）長期前払費用 45,925 39,143

(6）差入保証金 ※１ 2,108,095 2,067,301

(7）建設協力金 12,589 12,836

(8）その他 3,602 3,602

(9）貸倒引当金 △27,291 △27,291

投資その他の資産合
計

2,189,845 28.3 2,133,095 33.2 △56,749

固定資産合計 3,128,962 40.4 2,715,514 42.2 △413,448

資産合計 7,747,184 100.0 6,434,245 100.0 △1,312,939
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第36期
（平成19年２月20日）

第37期
（平成20年２月20日）

 対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減 

 （千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 1,686,071 32,044

２．買掛金 291,358 1,803,941

３．１年内返済予定長期
借入金

※１ 322,054 214,638

４．１年内償還予定社債 20,000 10,000

５．未払金 254,728 193,615

６．未払費用 71,698 76,221

７．未払法人税等 － 73,426

８．未払消費税等 － 16,815

９．預り金 36,961 －

10．賞与引当金 2,710 20,000

11．ポイントカード引当
金

20,926 －

12．設備支払手形 229,425 78,190

流動負債合計 2,935,933 37.9 2,518,893 39.2 △417,039

Ⅱ　固定負債

１．社債 10,000 －

２．長期借入金 ※１ 355,314 140,676

３．繰延税金負債  6,402 2,833

固定負債合計 371,716 4.8 143,509 2.2 △228,207

負債合計 3,307,650 42.7 2,662,403 41.4 △645,246
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第36期
（平成19年２月20日）

第37期
（平成20年２月20日）

 対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減 

 （千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,661,855 21.5  1,661,855 25.8 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  1,664,855   1,664,855    

資本剰余金合計   1,664,855 21.5  1,664,855 25.9 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  21,750   21,750    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  960,000   960,000    

繰越利益剰余金  121,719   △539,479    

利益剰余金合計   1,103,469 14.2  442,270 6.9 △661,198

４．自己株式   － －  △1,278 0.0 △1,278

株主資本合計   4,430,179 57.2  3,767,702 58.6 △662,476

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  9,355   4,139   

評価・換算差額等合計   9,355 0.1  4,139 0.0 △5,215

純資産合計   4,439,534 57.3  3,771,842 58.6 △667,692

負債純資産合計   7,747,184 100.0  6,434,245 100.0 △1,312,939
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(2）損益計算書

第36期
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

 対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

 増減
（千円） 

Ⅰ　売上高 12,144,132 100.0 10,556,284 100.0 △1,587,847

Ⅱ　売上原価

１．商品期首たな卸　
　
　　高

879,655 1,131,023

２．当期商品仕入高 7,260,565 6,162,655

合計 8,140,220 7,293,678

３．他勘定振替高 ※１ － 26,506

４．商品期末たな卸
　　高

1,131,023 7,009,197 57.7 1,160,862 6,106,309 57.8 △902,887

売上総利益 5,134,934 42.3 4,449,975 42.2 △684,959

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

１．販売促進費 220,271 196,387

２．広告宣伝費 163,152 18,788

３．ポイントカード引
当金繰入額

11,182 －

４．役員報酬 73,652 92,070

５．給与手当 1,299,034 1,259,601

６．賞与 114,822 69,094

７．賞与引当金繰入額 2,710 20,000

８．法定福利費 153,903 157,678

９．旅費交通費 125,106 133,628

10．賃借料 1,666,659 1,766,331

11．水道光熱費 132,897 143,542

12．支払手数料 127,194 139,269

13．リース料 15,524 27,754

14．減価償却費 273,167 260,515

15．その他 548,475 4,927,753 40.6 410,195 4,694,858 44.5 △232,894

営業利益又は営業
損失（△）

207,180 1.7 △244,883 △2.3 △452,064

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1,549 5,441

２．受取配当金 111 98

３．仕入割引 39,383 20,946

４．賃貸料収入 10,251 10,050

５．事務代行料 139,423 24,740
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第36期
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

 対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

 増減
（千円） 

６．雑収入 4,648 195,368 1.6 8,874 70,152 0.7 △125,215

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 18,739 8,185

２．社債利息 114 52

３．公開買付対応費用 － 73,300

４．株式交付費 117,275 －

５．株式公開費用 16,520 －

６．雑損失 402 153,052 1.2 264 81,802 0.8 △71,250

経常利益又は経常
損失（△）

249,496 2.1 △256,533 △2.4 △506,029

Ⅵ　特別利益

１．保険解約返戻金 13,664   －    

２．ポイントカード引
当金戻入益　　 

－   20,926    

３．移転補償金 －   8,133    

４．固定資産売却益 ※２ － 13,664 0.1 227 29,286 0.2 15,622

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※３ 31,208 115,044

２．会員権評価損 7 －

３．貸倒引当金繰入額 34 －

４．役員退職慰労金 46,423 －

５．固定資産売却損 ※４ － 15

６．減損損失  ※６ － 129,976

７．店舗整理損 ※５ 17,831 95,505 0.8 106,992 352,030 3.3 256,525

税引前当期純利益
又は税引前当期純
損失（△）

167,655 1.4 △579,277 △5.5 △746,932

法人税、住民税及
び事業税

55,084 61,006

法人税等調整額 75,693 130,778 1.1 △17,000 44,006 △0.4 △86,771

当期純利益又は当
期純損失（△）

36,877 0.3 △623,283 △5.9 △660,160
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(3）株主資本等変動計算書

第36期（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

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

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２月20日　残高
（千円）

135,000 12,000 12,000 21,750 710,000 405,891 1,137,641 1,284,641

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 1,526,855 1,652,855 1,652,855     3,179,710

別途積立金の積立て
（千円）

    250,000 △250,000 － －

剰余金の配当（千円）（注）      △60,750 △60,750 △60,750

利益処分による役員賞与
（千円）（注）

     △10,300 △10,300 △10,300

当期純利益（千円）      36,877 36,877 36,877

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
（千円）

        

事業年度中の変動額合計
（千円）

1,526,855 1,652,855 1,652,855 － 250,000 △284,172 △34,172 3,145,537

平成19年２月20日　残高
（千円）

1,661,855 1,664,855 1,664,855 21,750 960,000 121,719 1,103,469 4,430,179

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年２月20日　残高
（千円）

10,280 10,280 1,294,922

事業年度中の変動額

新株の発行（千円）   3,179,710

別途積立金の積立て
（千円） 

  －

剰余金の配当（千円）（注）   △60,750

利益処分による役員賞与
（千円）（注）

  △10,300

当期純利益（千円）   36,877

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

△925 △925 △925

事業年度中の変動額合計
（千円）

△925 △925 3,144,612

平成19年２月20日　残高
（千円）

9,355 9,355 4,439,534

（注）平成18年５月19日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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第37期（自　平成19年２月21日　至　平成20年２月20日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

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19年２月20日　残高
（千円）

1,661,855 1,664,855 1,664,855 21,750 960,000 121,719 1,103,469 － 4,430,179

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円）      △37,915 △37,915  △37,915

当期純損失（千円）      △623,283 △623,283  △623,283

自己株式の取得（千円）        △1,278 △1,278

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）
（千円）

         

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － － △661,198 △661,198 △1,278 △662,476

平成20年２月20日　残高
（千円）

1,661,855 1,664,855 1,664,855 21,750 960,000 △539,479 442,270 △1,278 3,767,702

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年２月20日　残高
（千円）

9,355 9,355 4,439,534

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円）
（注）

  △37,915

当期純損失（千円）   △623,283

自己株式の取得（千円）   △1,278

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）（千円）

△5,215 △5,215 △5,215

事業年度中の変動額合計
（千円）

△5,215 △5,215 △667,692

平成20年２月20日　残高
（千円）

4,139 4,139 3,771,842
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(4）キャッシュ・フロー計算書

第36期
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

対前年比 

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減 

 （千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

１．税引前当期純利益又は税引前
当期純損失（△）

167,655 △579,277  

２．減価償却費 273,167 260,515  

３．減損損失 － 129,976  

４．貸倒引当金の増減額
（減少：△）

34 －  

５．賞与引当金の増減額
（減少：△）

546 17,289  

６．ポイントカード引当金の増減
額（減少：△）

11,182 △20,926  

７．役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△）

△176,919 －  

８．受取利息及び受取配当金 △1,661 △5,540  

９．支払利息 18,739 8,185  

10．社債利息 114 52  

11．固定資産売却益 － △227  

12．固定資産売却損 － 15  

13．固定資産除却損 31,208 115,044  

14．店舗整理損 12,100 60,883  

15．仕入割引 △39,383 △20,946  

16．事務代行料 △139,423 △153,731  

17．売上債権の増減額
（増加：△）

△45,520 102,084  

18．たな卸資産の増減額
（増加：△）

△251,682 △25,954  

19．その他流動資産の増減額（増
加：△）

△109,732 22,214  

20．仕入債務の増減額
（減少：△）

340,102 26,032  

21．未払消費税等の増減額
（減少：△）

△30,357 16,815  

22．その他流動負債の増減額（減
少：△）

36,573 △89,365  

23. 株式交付費 117,275 －  

24. 役員賞与の支払額 △10,300 －  

25．その他 △50 －  

小計 203,667 △136,858 △340,526
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第36期
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

対前年比 

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減 

 （千円）

26．利息及び配当金の受取額 849 4,004  

27．利息の支払額 △18,842 △8,208  

28．法人税等の還付額 － 135,161  

29．法人税等の支払額 △259,820 △30,215  

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

△74,145 △36,115 38,029

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

１．有形固定資産の取得による支
出

△385,727 △311,410  

２．有形固定資産の売却による収
入

－ 84,573  

３．無形固定資産の取得による支
出

△23,479 △20,363  

４．貸付金の回収による収入 2,677 626  

５．定期預金の純増減額
（増加：△）

△800,049 825,418  

６．保証金の差入による支出 △359,703 △180,892  

７．保証金の返還による収入 39,930 293,155  

８．保険積立金の純増減額（増
加：△）

150,168 －  

９．長期前払費用の取得による支
出

△41,737 △27,893  

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△1,417,921 663,213 2,081,135

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

１．短期借入の返済による支出 △20,000 －  

２．長期借入金の返済による支出 △480,560 △322,054  

３．社債の償還による支出 △20,000 △20,000  

４．株式発行による収入 3,062,434 －  

５．自己株式の取得による支出 － △1,278  

６．割賦債務の支払額 △49,269 △18,901  

７．配当金の支払額 △60,750 △37,915  

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

2,431,855 △400,148 △2,832,004

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

939,787 226,949 △712,838

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 821,667 1,761,455 939,787

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,761,455 1,988,404 226,949
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重要な会計方針

項目
第36期

（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は総平均法により算

定）を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　総平均法に基づく原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1)商品

　個別法に基づく原価法を採用してお

ります。

(1)商品

同左

(2)貯蔵品

　最終仕入原価法に基づく原価法を採

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（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　　　　　　　　２～22年

工具、器具及び備品　３～15年

(1)有形固定資産

同左

(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、社内における見込利用可能期

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

４．繰延資産の処理方法 株式交付費

　支出時に全額費用として処理しており

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
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項目
第36期

（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

６．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

　売上債権等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

(2)賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、支

給見込額のうち当期負担額に基づく金

額を計上しております。

(2)賞与引当金

同左

(3)役員退職慰労引当金

 ―

 （追加情報）　

　従来、役員の退職慰労金の支出に備

えるため、当社内規に基づく期末要支

給見積額の100％相当額を役員退職慰

労引当金として計上しておりましたが、

平成19年２月１日の取締役会において、

役員退職慰労金制度の廃止を決定いた

しました。また、平成19年１月19日の

臨時株主総会において退任取締役に対

する退職慰労金の支給が決議され、平

成19年２月１日の取締役会において具

体的な金額及び支給時期等を決定した

ため、役員退職慰労引当金は全額取崩

すとともに、再任された取締役に対す

る当事業年度末時点の未払額15,748千

円は未払金に含めて計上しております。

 (3)

―

(4)ポイントカード引当金

　ポイントカードにより顧客に付与さ

れたポイントの利用に備えるために、

期末において将来利用されると見込ま

れる額を計上しております。

(4)ポイントカード引当金

―

（追加情報）

平成19年2月28日にポイントカード制

度を廃止したため、ポイントカード引当

金の計上は行っておりません。 

７．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。
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項目
第36期

（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

８．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジを採用してお

ります。なお、特例処理の要件を満た

している金利スワップについては特例

処理によっております。

 ―

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

(3)ヘッジ方針

　金利変動によるリスクを回避するた

めにヘッジを行っております。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の条件に該

当するため、有効性の評価を省略して

おります。

９．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

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

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

第36期

（自　平成18年２月21日

　　至　平成19年２月20日）

第37期

（自　平成19年２月21日

　　至　平成20年２月20日）

（固定資産の減損に係る会計基準） ―

　当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しており

ます。

　これによる損益に与える影響はありません。

（役員賞与に関する会計基準）　 ―

　当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号　平成17年11月29日）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。 

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、4,439,534千

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。 

― （固定資産の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。

これにより、従来の方法と比較して、営業損失、経常損

失及び税引前当期純損失は7,972千円増加しております。

― （物流経費の会計処理）

 当事業年度より、従来、販売費及び一般管理費に計上し

ていた配送費等を売上原価として処理する方法に変更して

おります。また、営業外収益に計上していた事務代行料の

一部を売上原価から控除する方法に変更しております。

これは、平成19年８月より物流倉庫を外部移管したこと

に伴い、物流経費が今後継続的に増加する傾向にあり、ま

た、仕入先が負担する事務代行料は物流経費の実費相当と

なるため、物流経費と事務代行料を相殺して売上原価とし

て処理する方が売上との対応関係が明確になり、より実態

を反映すると判断したためであります。

これにより売上総利益は71,246千円、営業損失は143,875

千円、経常損失は14,884千円、税引前当期純損失は14,884

千円減少しております。
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表示方法の変更

第36期

（自　平成18年２月21日

　　至　平成19年２月20日）

第37期

（自　平成19年２月21日

　　至　平成20年２月20日）

（貸借対照表） ―

　前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「未収入金」は、当事業年度において資産

の総額の100分の１を超えたため区分掲記しておりま

す。

　なお、前事業年度末の「未収入金」は、8,270千円であ

ります。

（損益計算書） ―

　前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」に

含めて表示しておりました「広告宣伝費」は、金額的重

要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前事業年度における「広告宣伝費」の金額は7,148

千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第36期
（平成19年２月20日）

第37期
（平成20年２月20日）

※１　担保に供している資産及び対応債務 ※１　担保に供している資産及び対応債務

担保に供している資産 担保に供している資産

現金及び預金（定期預金） 119,006千円

建物      6,168千円

土地    34,608千円

差入保証金   391,378千円

計 551,161千円

現金及び預金（定期預金）  119,253千円

建物     5,496千円

土地 34,608千円

差入保証金 129,918千円

計 289,275千円

対応債務 対応債務

１年内返済予定長期借入金  250,066千円

長期借入金   250,774千円

計 500,840千円

１年内返済予定長期借入金    152,962千円

長期借入金    97,812千円

計   250,774千円

※２　未収入金の主な内容は、退店に伴う保証金返還額

186,542千円であります。

※２　未収入金の主な内容は、退店に伴う保証金返還額

54,274千円であります。

　３　当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行と当座貸越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。

　３　当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行と当座貸越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  420,000千円

借入実行残高       －千円

差引額 420,000千円

 

当座貸越極度額 420,000千円

借入実行残高       　－千円

差引額    420,000千円
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（損益計算書関係）

第36期
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

 ― ※１　他勘定振替高の内容は以下のとおりであります。

寄付金 26,506千円

計  26,506千円

 ― ※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

車両及び運搬具 227千円

計 227千円

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物  15,085千円

工具、器具及び備品 15,692千円

その他    430千円

計 31,208千円

建物    38,404千円

工具、器具及び備品 59,710千円

長期前払費用 11,542千円

その他 5,387千円

計 115,044千円

 ― ※４　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

車両及び運搬具 15千円

計 15千円

※５　店舗整理損の内訳は次のとおりであります。

SHOES WORLD西新店、vju:鳴海店、vju:広島店及び

SHOES WORLD梅田店の退店並びにTRACKパンジョ店、

vju:名張店、vju:成田店、vju:高知店及びvju:梅田

店の改装に伴う整理損であります。

※５　店舗整理損の内訳は次のとおりであります。

muse苫小牧店、SHOES WORLD金沢店、SHOES WORLD大

府店、SHOES WORLD舞多聞店、vju:札幌店、vju:郡

山店、vju:三田キッピーモール店、ビューNIKE

ショップ鶴見店及びTRACK加古川店の退店、vju:住

道店及びvju:倉敷店の改装並びに本社移転に伴う整

理損であります。

建物等撤去費用他 17,831千円

計  17,831千円

建物等撤去費用他  65,207千円

本社移転費用他  41,785千円

計 106,992千円
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第36期
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

 ― ※６　減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上いたしました。

（1）減損損失を認識した資産グループの概要

用途 種類 場所
金額　

（千円）

 店舗

建物、工

具、器具

及び備品

等

原宿店

（東京都

渋谷区）

他7店

129,976

（2）減損損失の認識に至った経緯

営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、

今後も収益改善の可能性が低いと判断した店舗について、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上いたしました。

（3）減損損失の内訳

種類 金額（千円）

建物 54,837

工具、器具及び備

品 
69,749

その他 5,389

合計 129,976

（4）資産のグルーピングの方法

キャッシュ・フローを生み出す最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。

（5）回収可能価額の算定方法

当該資産グループの回収可能価額については使用価値

により測定しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

第36期（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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

発行済株式

普通株式 4,050 3,533 － 7,583

合計 4,050 3,533 － 7,583

（注）普通株式の発行済株式総数の増加3,533千株は、平成18年４月13日付の有償一般募集（ブックビルディング方式に

よる募集）による増加1,000千株、平成18年11月13日付の第三者割当による増加2,533千株であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　　　　 該当する事項はありません。

３．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５月19日

定時株主総会
普通株式 60,750 15 平成18年２月20日 平成18年５月22日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月15日

定時株主総会
普通株式 37,915 利益剰余金 5 平成19年２月20日 平成19年５月16日
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第37期（自　平成19年２月21日　至　平成20年２月20日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

発行済株式

普通株式 7,583 － － 7,583

合計 7,583 － － 7,583

自己株式

普通株式（注） － 2 － 2

合計 － 2 － 2

 （注）普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　　　　 該当する事項はありません。

３．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19年５月15日

定時株主総会
普通株式 37,915 5 平成19年２月20日 平成19年５月16日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 該当事項はありません。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

第36期
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成19年２月20日現在） （平成20年２月20日現在）

現金及び預金勘定 2,706,123千円

担保提供又は預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△944,668千円

現金及び現金同等物  1,761,455千円

現金及び預金勘定  2,107,654千円

担保提供又は預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
 △119,249千円

現金及び現金同等物  1,988,404千円

（リース取引関係）

第36期
（自　平成18年２月21日

至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

 該当する事項はありません。 　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

(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）

建物 54,219 1,723 52,496

工具、器具及
び備品

145,383 7,124 138,259

合計 199,602 8,847 190,755

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

(2)未経過リース料期末残高相当額

1年内 26,595 千円

1年超 165,002 千円 

合計 191,598 千円  

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。

(3)支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 10,790千円

減価償却費相当額 8,847千円

(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、残存価額を雰とする定額

法によっております。　　　　　　　
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（有価証券関係）

第36期（平成19年２月20日）

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)

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

(1)株式 4,932 20,690 15,757

(2)債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 4,932 20,690 15,757

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

(1)株式 － － －

(2)債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 － － －

合計 4,932 20,690 15,757

　（注）　減損処理にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に比べて、30％程度下落した場合、「著しく下落した」

ものと判断し減損処理を行っております。

２．当事業年度中に売却したその他有価証券

 　　　　　該当する事項はありません。　
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第37期（平成20年２月20日）

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)

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

(1)株式 4,932 11,905 6,973

(2)債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 4,932 11,905 6,973

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

(1)株式 － － －

(2)債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 － － －

合計 4,932 11,905 6,973

　（注）　減損処理にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に比べて、30％程度下落した場合、「著しく下落した」

ものと判断し減損処理を行っております。

２．当事業年度中に売却したその他有価証券

 　　　　　該当する事項はありません。　
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（デリバティブ取引関係）

第36期
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

１．取引の状況に関する事項  該当事項はありません。

(1)取引の内容 

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワッ

プ取引であります。

(2)取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動による

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。

(3)取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利

市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的

で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ており、ヘッジ会計の方法については、「重要な会計方

針９．ヘッジ会計の方法」に記載しております。

(4)取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを

有しております。なお、取引の契約先は、信用度の高い

国内の銀行であるため、相手先の契約不履行による信用

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

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部署が決裁担当者の承認を得て行っております。

 ２．取引の時価等に関する事項 

　当社の行っているデリバティブ取引は、ヘッジ会計が

適用されているため、記載の対象から除いておりま

す。 

 

（退職給付関係）

第36期
（自　平成18年２月21日

至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

該当事項はありません。 同左

（ストック・オプション等関係）

第36期
（自　平成18年２月21日

至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

該当事項はありません。 同左
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（税効果会計関係）

第36期
（平成19年２月20日）

第37期
（平成20年２月20日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：千円）

繰延税金資産（流動）

繰越欠損金 27,700

未払役員退職慰労金損金不算入額 6,398

未払賞与損金不算入額 10,902

賞与引当金損金不算入額 1,101

ポイントカード引当金損金不算入額 8,502

その他 2,680

繰延税金資産（流動）計 57,285

繰延税金負債（流動）  

未収事業税 4,667

繰延税金資産（流動）の純額 52,617

繰延税金資産（固定）  

貸倒引当金損金算入限度超過額 6,272

その他 1,024

繰延税金資産（固定）小計 7,296

評価性引当額 △7,296

繰延税金資産（固定）計 －

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 6,402

繰延税金負債（固定）計 6,402

繰延税金負債（固定）の純額 6,402

（単位：千円）

繰延税金資産（流動）

繰越欠損金 69,618

未払事業税 3,596

賞与引当金 8,126

その他 3,232

繰延税金資産（流動）計 84,573

評価性引当額 △14,955

繰延税金資産（流動）の純額 69,618

繰延税金資産（固定）  

繰越欠損金 139,822

貸倒引当金 6,149

減損損失 47,704

その他 1,149

繰延税金資産（固定）小計 194,825

評価性引当額 △194,825

繰延税金資産（固定）計 －

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 2,833

繰延税金負債（固定）計 2,833

繰延税金負債（固定）の純額 2,833

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

なった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 40.6

（調整）

住民税均等割等 32.9

評価性引当額 4.4

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
78.0

税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略

しております。

（企業結合等関係）

第36期
（自　平成18年２月21日

至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

該当事項はありません。 同左
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（持分法損益等）

第36期
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

該当事項はありません。 同左

（関連当事者との取引）

第36期（自　平成18年２月21日　至　平成19年２月20日） 

親会社及び法人主要株主等 

属性
会社等
の名称

住所 
資本金又は
出資金
（百万円）

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

その他の

関係会社

㈱ファースト

リテイリング

山口県

 山口市 
10,273

株式等の

保有を通

じた企業

グループ

の統括運

営

被所有

直接33.4

兼任

２名
－

第三者割

当増資
2,203,710 － －

（注）平成18年10月26日付で業務・資本提携契約を締結しておりますが、当事業年度におきましては事業上の重要な取

引はありません。

第37期（自　平成19年２月21日　至　平成20年２月20日） 

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
（百万
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

 主要株主

（個人）及

びその他近

親者が議決

権の過半数

を所有して

いる会社

 ㈱ベルコ
大阪市淀

川区 
20

 婦人服

飾雑貨販

売

－ 
兼任

１名 

店舗の賃

借 

店舗の賃借    

保証金の支払 3,060
差入保証

金 
3,060

賃借料 2,637 － －

 役員及び

主要株主
松村洋祐 － －

当社取締

役

被所有

直接27.6
－ － 

コンサルティ

ング料 
1,904 － －

車両売却    

売却代金 4,500 － －

売却益 227 － －

 役員

福谷智之 － －

当社代表

取締役社

長

 － － － 社宅家賃補助 2,474 － －

田中浩志 － －
当社取締

役
 － － － 社宅家賃補助 1,736 － －

１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．㈱ベルコは、当社取締役である松村洋祐が、その議決権の100.0％を所有しております。

３．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1)店舗の賃借料については、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。

(2)コンサルティング料は、経営に関する指導料であります。取引金額については、交渉により決定しております。

なお、契約は平成19年５月14日付で解消しております。

(3)車両の売却価額は査定価額によっております。

(4)役員の社宅補助については、社内規定に基づき一部を会社が負担しております。
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（１株当たり情報）

第36期
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

１株当たり純資産額      585.45円

１株当たり当期純利益金額      6.34円

１株当たり純資産額 497.56円

１株当たり当期純損失金額 82.19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、１株当たり当期純損失であり、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又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第36期
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 36,877 △623,283

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又は当期純損失

（△）（千円）
36,877 △623,283

期中平均株式数（千株） 5,811 7,582
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（重要な後発事象）

第36期
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

　該当する事項はありません。 １. 親会社及び主要株主の異動

株式会社ファーストリテイリング（以下、「ファース

トリテイリング」といいます。）が、平成20年１月11日

から平成20年２月27日まで実施しておりました当社普通

株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」とい

います。）の結果、当社普通株式4,971,000株をファース

トリテイリングは取得しております。

本公開買付けにより、平成20年３月５日付で、ファー

ストリテイリングが、新たに当社の親会社となり、当社

の主要株主である松村洋祐氏は本公開買付けに対し、保

有する議決権のある全ての普通株式を本公開買付けに応

募した結果、当社の主要株主に該当しないこととなって

おります。

２. 株式会社ファーストリテイリングの完全子会社となる

ための手続きを実施する方針の決定について

当社は、平成20年３月19日開催の取締役会において、

当社が株式会社ファーストリテイリング（以下「ファー

ストリテイリング」といいます。）の完全子会社となる

ための手続（以下「本完全子会社化手続」といいます。）

を実施する方針を決定いたしました。

当社は、本完全子会社化手続に際して必要となる当社

の定款一部変更等についてご承認をいただくための臨時

株主総会及び当社普通株主による種類株主総会（いずれ

も平成20年５月30日開催予定）の基準日を、平成20年４

月５日に設定することを決議いたしました。

詳細につきましては、本日発表の「臨時株主総会及び

当社普通株主による種類株主総会招集のための基準日設

定に関するお知らせ」をご覧ください。
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５．その他
(1）役員の異動

①代表取締役の異動

該当事項はありません。 

②その他の役員の異動

 退任予定取締役

取締役　松村洋祐

(2）その他

 該当事項はありません。
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６．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　靴の小売業務以外の業務を営んでいないため、記載を省略しております。

(2）商品仕入実績

　商品仕入実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業の部門別

第36期
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

仕入高（千円） 前年同期比（％） 仕入高（千円） 前年同期比（％）

婦人部門 4,146,431 117.7 4,410,968 106.4

紳士部門 627,159 129.9 339,703 54.2

スニーカー部門 2,246,619 112.5 1,411,965 62.9

その他 240,354 148.8 17 0.0

合計 7,260,565 117.8 6,162,655 84.9

（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（注）２　前期まで婦人の特価商品をその他部門に含めていましたが、当期より婦人部門に含めて記載しております。

(3）受注状況

　靴の小売業務以外の業務を営んでいないため、記載を省略しております。

(4）販売実績

　販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業の部門別

第36期
（自　平成18年２月21日
至　平成19年２月20日）

第37期
（自　平成19年２月21日
至　平成20年２月20日）

売上高（千円） 前年同期比（％） 売上高（千円） 前年同期比（％）

婦人部門 7,343,542 115.8 7,637,875 104.0

紳士部門 1,005,343 121.3 653,220 65.0

スニーカー部門 3,362,675 108.0 2,237,737 66.5

その他 432,570 147.5 27,451 6.3

合計 12,144,132 114.8 10,556,284 86.9

（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（注）２　前期まで婦人の特価商品をその他部門に含めていましたが、当期より婦人部門に含めて記載しております。
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