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（百万円未満切捨て） 
１．20年2月期の連結業績（平成19年2月21日～平成20年2月20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 

 
20年2月期 
19年2月期 

百万円   ％ 

86,284  （6.7） 
80,894  （4.7） 

百万円   ％

1,370  （11.8）
1,225  （△5.3）

百万円   ％

1,620      (21.1)
1,338     (△6.1)

百万円   ％

841      (18.4)
710      (26.0)

 
 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 

 
20年2月期 
19年2月期 

円 銭 

        79 47 
        66 08 

円 銭

－ － 
－ － 

％

7.8 
6.9 

％ 

5.8  
4.9  

％

1.6 
1.5 

(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）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

 
20年2月期 
19年2月期 

百万円 

27,880    
28,374 

百万円

11,034 
10,486 

％

39.6 
36.9 

円 銭

1,044  12 
979 09 

 (参考)  自己資本   20年2月期 11,034百万円   19年2月期 10,470百万円 
 
（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 

 
20年2月期 
19年2月期 

百万円 

2,587 
909 

百万円

△874 
△1,560

百万円

△1,741  
981  

百万円

 2,110  
2,139

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 第１ 
四半期末 中間期末 

第３ 
四半期末

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）

 
20年2月期 
19年2月期 

円 銭 

－ － 

－ － 

円 銭 

－ － 

－ － 

円 銭

－ － 

－ － 

円 銭

13 00 
13 00 

円 銭

13 00 
13 00 

百万円

137 
139 

％ 

16.4 
19.7 

％

1.3 
1.4 

21年2月期 
（予想） 

 
－ － 

 

 
－ － 

 

 
－ － 

 

 
－ － 

 

 
－ － 

  
   － 

 

 
３．21年2月期の連結業績予想（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 

 
中 間 期 
通  期 

百万円 ％ 

 －  － 

－  －  

百万円 ％

－   － 

－   － 

百万円 ％

－  － 

－  － 

百万円 ％ 

－  － 

－  － 

円 銭

 － － 

－ － 

                                                 1 



                        サンクスジャパン（株）（7548） 平成 20 年 2月期決算短信 

 2

 
４．その他      
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）   無 
 
（２）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         有 
② ①以外の変更                無 

（注）詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年2月期 10,832,187株 19年2月期 10,832,187株 
② 期末自己株式数           20年2月期   263,968株 19年2月期   137,911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、38 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 
 
１．20年2月期の個別業績（平成19年2月21日～平成20年2月20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 

 
20年2月期 
19年2月期 

百万円   ％ 

86,284       (6.7) 
80,894       (4.7) 

百万円   ％

1,352      (11.3)
1,214    (△10.0)

百万円   ％

1,609     (20.7)
1,333    (△10.1)

百万円   ％

831     (17.6) 
707     (13.6) 

 
 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

 
20年2月期 
19年2月期 

円  銭 

78    53 
65    74 

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

 
20年2月期 
19年2月期 

百万円 

   27,919 
       28,423 

百万円

11,079   
10,541   

％

39.7  
37.0  

円 銭

1,048   36
984   21

 (参考)  自己資本  20年2月期  11,079百万円   19年2月期  10,525百万円 
 
 
２．21年2月期の個別業績予想（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 

 
中 間 期 
通  期 

百万円 ％ 

－   － 

－  － 

百万円 ％

    －   － 
－  －

百万円 ％

  －   － 
－  －

百万円 ％ 

－   － 
－  － 

円 銭

－ － 
－ －

 
 
 
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
   当社取締役会は、平成 19 年 9 月 25 日にダイレックス株式会社による当社株式等に対する公開買付けに賛同 

の意を表明することを決議し、同公開買付けの結果、ダイレックス株式会社は当社の発行済普通株式の 89.89％

（議決権比率 92.19％）を保有する当社の親会社となっております。当社は、平成 20 年 6 月 21 日を効力発生日 

   として、当社を吸収合併消滅会社、ダイレックス株式会社を吸収合併存続会社とする吸収合併を行う予定とな

っております。合併後の当社の状況と小売業界の動向においては不確定要素が多く、業績予想の数値を算出す

ることが困難であるため記載を省略しております。 
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１．経営成績 
（1）経営成績に関する分析 

  （当期の経営成績） 

 当連結会計年度における我が国経済の状況は、前半においては企業収益の改善により設備投資の増加や輸出 

に支えられて堅調に推移していましたが、年の後半において、米国を起点としたサブプライムローン問題、原

油価格高騰による金融市場の混乱等により、景気減速は明らかになってきました。それに伴い個人消費は先行

きの見えない不安感から消費を手控える状況となっております。 

小売業界におきましては、企業間競争の激化が依然として終息する気配はなく各企業は、売上高、収益の確

保に注力しておりますが、一方では、原油価格高騰の影響等で個人消費者が消費を手控える状況となり、景気

減速兆候が明らかになってきているなど、厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況のなか、当社は新規出店 10 店舗を実施して当連結会計年度末現在九州地区 93 店舗、中国地 

区 9店舗、四国地区 14 店舗、合計 116 店舗としました。一方、不採算店（志度店(既存店)）を平成 19 年 4月 

閉店しました。また、｢日配品｣｢冷凍食品｣の導入を 12 店舗実施して 116 店舗中 77 店舗とし、｢医薬品・医薬 

部外品｣の導入を 17 店舗に実施して 116 店舗中 46 店舗としました。 

        

     当連結会計年度において当社グル－ブが採ってきた施策は、以下のとおりであります。 

 

    当連結会計年度の新規出店（「日配品」「冷凍食品」「青果（テナント方式）」を含む。）につきましては、以

下の 10 店舗をオ－プンいたしました。 

         4 月  ダイレックス矢峰店  (長崎県佐世保市) 

         4 月  ダイレックス山鹿店  (熊本県山鹿市) 

         5 月  ダイレックス小郡店  (福岡県小郡市) 

         6 月  ダイレックス西都店  (宮崎県西都市)  

         6 月  ダイレックス高鍋店  (宮崎県児湯郡高鍋町) 

         7 月  ダイレックスわさだ店  (大分県大分市) 

         9 月  ダイレックス対馬店  (長崎県対馬市) 

         10 月  ダイレックス栗野店   (鹿児島県姶良郡湧水町) 

         11 月  ダイレックス佐伯店  （大分県佐伯市） 

         12 月  ダイレックス国分寺店  （香川県高松市） 

 

    既存店営業力強化策として、｢日配品｣「冷凍食品」コ－ナ－を導入いたしました。 

         2 月  ダイレックス愛野店  (長崎県雲仙市)    「日配品」「冷凍食品」 

         3 月  ダイレックス長崎店  (長崎県長崎市)    「日配品｣ ｢冷凍食品｣ 

                  9 月  ダイレックス錦町店  (熊本県球磨郡錦町)  「日配品｣ ｢冷凍食品｣ 

 

    更に既存店及び新店に営業力強化策として、｢医薬品・医薬部外品｣コ－ナ－を導入いたしました。 

         3 月  ダイレックス島原店  (長崎県島原市) 

         4 月  ダイレックス矢峰店  (長崎県佐世保市) 

          4 月  ダイレックス日南店  (宮崎県日南市) 

         4 月  ダイレックス山鹿店  （熊本県山鹿市） 

         5 月  ダイレックス小郡店  （福岡県小郡市） 

         6 月  ダイレックス西都店  （宮崎県西都市） 

         6 月  ダイレックス高鍋店  （宮崎県児湯郡高鍋町） 

         6 月  ダイレックス前原店   （福岡県前原市） 

         7 月  ダイレックスわさだ店  （大分県大分市） 

                  10 月  ダイレックス栗野店  (鹿児島県姶良郡湧水町) 

         10 月  ダイレックス江北店  (佐賀県杵島郡江北町) 

         11 月  ダイレックス佐伯店    (大分県佐伯市) 

         11 月  ダイレックス篠栗店   (福岡県糟屋郡篠栗町) 

         12 月  ダイレックス国分寺店  （香川県高松市） 

         1 月  ダイレックス大分店    （大分県大分市） 

         1 月  ダイレックス森店      （大分県大分市） 

         2 月  ダイレックス恒久店    （宮崎県宮崎市） 

  

  以上のような施策により、既存店（97 店舗）の売上高の推移は、上半期（３月－8 月）においては前年

同期比△1.2%としておりましたが、下半期（９月－２月）は天候不順の影響から前年同期比△1.8%となり

ました。結果、当連結会計年度の既存店（97 店舗）の売上高は、75,157,862 千円（前年同期比△1.5%）

となりました。 

売上総利益面におきましては、原油価格高騰による一部商品の価格上昇の影響や酒税法の規制緩和によ

る競合他社との競争の激化の中、酒類（酒類粗利益率：前年同期比△0.7%）を含む全アイテムの売上総利
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益率を 14.3%（前年同期比+0.0％）としました。 

販管費及び一般管理費は、10,939,403 千円（前年同期比 596,073 千円増、売上百分比 12.7%）を計上し

て前年同期比△0.1%となりました。増加要因としましては、新規出店（前期以降 19 店舗）に係る経費計

上額 1,430,821 千円（前年同期比 872,580 千円増）によるものであります。 

一方では、前連結会計年度から徐々にコスト削減が進捗し、既存店（97 店舗）及び子会社を含む管理部

門におきまして 276,507 千円のコスト削減を果たしました。 

特別利益は、財務体質の健全化及び資金の有効利用を目的に投資有価証券の売却を実施し、投資有価証

券売却益 31,251 千円を計上いたしました。 

特別損失は、減損損失 15,724 千円を特別損失に計上しております。 

 

この結果、当連結会計年度の業績は売上高 86,284,722 千円(前年同期比+6.7％)、経常利益 1,620,854 千

円(前年同期比+21.1％)、当期純利益 841,587 千円(前年同期比+18.4％)となりました。 

 

（次期の見通し） 

     当社取締役会は、平成 19 年 9 月 25 日にダイレックス株式会社による当社株式等に対する公開買付けに

賛同の意を表明することを決議し、同公開買付けの結果、ダイレックス株式会社は当社の発行済普通株式

の 89.89％（議決権比率 92.19％）を保有する当社の親会社となっております。当社は、平成 20 年 6月 21

日を効力発生日 として、当社を吸収合併消滅会社、ダイレックス株式会社を吸収合併存続会社とする吸

収合併を行う予定となっております。合併後の当社の状況と小売業界の動向においては不確定要素が多く、 

    業績予想の数値を算出することが困難であるため記載を省略しております。 

また、当社株式は、ジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に該当し、当社の株券は上場廃止とな

ることが予想されます。上場廃止後は、当社株券を株式会社ジャスダック証券取引所において取引するこ

とはできません。 

  

（2）財政状態に関する分析 

  （資産、負債及び純資産に関する分析） 

     流動資産の合計は、10,146,186 千円となり、前連結会計年度末と比較して 506,438 千円減少いたしました。

この主な要因は、「現金及び預金」が 218,867 千円減少し、「たな卸資産」が、新規に 10 店舗（前連結会計

年度末翌日から 1 年間）の出店等を実施した一方で在庫の抑制等を図った結果 266,095 千円減少したためで

あります。 

     固定資産の合計は、17,734,782 千円となり、前連結会計年度末と比較して 13,338 千円増加いたしました。

この主な要因は、「建物及び構築物」が主に新規出店により 453,942 千円増加した一方で、投資その他の資

産のうち「投資有価証券」が財務体質の健全化及び資金の有効利用を目的に投資有価証券を売却したことに

より 187,954 千円減少し、「その他」が保険積立金の取崩しにより 140,521 千円減少したことによるもので

あります。 

     流動負債の合計は、16,038,078 千円となり、前連結会計年度末と比較して 5,829,594 千円増加いたしまし

た。この主な要因は、「買掛金」が、新規 10 店舗（前連結会計年度末翌日から 1 年間）の出店等により

438,851 千円増加し、また、金融機関からの借入金を全額返済するために親会社から短期借入を行ったこと

により｢短期借入金｣が 5,422,196 千円増加したことによるものであります。 

     固定負債の合計は、808,354 千円となり、前連結会計年度末と比較して、6,870,441 千円減少いたしまし

た。この主な要因は、上記のとおり、金融機関からの長期借入金を全額返済したために「長期借入金」が

6,928,248 千円減少したためであります。 

     純資産の合計は、11,034,535 千円となり、前連結会計年度末と比較して 547,747 千円増加いたしました。

この主な要因は、利益剰余金の増加によるものであります。 

 

 

  （キャッシュ･フロ－の分析） 

    当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ 28,612 千円減少し、当連結会計年

度残高は 2,110,709 千円（前年同期比 1.3％減）となりました。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロ－) 

   当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フロ－は、2,587,639 千円の増加となり前連結会計年

度と比較して 1,678,614 千円（前年同期比 187.7％増）の増加となりました。これは、主に｢たな卸資産｣の減

少による 1,110,691 千円の資金の増加に対して、｢仕入債務｣が 347,693 千円の増加となったこと等によるもの

であります。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロ－)    

   当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フロ－は、874,698 千円の減少となり前連結会計年度

と比較して 685,750 千円（前年同期比 43.9％増）の増加となりました。この主な要因は、新規出店にかかる

設備投資に関して賃貸物件を増加させたことにより有形固定資産の取得による支出 645,279 千円減少したこと
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よるものであります。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロ－) 

    当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フロ－は、1,741,553 千円の減少となり前連結会計年

度と比較して 2,723,243 千円の減少となりました。この主な要因は、金融機関への短期及び長期借入の返済に

よる支出が親会社からの借入による収入を上回ったことによるものであります。 

 

（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、平成 19 年 9 月 25 日開催の取締役会において、ダイレックス株式会社による当社の普通株式及び新 

株予約権に対する公開買付けについて賛同の意を表明することを決議し、平成 19 年 9 月 26 日から平成 19 年

11 月 7 日まで公開買付けが実施され、その結果、ダイレックス株式会社が当社の普通株式 9,736,904 株（所有

割合：89.89％）を取得しました。 

    この公開買付けにより既存の株主様におかれましてはＭＢＯをご理解されたうえでＭＢＯに応募され、その

結果として当社普通株株式 9,736,904 株が応募されました。また、今後この公開買付けによりダイレックス株

式会社が当社株式の全てを取得できなかったことによりダイレックス株式会社を存続会社とし、当社を消滅会

社とする吸収合併や当社の上場廃止が予定されておりますが、当期の期末配当は 13 円を予定しております。      

  次期の配当につきましては、合併後の当社の状況と小売業界の動向においては不確定要素が多く、配当予想

の前提となる業績予想の数値を算出することが困難であることから、現状において配当を決定しておりません。 

 

（4）事業等のリスク 

     当社グル－プの経営成績、株価及び財政状況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、文中における将来に関する事項は、本決算短信発表日現在において判断したものであります。 

 

  Ａ．新規出店について  

      当社は、今後も引続き積極的な新規出店を行っていきますが、経済情勢の変化等により適切な店舗用地の

確保に時間を要する場合や、競合他社の出店による競争激化等によって、適切な人材の確保を含め、当社の

新規出店に影響を及ぼす可能性があります。一方、商圏のさまざまな変化等により不採算な店舗は撤退を余

儀なくされ退店に伴う費用及び損失が業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

  B．競合店について 

      当社の出店エリアにおいて、国内大手ＧMＳ、ホ－ムセンタ－、ドラッグストア等業種業態入り乱れて競合

しております。「お客様が求めるよりよい品質のものを、いつでもより安く提供する」ことを推し進め、差別

化を図っておりますが、こうした競争の激化は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

  Ｃ．敷金・保証金について 

      当社の出店は、賃借による方法を基本としております。このため、店舗用建物契約時に賃借人に対し敷

金・保証金を差入れております。敷金・保証金残高は、平成 20 年 2 月 20 日現在 1,004,354 千円であります。 

      当該敷金・保証金のうち期間満了等による契約解消時に契約に従い返還される部分については、賃借人の

経営破綻等によりその一部または全額が回収できない可能性があります。また、契約に定められた期間満了

前に中途解約した場合は、契約内容に従って違約金の支払いが必要となる可能性があります。 

 

  Ｄ．自然災害、経済状況について 

      当社の各店舗が大規模な台風、地震等自然災害に見舞われた場合、当社の業績等に影響を及ぼす可能性が

あります。 

 

  Ｅ．在庫評価について 

      当社は、日常生活必需品を中心に幅広い商品群を取り揃えております。ライフスタイルの短い季節商品等

では、陳腐化により粗利益率の低下を招き当社の業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

   

  Ｆ．労務について 

      当社の店舗では多くのパ－トタイマ－従業員が業務に従事しておりますが、今後、社会保険、労働条件な

どの諸制度に変更がある場合は、会社業績に影響を与える可能性があります。 

 

  Ｇ．取引先について 

      当社は、仕入先をはじめ数多くの取引先との関係によって事業を営んでおります。したがってこれらの取

引先等との関係に著しい変化が生じた場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

  Ｈ．グル－プ経営について                                         

   当社は、平成 18 年 2 月期中間期より連結財務諸表を作成し、連結グル－プ経営を開始しております。当
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該子会社の業績悪化等により、子会社株式の減損、支援費用の発生等、当社の業績及び財政状態に悪影響を

及ぼす可能性があります。 

 

  Ｉ．医薬品販売の規制緩和について 

      当社は、｢薬事法｣で定義する医薬品等を販売するにあたり、各都道府県の許可、登録、指定、免許または

届出を必要としております。今後医薬品の規制が緩和された場合、他業種等の参入が容易となり、商品調達

の体型や価格の変動が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

Ｊ．サンクスジャパン株式会社とダイレックス株式会社の今後について 

 ダイレックスは、本公開買付けにより当社株式の全てを取得できなかったことから、以下の方法により、

当社を吸収合併することを計画しております。 

具体的には、ダイレックスを存続会社とし、当社を消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいま

す。）を実施し、消滅会社である当社の本合併基準時におけるダイレックス以外の株主の皆様に対して、そ

の保有する当社株式の対価として、金銭を交付する予定です。その際に当社株式１株に対して交付される金

銭の額については、本公開買付けにおける買付け等の価格（普通株式1株につき金850円、以下「本公開買付

価格」といいます。）を基準として算出し、特段の事情がない限り、本公開買付価格と同一の価格とする予

定ですが、最終的には当社の事業を取り巻く環境の変化並びに株式市場及び両社の業績の変動等の影響によ

り、本公開買付価格とは異なることがあります。また、本合併に際して消滅会社となる当社の株主の皆様は、

会社法第785条その他の関係法令の定めに従って、当社に対して株式買取請求権を有します。当社は、この

場合の１株当たりの買取価格も、本公開買付価格を基準として算出することが妥当であると判断しておりま

すが、最終的には当社の事業を取り巻く環境の変化、株式市場及び両社の業績の変動等の影響並びに裁判所

の判断等により、本公開買付価格及び本合併において当社株式１株につき交付される金銭の額とは異なる可

能性があります。 

当社新株予約権につきましては、当初ダイレックスは、本合併に際し、発行要項に定める取得条項に基づ

き新株予約権のすべてを無償で取得する等の方法により、当社新株予約権を消滅させるよう当社に要請する

予定でしたが、新株予約権者との合意の上、平成19年11月27日新株予約権を全部放棄し、平成20年1月24日

登記を完了いたしました。 

なお、ダイレックスは、当社株式等の全てを取得する方法につき、関連法令についての当局の見解、本公

開買付け後のダイレックスの株式所有割合及びダイレックス以外の当社の株主の皆様による当社株式の保有

状況等によって、上記の方法に代えてそれと同等の効果を有する他の方法により、発行済の当社株式のすべ

てを取得する可能性があります。ただし、その場合でもダイレックス以外の当社の株主に対しては、最終的

に金銭を交付する方法を採用することが予定されております。そしてこの場合において株主の皆様に対し、

当社株式１株につき交付される金銭の額についても本公開買付価格を基準として算出される予定ですが、最

終的には当社の事業を取り巻く環境の変化、株式市場及び両社の業績の変動等の影響並びに裁判所の判断等

により、本公開買付価格とは異なる可能性があります。 

なお、本合併またはそれと同等の効果を有する他の方法によるダイレックスによる発行済の当社株式のすべ

ての取得に際しての金銭の交付または本合併に際しての株式買取請求権の行使に基づく当社株式の買取り等

のそれぞれの場合の税務上の取り扱いについては、株主及び新株予約権者の皆様において税務の専門家にご

確認いただきますようお願いいたします。 

当社株式は、株式会社ジャスダック証券取引所に上場しておりますが、ダイレックスは、適用ある法令に

従い、本合併またはそれと同等の効果を有する他の方法により当社の発行済株式のすべての取得を予定して

おりますので、それに伴ってジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に該当し、当社の株券は上場廃止

となることが予想されます。上場廃止後は、当社株券を株式会社ジャスダック証券取引所において取引する

ことはできません。 
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２．企業集団の状況 
当社グル－プ(当社及び当社の関係会社)は、当社、親会社 1 社、子会社 1 社で構成されており、主に食

料品(日配品、冷凍食品を含む)、化粧品、酒類、家庭用電気用品等の生活必需品を取り揃えるディスカウ

ント事業を営んでおります。なお、平成 19 年 9 月 25 日、ダイレックス株式会社が当社普通株式及び新株

予約権に対する公開買付けを公表し、平成 19 年 9 月 26 日から平成 19 年 11 月 7 日までの期間で公開買付

けを実施しました。その結果、ダイレックス株式会社は、当社の普通株式 9,736,904 株を取得し、当社は

ダイレックス株式会社の子会社となりました。 

   

  (１) 当社と親会社及び子会社の位置付け 

    ①親会社 

  ダイレックス株式会社は、当社普通株式及び新株予約権に対する公開買付けを目的として平成 19 年 7 月

9 日設立しました。公開買付けは、平成 19 年 9 月 26 日から平成 19 年 11 月 7 日までの期間ダイレックス株

式会社による公開買付けが実施され、その結果当社の普通株式 9,736,904 株（所有割合：89.89％）を取得

し、ダイレックス株式会社が当社の親会社になりました。 

 

②子会社 

ダイレックスコ－ポレ－ション株式会社は、医薬品・医薬部外品取扱いに関するノウハウ蓄積のために

設立した当社が 100％出資する連結子会社であり、薬事法上の一般販売業および薬種商販売業に基づく医薬

品販売業務を当社より受託しております。これは当社がダイレックスコ－ポ－ション株式会社に医薬品の

販売を委託しているものであり、当該委託店舗における医薬品売上高は、当社の売上として計上しており

ます。 
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 (２) 事業系統図 
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３．経営方針 
（１）会社の経営の基本方針 

      当社は、会社設立時よりその基本理念として「お客様が求めるよりよい品質のものを、いつでもより安

く提供する」ことを掲げ、常に生活者の視点に立った店舗作りを行ってまいりました。この基本理念を踏

まえ以下の事業展開方針を掲げております。 

    1.郊外のロードサイドに賃借を基本として 1,000 坪程度の敷地を確保し、従来 150 坪を基準としてきた売り

場面積を平成 17 年度以降の戦略として 270 坪程度に拡張していく方針に変更していく。駐車場は 70 台程

度を基準とした直営方式の商業施設で、年休２日、朝 10 時から夜 10 時まで営業する利便性の高い店舗を

多店舗展開すること。      

    2.日常の暮らしに必要十分といわれるアイテム数約 14,300 品目を、品質に信頼のおけるナショナルブラン

ド商品を中心に取り揃える。そのほか日常の食生活に最低限必要な日配品、冷凍食品（肉及び肉加工品、

凍菜、魚、市販冷食）、青果（テナント方式）約 700 品目及び地域住民の健康を支える医薬品・医薬部外

品約 1,000 品目を配置して、顧客ニーズを総合的にサポートする商品戦略を採る。 

    3.徹底したローコストオペレーションの実践により価格優位性を追及すること。 

     以上のような事業展開方針により 

1. 地域で最も強い流通企業となり、健全で安定した収益構造を構築すること 

2. 企業価値を高め、株主への還元を重視すること 

3. 従業員との信頼関係を良好に保ち、社訓としている「夢を持ち、豊かに生きよう」を実践するこ

と 

以上のことを、実現すべき経営目標としております。 

   

  （２）目標とする経営指標 

      平成 20 年 2月期を初年度とする中期経営計画【3ヶ年（平成 20 年 2月期～平成 22 年 2月期）】の目標

となる重点経営指標といたしましては、売上高、粗利益率向上を念頭に置きながら、平成 22 年 2月期の

達成目標として次のように設定しております。 

   売上高  1,000 億円 

        粗利益   150 億円（15％） 

        販管費   120 億円（12％） 

        経常利益  30 億円 （3％） 

 

  （３）中長期的な会社の経営戦略 

      当社は、当連結会計年度において九州地区に 93 店舗、中国地区に 9 店舗、四国地区に 14 店舗、合計

116 店舗を有しております。今後も積極的な出店政策を採っていくことを基本方針としております。当面

の目標として、九州はもとより中国地区及び四国地区への進出を拡大して、西日本地区一帯のドミナント

化を実現する計画であります。その後、更に北上を続け全国規模の“地域に密着した利便性の高い店舗”

展開を推し進めていく所存であります。 

 また、当社は、平成 19 年 4 月 3 日付で、【中期経営計画】を発表いたしました。当期は先に発表しま

した【中期経営計画】に掲げる、以下に記載する方針に沿って第一歩をスタ－トし、その成果を上げるこ

とができました。当面、中期的展望に立ち以下の方針を段階的に且つ確実に実践していく所存であります。 

    【中期経営計画（2007.3～2010.2）】の方針 

〔１〕 既成のディスカウント業態にとらわれることなく、お客様の満足と必要を満たすことのできる変

化に強い業態を構築する。 

〔２〕 “良いものを安く”を基本理念として、過去の経営戦略を一から見直す聖域なき改革を実行する。 

〔３〕 2010 年２月期売上高 1,000 億円、粗利益 150 億円（15％）、販管費 120 億円（12％）、経常利益 30

億円（3％）を実現する。 

以上を基本戦略として、 

① 仕入条件の見直し 

どこよりも安い価格を実現するため、最も安く仕入れる仕組づくり 

② プライベート・ブランドの開発 

従来、NB 商品を主体とする戦略をとってきたが、多様化する顧客ニーズに応えるため、PB 商品も

開発 

③ 物流の見直し 

ベンダー物流にとらわれず、自社物流も視野に入れて最も効率の良い物流体制を再構築する 

④ 高スペックでフル機能する組織の構築 

営業前線（店舗）からの経営情報を迅速に把握するための組織を構築 

⑤ パート社員の戦力化 

地域の消費者と密接に関わるパート社員を社員並びに管理職へ登用し、より緻密なマネジメント力

を導入する 

 

 



                        サンクスジャパン（株）（7548） 平成 20 年 2月期決算短信 

 10

⑥ 「暖簾分け制度」の構築 

社員の高齢化に備えると同時に、有能な社員の発掘を目的として「暖簾分け制度」を構築し、人材

のボトムアップを図る 

 

以上のことに積極的に取り組み、業績拡大を図りながら企業価値を更に高めて参ります。 

   

  （４）会社の対処すべき課題 

     当社取締役会は、平成 19 年９月 25 日にダイレックス株式会社による当社株式等に対する公開買付けに

賛同の意を表明することを決議し、同公開買付けの結果、ダイレックス株式会社は当社の発行済普通株式

の 89.89％（議決権比率 92.19％）を保有する当社の親会社となっております。当社は、平成 20 年 6月 21

日を効力発生日として、当社を吸収合併消滅会社、ダイレックス株式会社を吸収合併存続会社とする吸収

合併を行う予定であります。 

 

 （５）内部管理体制の整備・運用状況 

     当該事項につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所に提出し、開示いたしました「コーポレー 

トガバナンスに関する報告書」を参照下さい。 

   

（６）その他、会社の経営上の重要な事項 
      該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表等 

 (1) 連結貸借対照表  

注記 構成比 構成比

番号 （％） （％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

　　1　現金及び預金 2,412,416 2,193,548

　　2　売掛金 30,844 59,171

　　3　たな卸資産 7,753,374 7,487,278

　　4　繰延税金資産 119,842 104,403

　　5　その他 336,147 301,784

　　　　流動資産合計 10,652,624 37.5 10,146,186 36.4

Ⅱ　固定資産

　　1　有形固定資産

　　　（1）  建物及び構築物 ※1・2 8,423,912 9,210,791

               減価償却累計額 △ 2,667,752 5,756,160 △ 3,000,688 6,210,103

　　　（2）  機械装置及び運搬具 413,195 471,088

　　　　      減価償却累計額 △ 221,151 192,044 △ 274,452 196,635

       （3）  土地 ※1 7,330,284 7,330,284

　　　（4）  建設仮勘定 255,112 297,695

　　　（5）  その他 826,536 900,906

             減価償却累計額 △ 395,811 430,725 △ 575,215 325,691

　　　　有形固定資産合計 13,964,327 49.2 14,360,409 51.5

　　2　無形固定資産 561,411 2.0 502,706 1.8

　　3　投資その他の資産

　　　（1）  投資有価証券 322,598 134,644

       （2）  長期貸付金 92,800 9,300

　　　（3）  繰延税金資産 438,927 527,314

　　　（4）  その他 2,358,853 2,218,332

　　　　　   貸倒引当金 △ 17,475 △ 17,925

　　　　投資その他の資産合計 3,195,704 11.3 2,871,666 10.3

　　　　固定資産合計 17,721,443 62.5 17,734,782 63.6

　　　　資産合計 28,374,068 100.0 27,880,969 100.0

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成19年2月20日） （平成20年2月20日）

区分 金額（千円） 金額（千円）
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注記 構成比 構成比

番号 （％） （％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

　  1　買掛金 5,391,340 5,830,191

　  2  短期借入金 ※1・3 3,247,804 8,670,000

　  3  未払法人税等 446,300 385,800

　  4　賞与引当金 139,967 148,326

　　5  役員賞与引当金 34,600 28,750

　　6  その他 948,472 975,010

　　　　流動負債合計 10,208,484 36.0 16,038,078 57.5

Ⅱ　固定負債

　　1  長期借入金 ※1 6,928,248 -

　　2  退職給付引当金 154,550 173,296

　　3  役員退職慰労引当金 390,671 420,130

　　4  その他 205,325 214,926

　　　　固定負債合計 7,678,796 27.0 808,354 2.9

　　　　負債合計 17,887,280 63.0 16,846,433 60.4

　　　　　　　（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　　1  資本金 1,966,467 1,966,467

　　2  資本剰余金 1,975,065 1,975,065

　　3  利益剰余金 6,613,903 7,316,465

　　4  自己株式 △ 140,267 △ 225,608

　　　　株主資本合計 10,415,168 36.7 11,032,388 39.6

Ⅱ　評価・換算差額等

　　1  その他有価証券評価差額金 56,487 2,147

　　2  繰延ヘッジ損益 △ 948 －

　　　　評価・換算差額等合計 55,539 0.2 2,147 0.0

Ⅲ　新株予約権 16,080 0.1 － 0.0

　　　　純資産合計 10,486,788 37.0 11,034,535 39.6

　　　　負債 ･ 純資産合計 28,374,068 100.0 27,880,969 100.0

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成19年2月20日） （平成20年2月20日）

区分 金額（千円） 金額（千円）
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(２)連結損益計算書 

注記 百分比 百分比

番号 （％） （％）

Ⅰ　売上高 80,894,181 100.0 86,284,722 100.0

Ⅱ　売上原価 69,325,319 85.7 73,974,854 85.7

　　　　売上総利益 11,568,861 14.3 12,309,867 14.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1 10,343,330 12.8 10,939,403 12.7

　　　　営業利益 1,225,531 1.5 1,370,463 1.6

Ⅳ　営業外収益

　  1  受取利息  9,103 13,544

　  2  受取配当金  14,303 2,534

　  3  受取手数料  83,071 86,085

　  4  受取家賃  83,432 133,847

　  5  保険満期収入  31,231 －

　  6  保険解約収入  － 135,770

　  7  その他の営業外収益  36,931 258,074 0.3 46,513 418,295 0.5

Ⅴ　営業外費用

　  1  支払利息  142,255 164,010

　  2  その他の営業外費用  3,169 145,424 0.1 3,895 167,905 0.2

　　　　経常利益 1,338,181 1.7 1,620,854 1.9

Ⅵ　特別利益

　  1 固定資産売却益  ※2 6,428 －

　  2 施設利用権売却益  431 －

　  3 投資有価証券売却益  317,689 31,251

　  4 国庫補助金受贈益  15,837 22,010

　  5 役員退職慰労引当金戻入益  － 8,074

　  6 新株予約権戻入益  － 340,386 0.4 33,946 95,282 0.1

Ⅶ　特別損失

　  1 固定資産除却損  ※3 34,244 31,476

　  2 固定資産売却損 ※4 11,779 －

　  3 収用に伴う移設費用 － 10,365

　  4 投資有価証券売却損  － 606

　  5 投資有価証券評価損  9,345 －

　  6 施設利用権評価損  － 450

　  7 出店計画中止損  － 26,865

　  8 借入金等解約違約金 － 76,360

　  9 公開買付対応費用 23,500

   10 減損損失 ※5 213,407 268,777 0.3 15,724 185,348 0.2

　　　　 税金等調整前当期純利益 1,409,790 1.8 1,530,788 1.8

　　　　 法人税、住民税及び事業税 740,689 725,896

　　　　 法人税等調整額 △ 41,580 699,108 0.9 △ 36,696 689,200 0.8

　　　　 当期純利益 710,681 0.9 841,587 1.0

前連結会計年度 当連結会計年度

区分 金額（千円） 金額（千円）

                    （ 自 平成18年2月21日                     （ 自 平成19年2月21日

                       至 平成19年2月20日 ）                        至 平成20年2月20日 ）
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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 18 年 2 月 21 日 至 平成 19 年 2月 20 日） 

平成18年2月20日残高（千円） 1,960,478 1,969,092 6,078,481 △ 95,246 9,912,806

連結会計年度中の変動額

　 新株の発行 5,988 5,972 11,960

　 剰余金の配当 △ 139,659 △ 139,659

　 役員賞与 △ 35,600 △ 35,600

　 当期純利益 710,681 710,681

　 自己株式の取得 △ 45,020 △ 45,020

　 株主資本以外の項目の連結会計年度

 　中の当期変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計（千円） 5,988 5,972 535,422 △ 45,020 502,362

平成19年2月20日残高（千円） 1,966,467 1,975,065 6,613,903 △ 140,267 10,415,168

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

 

 

平成18年2月20日残高（千円） 218,491 218,491 10,131,297

連結会計年度中の変動額

　 新株の発行 11,960

　 剰余金の配当 △ 139,659

　 役員賞与 △ 35,600

　 当期純利益 710,681

　 自己株式の取得 △ 45,020

　 株主資本以外の項目の連結会計年度

 　中の当期変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計（千円） △ 162,003 △ 948 △ 162,952 16,080 355,490

平成19年2月20日残高（千円） 56,487 △ 948 55,539 16,080 10,486,788

評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計その他有価証券

評価差額金

△ 162,003 △ 948 △ 162,952 16,080 △ 146,871

繰延
ヘッジ
損益

評価・換算差額
等合計
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当連結会計年度（自 平成 19 年 2 月 21 日 至 平成 20 年 2月 20 日） 

平成19年2月20日残高（千円） 1,966,467 1,975,065 6,613,903 △ 140,267 10,415,168

連結会計年度中の変動額

　 剰余金の配当 △ 139,025 △ 139,025

　 当期純利益 841,587 841,587

　 自己株式の取得 △ 85,341 △ 85,341

　 株主資本以外の項目の連結会計年度

 　中の当期変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計（千円） 702,561 △ 85,341 617,219

平成20年2月20日残高（千円） 1,966,467 1,975,065 7,316,465 △ 225,608 11,032,388

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

 

平成19年2月20日残高（千円） 56,487 △ 948 55,539 16,080 10,486,788

連結会計年度中の変動額

　 剰余金の配当 △ 139,025

　 当期純利益 841,587

　 自己株式の取得 △ 85,341

　 株主資本以外の項目の連結会計年度

 　中の当期変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計（千円） △ 54,340 948 △ 53,392 △ 16,080 547,747

平成20年2月20日残高（千円） 2,147 2,147 11,034,535

評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計その他有価証券

評価差額金

△ 54,340 948 △ 53,392 △ 16,080 △ 69,472

繰延
ヘッジ
損益

評価・換算差額
等合計
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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 当連結会計年度

　     （ 自　平成18年2月21日 　     （ 自　平成19年2月21日

　　      至　平成19年2月20日） 　　      至　平成20年2月20日）

区　　分
注記
番号

金額
（千円）

金額
（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロ－

　1　　税金等調整前当期純利益 1,409,790 1,530,788

　2　　減価償却費 748,155 780,863

　3　　減損損失 213,407 15,724

　4　　賞与引当金の増減額（減少：△） 3,488 8,358

　5　　役員賞与引当金の増減額（減少：△） 34,600 △ 5,850

　6　　貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 2,100 450

　7　　役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 23,232 29,458

　8　　退職給付引当金の増減額（減少：△） 15,822 18,746

　9　　受取利息及び受取配当金 △ 23,407 △ 16,079

10     支払利息 142,255 164,010

11　　固定資産売却益 △ 6,428 -

12　  固定資産売却損 11,779 -

13　　固定資産除却損 16,906 31,476

14 　 投資有価証券評価損 9,345 -

15　  投資有価証券売却益 △ 317,689 △ 31,251

16    投資有価証券売却損 - 606

17　  新株予約権戻入益 - △ 33,946

18　  売上債権の増減額（増加：△） △ 18,505 △ 28,327

19　  たな卸資産の増減額（増加：△） △ 844,596 266,095

20　  敷金・保証金の増減額（福利関係　増加：△） △ 1,400 △ 2,711

21　  その他流動資産の増減額（増加：△） △ 482 27,235

22　  その他固定資産の増減額（増加：△） 110,741 254,892

23　  仕入債務の増減額（減少：△） 91,158 438,851

24　  未払消費税等の増減額（減少：△） 42,653 74,900

25　  その他流動負債の増減額（減少：△） △ 29,131 △ 63,122

26　  その他固定負債の増減額（減少：△） 29,342 38,278

27　  役員賞与の支払額 △ 35,600 -

　　小　　　　　計 1,623,337 3,499,447

28　  利息及び配当金の受取額 22,761 15,692

29　  利息の支払額 △ 144,310 △ 140,843

30　  法人税等の支払額 △ 592,761 △ 786,656

　　　　　営業活動によるキャッシュ・フロ－ 909,025 2,587,639

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロ－

　1　　定期預金の預入による支出 △ 348,094 △ 257,137

　2　　定期預金の払戻による収入 349,064 447,393

　3　　有形固定資産の取得による支出 △ 1,727,530 △ 1,082,251

　4　　有形固定資産の売却による収入 79,115 -

　5　　無形固定資産の取得による支出 △ 116,620 △ 69,474

　6　　投資有価証券の取得による支出 △ 135,281 △ 601

　7　　投資有価証券の売却による収入 470,217 127,963

　8　　貸付による支出 △ 14,300 △ 10,390

　9　　貸付金の回収による収入 3,947 92,490

10　　敷金・保証金の差入による支出（店舗関係） △ 98,565 △ 100,069

11　   敷金・保証金の返戻による収入（店舗関係） 11,599 7,304

12　   建設協力金の差入による支出（店舗関係） △ 34,000 △ 29,925

　　　　　投資活動によるキャッシュ・フロ－ △ 1,560,448 △ 874,698  
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前連結会計年度 当連結会計年度

　     （ 自　平成18年2月21日 　     （ 自　平成19年2月21日

　　      至　平成19年2月20日） 　　      至　平成20年2月20日）

区　　分
注記
番号

金額
（千円）

金額
（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロ－

　1　　短期借入金の純増減額（減少：△） 100,000 7,670,000

　2　　長期借入れによる収入 3,200,000 -

　3　　長期借入金の返済による支出 △ 2,115,672 △ 9,176,052

　4　　株式の発行による収入 11,960 -

　5　　自己株式取得による支出 △ 45,020 △ 85,341

　6　　配当金の支払額 △ 137,833 △ 138,257

　7　　その他 △ 31,742 △ 11,902

　　　　　財務活動によるキャッシュ・フロ－ 981,690 △ 1,741,553

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － -

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 330,268 △ 28,612

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,809,053 2,139,322

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 2,139,322 2,110,709  
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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     当連結会計年度

　　　　　　　 　(自　平成18年2月21日 　　　　　　　 　(自　平成19年2月21日

　　　　　　　　  至　平成19年2月20日) 　　　　　　　 　 至　平成20年2月20日)

1　連結の範囲に関する事項   連結子会社の数　1社

  当社の子会社はダイレックスコ－ポレ－ション 同左

  株式会社であり、当該会社を連結しております。

2　持分法の適用に関する事項   非連結子会社及び関連会社はないため該当事 同左

  項はありません。

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の末日は連結決算日と 同左

  一致しております。

4　会計処理基準に関する事項

 （1）重要な資産の評価基準及び評価方法 　 ① 有価証券 　 ① 有価証券

　　　 その他有価証券 　　　 その他有価証券

　　  a　時価のあるもの 　　  a　時価のあるもの

　　　　   当連結会計年度末日の市場価格等に基 同左

　　　  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）

       b  時価のないもの       b  時価のないもの

　　　   移動平均法による原価法 同左

 　 ② デリバティブ  　 ② デリバティブ

　　　　時価法

　  ③ たな卸資産 　  ③ たな卸資産

　　  a  商品 　　 a  商品

　　　　売価還元原価法（酒類は移動平均法による 同左

　　 　  原価法）

　 　 b  貯蔵品 　　 b  貯蔵品

　　　　 最終仕入原価法による原価法 同左

 （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 　  ① 有形固定資産

　 　a　建物及び構築物 同左

　　　　定額法

　　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

　　　　ます。

　　　　 　建物及び構築物　7～34年

　　　　   また、事業用定期借地権が設定されてい

　　　   る賃借地上の建物・建物附属設備及び構

　　　   築物につきましては借地契約期間に基づく

　　　 　耐用年数にて償却を行っております。

　　 b その他有形固定資産

　　　　定率法

　（会計方針の変更）

　　法人税法の改正に伴い、当連結会計年度から

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。なお、この変更に伴う損

益への影響は軽微であります。

　  ② 無形固定資産 　  ② 無形固定資産

　　　　定額法 同左

　　　  なお、事業用定期借地権につきましては借

　　　  地契約期間に基づく耐用年数にて償却を行

　　　  っております。また、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）に基づいて償却を行っております。

項目
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    前連結会計年度     当連結会計年度

　　　　　　　 　(自　平成18年2月21日 　　　　　　　 　(自　平成19年2月21日

　　　　　　　　  至　平成19年2月20日) 　　　　　　　 　 至　平成20年2月20日)

　  ③  投資不動産 　 ③   投資不動産

　　    建物及び構築物 同左

　　　　  定額法

           なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

　　　 ます。

　　　　　建物　　　34年

（3）重要な繰延資産の処理方法 　　株式交付費

　　　支払時に全額費用として処理しております。

（4）重要な引当金の計上基準 　 ①  貸倒引当金 　 ① 貸倒引当金

　　　     債権の貸倒による損失に備えるため、次 同左

　　　 の方法により計上しております。

　　　a　一般債権

　　　　 　 貸倒実績率によっております。なお、当

　　　　 連結会計年度において繰入額はありませ

　　　　 ん。

　　　b　貸倒懸念債権及び破産更生債権等

          　　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。

　 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 同左

　　　　てるため、支給見込額に基づき計上して

　　　　おります。　

　 ③ 役員賞与引当金 　 ③ 役員賞与引当金

　　　 役員に対して支給する賞与の支出に備え 同左

        るため、支給見込み額のうち当連結会計

　　　 年度に負担すべき額を計上しております。

　 ④ 退職給付引当金 　 ④ 退職給付引当金

　　　　  従業員の退職給付に備えるため、当連 同左

　　　結会計年度末における退職給付債務及び

　　　年金資産の見込額に基づき計上しておりま

　　　す。

　　　又、数理計算上の差異は、各連結会計年

　　　度の発生時の従業員の平均残存勤務期

　　　間以内の年数(7～8年)による定額法によ

　　　りそれぞれ発生の翌連結会計年度から損

　　　益処理することとしております。

項目
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    前連結会計年度     当連結会計年度

　　　　　　　 　(自　平成18年2月21日 　　　　　　　 　(自　平成19年2月21日

　　　　　　　　  至　平成19年2月20日) 　　　　　　　 　 至　平成20年2月20日)

　 ⑤ 役員退職慰労引当金 　 ⑤ 役員退職慰労引当金

　　　   役員の退職慰労金の支出に備えるため、 同左

　　　内規に基づく期末要支給額を計上しており

　　　ます。

（5）重要なリ－ス取引の処理方法 　 リ－ス物件の所有権が借主に移転すると認 同左

　められるもの以外のファイナンス・リ－ス取引

　につきましては、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。

（6）重要なヘッジ会計の処理方法 　 ①  ヘッジ会計の方法 　 ①  ヘッジ会計の方法

　　　　繰延ヘッジ処理によっております。なお、 同左

　　 特例処理の要件を満たす金利スワップ及

      び金利キャップにつきましては特例処理

　　 を採用しております。

　 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          ヘッジ手段

　　　　　金利スワップ及び金利キャップ 　　　　　金利スワップ及び金利キャップ

　　　　ヘッジ対象 　　　　ヘッジ対象

　　　　　借入金 　　　　　借入金

　　　　　　なお、当連結会計年度において金利

　　　　　スワップ取引を解約したため当連結会

　　　　　計年度末において残高はありません。

　 ③  ヘッジ方針 　 ③  ヘッジ方針

　　　　ヘッジ取引を行う場合の取引方針としま 同左

　　　　しては、資金調達等で発生する通常の

　　　　取引の範囲内で必要に応じ最小限のリ

　　　　スクで契約を行う方針であり、投機的な

　　　　取引は行なわない方針であります。

　 ④  ヘッジ有効性評価の方法 　 ④  ヘッジ有効性評価の方法

　　　　ヘッジ開始時から有効性評価時点まで 同左

　　　　の期間において、ヘッジ対象とヘッジ手

　　　　段の金利変動の累計を比較し、両者の

　　　　変動額等を基礎にして判断しております。

　　　　なお、特例処理によっている金利スワッ

　　　　プ及び金利キャップにつきましては有効

　　　　性の評価を省略しております。

（7）その他連結財務諸表作成のための基本とな 　　 消費税等の会計処理 　　 消費税等の会計処理

　　  る重要な事項 　　　　税抜方式によっております。 同左

5　連結子会社の資産及び負債の評価に関する 　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、 同左

　　事項 　全面時価評価法によっております。

6　連結キャッシュ・フロ－計算書における資金の   連結キャッシュ・フロ－計算書における資金 同左

　　範囲   （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、価値の変動にお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。

項目
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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 　当連結会計年度

　　　　               　　      　(自　平成18年2月21日 　　　                              (自　平成19年2月21日

　　　　                      　 　 至　平成19年2月20日) 　　　  　    　                    至　平成20年2月20日)

（連結貸借対照表｢純資産の部｣の表示）

　  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、10,471,656千円であります。

　 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

 財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。

(役員賞与に関する会計基準)

　 当連結会計年度から「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。これにより、従来の方法に比

べて販売費及び一般管理費が34,600千円増加し、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。

（ストック・オプション等に関する会計基準等）

　　当連結会計年度から「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業

会計基準第8号　平成17年12月27日)及び「ストック・オプション等に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年5月

31日)を適用しております。これにより、従来の方法に比べて販売費及び

一般管理費が16,080千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

    前連結会計年度     当連結会計年度

　　　　　　　　　　　　　　　　 　(　平成19年2月20日　） 　　　　　　　　　　　　　　　　 　(　平成20年2月20日　）

※1　担保資産及び担保付債務 ※1　担保資産及び担保付債務

  　　　 （1）担保に供している資産   　　　 （1）担保に供している資産

                  下記の資産は親会社の金融機関からの借入金に対して

　　　　　　　担保に提供しております。

　　　　　　　　　建物及び構築物　　　　　　　　　  　1,571,015千円 　　　　　　　　　建物及び構築物　　　　　　　　　  　1,774,076千円

　　　　　　　　　土地　　　　　　　　　　            　　  6,700,481千円 　　　　　　　　　土地　　　　　　　　　　            　　  7,086,109千円

　　　　　　　　　投資その他の資産　　　　　　    　　   74,727千円 　　　　　　　　　投資その他の資産　　　　　　　  　　   74,191千円

     　　　　　    （投資不動産）　　　　　　　　      　　　　　    （投資不動産）　　　　　　　　

　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　             　　　 8,346,224千円 　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　             　　　 8,934,377千円

    　　（2）上記に対応する債務     　　（2）被担保債務

　　　　　　　　　短期借入金　　　　　　　                  991,252千円 　　　　　　上記の資産に対しては、3,000,000千円を極度額とした根抵

　　　　　　　　　長期借入金　　　　　　             　　2,900,880千円 　　　　当権を設定しております。

　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　             　　 3,892,132千円

※2　有形固定資産の取得価額から控除されている保険差益の圧縮 ※2　有形固定資産の取得価額から控除されている保険差益の圧縮

　　  　記帳額は、次のとおりであります。 　　  　記帳額は、次のとおりであります。

　　　　建物及び構築物　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,491千円 　　　　建物及び構築物　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,491千円

※3　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10

　　　 行と当座貸越契約を締結しております。

    　  当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金末実行残  

　　    高は次のとおりであります。

           　　　　当座貸越極度額の総額　　　　　　　4,500,000千円

           　　　　借入実行残高　　　　　　 　　　 　　　1,000,000千円

            　　　 差引額                      　　　　　 　   3,500,000千円

　4　偶発債務

　　　　　ダイレックス株式会社の金融機関からの借入に対して

　　　　12,350,000千円の債務保証を行っております。　
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(連結損益計算書関係) 

              1,047,894千円               1,060,255千円

              1,777,197千円               1,908,012千円

              2,259,203千円               2,323,161千円

              　　34,600千円               　　28,750千円

                139,967千円                 148,326千円

                  35,607千円                   41,791千円

                  46,235千円                   56,412千円

              1,524,158千円               1,688,152千円

                    6,428千円

                  11,752千円                   22,899千円

                   　 415千円                    　 437千円

   　　　　　　　　　　　　 投資その他の資産のその他　                  18,474千円    　　　　　　　　　　　　 その他　　　　　           　　　        66千円

                　  8,072千円

                　  3,603千円 　　　　計                   31,476千円

　　　　計                   34,244千円

※4　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

    　　　　　                建物及び構築物                     1,069千円

   　　　　　　　　　　　　 投資その他の資産のその他　                    3,239千円

　　　　　　　　　　　　　 解体費用                     7,471千円

                                    　　　　計                   11,779千円

　　　　　　　 　　用途 　　　　種類 場所 　　　　　　　 　　用途 　　　　種類 場所

　　　　　　　　　営業店舗 建物及び構築物　　大分県他5店舗　 　　　　　　　　　営業店舗 建物及び構築物　　大分県1店舗　

、土地、その他 、その他

            当社グル－プは、キャッシュ・フロ－を生み出す最小単位として店舗             当社グル－プは、キャッシュ・フロ－を生み出す最小単位として店舗

　　　　を基本単位としてグル－ピングしております。また、遊休資産について 　　　　を基本単位としてグル－ピングしております。また、遊休資産について

　　　　は、物件単位毎にグル－ピングしております。 　　　　は、物件単位毎にグル－ピングしております。

　　　　　 営業活動から生じる損益が継続してマイナスで、資産グル－プの帳 　　　　　 営業活動から生じる損益が継続してマイナスで、資産グル－プの帳

　　　　簿価額を全額回収できる可能性が低いと判断した店舗について、当該 　　　　簿価額を全額回収できる可能性が低いと判断した店舗について、当該

　　　　資産グル－プの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を 　　　　資産グル－プの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

　　　  減損損失（213,407千円）として特別損失に計上しました。 　　　  減損損失（15,724千円）として特別損失に計上しました。

　　　　　　　減損損失の金額 　　　　　　　減損損失の金額

　　　　　　　　　　　固定資産の種類　　　　　減損損失の金額（千円） 　　　　　　　　　　　固定資産の種類　　　　　減損損失の金額（千円）

　　　　　　　　　建物及び構築物　　　　　　　　　　　　　　　　 52,088 　　　　　　　　　建物及び構築物　　　　　　　　　　　　　　　　  9,485

　　　　　　　　　土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 108,641 　　　　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  3,553

　　　　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,344                     未経過リ－ス料　　　　　　　　　　　　　　　　   2,685

                    未経過リ－ス料　　　　　　　　　　　　　　　　  36,332

        　　当該資産グル－プの回収可能価額は正味売却価額により算定し         　　当該資産グル－プの回収可能価額は正味売却価額により算定し

　　　　ており、不動産鑑定士による不動産鑑定評価を基に評価しておりま 　　　　ており、不動産鑑定士による不動産鑑定評価を基に評価しておりま

　　　　す。なお、無形固定資産及びリ－ス資産については、正味売却価額 　　　　す。なお、無形固定資産及びリ－ス資産については、正味売却価額

　　　　を零として評価しております。 　　　　を零として評価しております。

                               賞与引当金繰入額

                               役員退職慰労引当金繰入額

   　　　　　　　　　　　　 退職給付費用

※3　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

※2　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

    　　　　　                土地

                               広告宣伝費

                               従業員給与手当

                               雑給

                               役員賞与引当金繰入額

   　　　　　　　　　　　　 賃借料

   　　　　　　　　　　　　 機械装置及び運搬具　　　　

              　　　　　　　 （敷金・保証金）

    　　　　　                建物及び構築物

※5　減損損失

　　　　 当連結会計年度において、当社グル－プは以下の資産グル－プにつ

　　　　 いて減損損失を計上しました。

　　　　　　　　　　　　　 解体費用

    前連結会計年度

　　　　　   　　                　(自　平成18年2月21日

　　　　 　　　                     至　平成19年2月20日)

※1　販売費及び一般管理費の主要項目

    当連結会計年度

　　　　　   　　                　(自　平成19年2月21日

　　　　 　　　                     至　平成20年2月20日)

※1　販売費及び一般管理費の主要項目

                               広告宣伝費

                               従業員給与手当

                               雑給

                               役員賞与引当金繰入額

                               賞与引当金繰入額

                               役員退職慰労引当金繰入額

   　　　　　　　　　　　　 退職給付費用

   　　　　　　　　　　　　 賃借料

※3　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

    　　　　　                建物及び構築物

　　　　 当連結会計年度において、当社グル－プは以下の資産グル－プにつ

　　　　 いて減損損失を計上しました。

   　　　　　　　　　　　　 機械装置及び運搬具　　　　

　　　　　　　　　　　　　 解体費用

※5　減損損失
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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 18 年 2 月 21 日 至 平成 19 年 2月 20 日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 10,816,387 15,800 － 10,832,187

 

   （変動事由の概要） 

    増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

     旧商法第 280 条ノ 19 の規定による新株引受権の権利行使に基づく新株発行による増加  15,800 株 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 73,369 64,542 － 137,911

 

   （変動事由の概要） 

    増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

     単元未満株式の買取りによる増加        242 株 

     取締役会決議による市場買付けによる増加  64,300 株 

３ 新株予約権等に関する事項 

提出会社
平成18年ストック・オプションとしての
新株予約権

普通株式 － － － － 16,080

－ － － － 16,080

(注)　平成18年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

合　　計

当連結会計
年度末残高

（千円）

目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（千株）

前連結会計
年度末

増加 減少
当連結会計

年度末

会社名 内訳

 

４ 配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

平成18年5月18日

定時株主総会

決議 株式の種類 基準日

普通株式 平成18年5月19日

配当金の総額
（千円）

1株当たり配当額
（円）

効力発生日

139,659 13 平成18年2月20日

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

配当金の総額 1株当たり配当額

（千円） （円）

平成19年5月17日

定時株主総会

配当の原資決議 株式の種類

普通株式 利益剰余金

効力発生

平成19年5月18日139,025

基準日

13 平成19年2月20日
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当連結会計年度（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に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 10,832,187 － － 10,832,187

 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 137,911 126,057 － 263,968

 

   （変動事由の概要） 

    増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

     単元未満株式の買取りによる増加        8,157 株 

     取締役会決議による市場買付けによる増加   117,900 株 

３ 新株予約権等に関する事項 

 

提出会社
平成18年ストック・オプションとしての
新株予約権

普通株式 16,080 － 16,080 － －

16,080 － 16,080 － －

(注)　平成18年ストック・オプションとしての新株予約権は、新株予約権者との合意の上、平成19年11月27日新株予約権を全部放棄し、

　　　 平成20年1月24日登記を完了いたしました。

合　　計

当連結会計
年度末残高

（千円）
前連結会計

年度末
増加 減少

当連結会計
年度末

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（千株）

    

４ 配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

平成19年5月17日

定時株主総会
普通株式 139,025 13 平成19年2月20日 平成19年5月18日

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

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

配当金の総額 1株当たり配当額

（千円） （円）

平成20年5月16日

定時株主総会

配当の原資 基準日 効力発生決議 株式の種類

13 平成20年2月20日 平成20年5月17日普通株式 利益剰余金 137,386
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

現金及び預金勘定 現金及び預金勘定

預入期間が3ヶ月を超える定期預金        　　　　   △273,094千円 預入期間が3ヶ月を超える定期預金        　　　　     △82,838千円

現金及び現金同等物 現金及び現金同等物

※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20年2月20日現在)

             2,110,709千円

    前連結会計年度

　　　　　   　　　　　　　　　　(自　平成18年2月21日

　　　　 　　　  　　　　　　　　 至　平成19年2月20日)

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている

    当連結会計年度

　　　　　   　　　　　　　　　　(自　平成19年2月21日

　　　　 　　　  　　　　　　　　 至　平成20年2月20日)

　 科目の金額との関係

(平成19年2月20日現在)

             2,412,416千円              2,193,548千円

             2,139,322千円
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（リース取引関係） 

1　リ-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･ 1　リ-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－ス取引 　　リ－ス取引

　①　リ－ス物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計 　①　リ－ス物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計

　　　 額相当額及び期末残高相当額 　　　 額相当額及び期末残高相当額

　機械装置及び運搬具 163,738 84,872 － 78,866 　機械装置及び運搬具 158,784 113,293 － 45,490

　その他 1,614,531 908,905 67,928 637,698 　その他 1,618,252 852,825 45,812 719,614

　合計 1,778,270 993,777 67,928 716,564 　合計 1,777,036 966,118 45,812 765,105

　②　未経過リ－ス料期末残高相当額及びリ－ス資産減損勘定期末残高 　②　未経過リ－ス料期末残高相当額及びリ－ス資産減損勘定期末残高

　　　 未経過リ－ス料期末残高相当額 　　　 未経過リ－ス料期末残高相当額

                1年以内 318,332 千円                1年以内 339,719 千円

1年超 516,711 千円 1年超 517,817 千円

合計 835,044 千円 合計 857,536 千円

　　　 リ－ス資産減損勘定期末残高 　　　 リ－ス資産減損勘定期末残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,899 千円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,292 千円

　③　支払リ－ス料、リ－ス資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払 　③　支払リ－ス料、リ－ス資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払

　　　 利息相当額及び減損損失 　　　 利息相当額及び減損損失

支払リ－ス料 403,956 千円 支払リ－ス料 393,210 千円

リ－ス資産減損勘定の取崩額 44,279 千円 リ－ス資産減損勘定の取崩額 26,292 千円

減価償却費相当額 364,574 千円 減価償却費相当額 353,424 千円

支払利息相当額 38,276 千円 支払利息相当額 35,694 千円

減損損失 36,332 千円 減損損失 2,685 千円

　④　減価償却費相当額の算定方法 　④　減価償却費相当額の算定方法

　　　 リ－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。

　⑤　利息相当額の算定方法 　⑤　利息相当額の算定方法

　　　 リ－ス料総額とリ－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きましては、利息法によっております。

2　オペレ－ティング・リ－ス取引 2　オペレ－ティング・リ－ス取引

　　未経過リ－ス料 　　未経過リ－ス料

1年以内 192,609 千円 1年以内 260,812 千円

1年超 1,962,035 千円 1年超 2,377,239 千円

合計 2,154,645 千円 合計 2,638,051 千円

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

前連結会計年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（自　平成18年2月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　  至　平成19年2月20日)

期末残高
相当額
（千円）

減損損失
累計額
相当額
（千円）

同左

同左

当連結会計年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（自　平成19年2月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　  至　平成20年2月20日)

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

減損損失
累計額
相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）
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（有価証券関係） 

  前連結会計年度（平成 19 年 2 月 20 日） 

1　時価のある有価証券

200,678 294,905 94,227

20,500 21,300 800

221,178 316,205 95,027

3,578 3,393 △ 185

3,578 3,393 △ 185

224,756 319,598 94,841

　（注）     当連結会計年度においてその他有価証券のうち減損処理を行ったもの

　　　　　　　　　　　　　株式　　　　　　　　　9,345千円

　　　　なお、減損処理を行うにあたっては、期末時の時価が、取得原価に比べ30％以上下落した銘柄を「時価が著しく下落した」もの

　　　　とし、回復可能性を検討し減損処理を行うこととしております。

2　時価評価されていない主な有価証券

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

　　　　　（1）社債

　　　　①　株式

　　　　②　債券

連結貸借対照表
計上額（千円）

区分
取得原価
（千円）

小計

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

　　　　①　株式

小計

　　　非上場株式 3,000

合計

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

 

3　当連結会計年度中に売却したその他有価証券　

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

470,217 317,689  

4　その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額　

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

（千円） （千円） （千円） （千円）

債券

　　社債 - - 21,300 -

合計 - - 21,300 -  
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  当連結会計年度（平成 20 年 2 月 20 日） 

1　時価のある有価証券

12,804 30,610 17,805

20,500 21,150 650

33,304 51,760 18,455

94,734 79,884 △ 14,850

94,734 79,884 △ 14,850

128,038 131,644 3,605

　　（注）　減損処理を行うにあたっては、期末時の時価が、取得原価に比べ30％以上下落した銘柄を「時価が著しく下落した」もの

　　　　　　とし、回復可能性を検討し減損処理を行うこととしております。

2　時価評価されていない主な有価証券

　　　　①　株式

　　　　②　債券

区分
連結貸借対照表
計上額（千円）

差額
（千円）

　　　　　（1）社債

小計

取得原価
（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

　　　　①　株式

その他有価証券

　　　非上場株式 3,000

小計

合計

連結貸借対照表計上額（千円）

 

3　当連結会計年度中に売却したその他有価証券　

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

127,767 31,251 606  

 

4　その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額　

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

（千円） （千円） （千円） （千円）

債券

　　社債 - - 21,150 -

合計 - - 21,150 -  
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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 当連結会計年度

                                 （自　平成18年2月21日                                 （自　平成19年2月21日

                                  至　平成19年2月20日）                                  至　平成20年2月20日）

①　取引の内容 ①　取引の内容

　　 金利スワップ取引及び金利キャップ取引のデリバティブ取引を行なっ 同左

　　 ております。

      金利キャップ取引は、金利オプション取引の一種であり、オプション料

　　（キャップフィ－）を支払うことによって、各金利更改日に基準金利が支

　　 払われた上限金利を上回った場合、その差額を受取ることができる取

　　 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

　　 当社は、金利･為替リスクのヘッジと資金調達コストの軽減を目的と 同左

　　 しております。トレ－ディング目的のデリバティブ取引は行なわない

　　 方針であります。

③　取引の利用目的 ③　取引の利用目的

　　 将来の金利上昇による利息負担を軽減する目的で利用しております。 　　 将来の金利上昇による利息負担を軽減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ます。

 （1）　ヘッジ会計の方法  （1）　ヘッジ会計の方法

　　　　　　繰延ヘッジ処理によっております。 同左

　　　　　　なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ及び金利キャップ

　　　　　　につきましては特例処理を採用しております。

 （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・・・・・・金利スワップ及び金利キャップ取引 　　　　　　ヘッジ手段・・・・・・金利スワップ及び金利キャップ取引

　　　　　　ヘッジ対象・・・・・・借入金 　　　　　　ヘッジ対象・・・・・・借入金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、当連結会計年度において金利スワップ

　　　　　　　　　　　　　　　　　取引を解約したため当連結会計年度末におい

　　　　　　　　　　　　　　　　　て残高はありません。

 （3）　ヘッジ方針  （3）　ヘッジ方針

　　　　　　ヘッジ取引を行う場合の取引方針としましては、資金調達等で 同左

　　　　　　発生する通常の取引の範囲内で必要に応じ最小限のリスクで

　　　　　　契約を行う方針であり、投機的な取引は行わない方針でありま

　　　　　　す。

 （4）　ヘッジの有効性評価の方法  （4）　ヘッジの有効性評価の方法

　　　　　　ヘッジ開始時から有効性評価時点までの期間において、ヘッジ 同左

　　　　　　対象とヘッジ手段の金利変動の累計を比較し、両者の変動額

　　　　　　等を基礎にして判断しております。

　　　　　　なお、特例処理によっている金利スワップ及び金利キャップに

　　　　　　つきましては有効性の評価を省略しております。

④　取引に係るリスクの内容 ④　取引に係るリスクの内容

　　 取引相手先は、大手金融機関であり、契約不履行の信用リスク及び 同左

　　 上限設定のため利率変動リスクは、殆どないと考えられます。

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契約及び管理は総務部で行っておりますが、個 同左

　　 別の取引について全て取締役会の承認を受けております。  

 

２ 取引の時価等に関する事項 

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

当社は、金利スワップ及び金利キャップ取引をおこなっておりますが、ヘッジ会計を適用しているため記載を省

略しております。  

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

  当社は、金利スワップ及び金利キャップ取引をおこなっておりましたが、当連結会計年度において解約したため、

該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 当連結会計年度

                                 （自　平成18年2月21日                                  （自　平成19年2月21日

                                  至　 平成19年2月20日）                                   至　 平成20年2月20日）

1　採用している退職給付制度の概要 1　採用している退職給付制度の概要

　　当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と適格退職年金制 　　当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と適格退職年金制

    度を有しております。     度を有しております。

    なお、平成2年8月1日より定年退職者及び10年以上勤務者を対象と     なお、平成2年8月1日より定年退職者及び10年以上勤務者を対象と

　  して退職金の一部について適格退職年金を採用しております。 　  して退職金の一部について適格退職年金を採用しております。

2　退職給付債務に関する事項（平成19年2月20日現在） 2　退職給付債務に関する事項（平成20年2月20日現在）

　　　　①　退職給付債務　　　　　　　　　　　　　　　　△283,599千円 　　　　①　退職給付債務　　　　　　　　　　　　　　　　△313,166千円

　　　　②　年金資産　　　　　　　　　　　　　　　　　 　    122,623千円 　　　　②　年金資産　　　　　　　　　　　　　　　　　 　    138,466千円

　　　　③　未積立退職給付債務（①+②）　　　　　  △160,975千円 　　　　③　未積立退職給付債務（①+②）　　　　　  △174,699千円

　　　　④　未認識数理計算上の差異               　　　　18,939千円 　　　　④　未認識数理計算上の差異               　　　　12,533千円

　　　　⑤　未認識過去勤務債務（債務の減額）　　    　　　 －千円 　　　　⑤　未認識過去勤務債務（債務の減額）　　    　　　 －千円

　　　　⑥　連結貸借対照表計上額（③+④+⑤）   　△142,035千円 　　　　⑥　連結貸借対照表計上額（③+④+⑤）   　△162,166千円

　　　　⑦　前払年金費用　　　　　　　　　　　　          　   12,515千円 　　　　⑦　前払年金費用　　　　　　　　　　　　          　   11,130千円

　　　　⑧　退職給付引当金（⑥-⑦）　　　　　　　　　 △154,550千円 　　　　⑧　退職給付引当金（⑥-⑦）　　　　　　　　　 △173,296千円

3　退職給付費用に関する事項 3　退職給付費用に関する事項

　　（自　平成18年2月21日　至　平成19年2月20日） 　　（自　平成19年2月21日　至　平成20年2月20日）

　　　　①　勤務費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    43,765千円 　　　　①　勤務費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    46,785千円

　　　　②　利息費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　     5,052千円 　　　　②　利息費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　     5,671千円

　　　　③　期待運用収益　　　　　　　　　　　　  　　　　　△2,223千円 　　　　③　期待運用収益　　　　　　　　　　　　  　　　　　△2,452千円

　　　　④　数理計算上の差異の費用処理額　　  　　　 △358千円 　　　　④　数理計算上の差異の費用処理額　　  　　　  6,406千円

　　　　⑤　過去勤務債務の費用処理額　　　　　 　　　　　  　－千円 　　　　⑤　過去勤務債務の費用処理額　　　　　 　　　　　  　－千円

　　　　⑥　退職給付費用　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 46,235千円 　　　　⑥　退職給付費用　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 56,412千円

               （①+②+③+④+⑤）                （①+②+③+④+⑤）

4　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 4　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　　　　①　退職給付見込額の期間配分方法　　　　期間定額基準 　　　　①　退職給付見込額の期間配分方法　　　　期間定額基準

　　　　②　割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.0％ 　　　　②　割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.0％

　　　　③　期待運用収益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2.0％ 　　　　③　期待運用収益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2.0％

　　　　④　過去勤務債務の額の処理年数　　　　　　　　　　　－ 　　　　④　過去勤務債務の額の処理年数　　　　　　　　　　　－

　　　　⑤　数理計算上の差異の処理年数　　　 　　7～8年（各期の発生時 　　　　⑤　数理計算上の差異の処理年数　　　 　　7～8年（各期の発生時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の従業員の平均残存勤 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の従業員の平均残存勤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　務期間以内の年数によ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　務期間以内の年数によ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る定額法により、それぞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る定額法により、それぞ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ発生の翌連結会計年 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ発生の翌連結会計年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度から損益処理するこ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度から損益処理するこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ととしております。） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ととしております。）  
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 （ストック･オプション等関係） 

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

　　　提出会社分

1　当該連結会計年度における費用計上額及び科目名

　　株式報酬費用　　　　16,080千円

2　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　（1）ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年5月18日

当社取締役　6名

当社地区長及び課長以上の管理職　28名

株式の種類及び付与数（数） 普通株式　　350,000株

付与日 平成18年6月5日

権利確定条件 （注）1

対象勤務期間 （注）2

平成20年5月19日～

平成24年5月18日

(注)　1　権利確定条件の定めはありません。

        2  対象勤務期間の定めはありません。

　（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　①　ストック・オプションの数

　　　　 会社名 提出会社

      決議年月日 平成18年5月18日

      権利確定前

         期首　（株） -
         付与　（株） 350,000

         失効　（株） 15,000

         権利確定　（株） -

         未確定残　（株） 335,000

     権利確定後

         期首　（株） －

         権利確定　（株） －

         権利行使　（株） －

         失効　（株） －

         未行使残　（株） －

　　②　単価情報

　　　　 会社名 提出会社

　　 　　決議年月日 平成18年5月18日

          権利行使価格　（円） 864

          行使時平均株価　（円） －

          付与日における公正な評価単価　（円） 128

付与対象者の区分及び人数（名）

権利行使期間
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3　当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　（1）使用した算定技法

　　　　ブラック・ショ－ルズ方式

　（2）使用した主な基礎数値及びその見積方法

　　①　株価変動性　　27.82％

　　　    平成16年6月6日～平成18年6月5日の株価実績に基づき算定しております。

　　②　予想残存期間　　　4年

　　　　 予想残存期間を合理的に見積もることが困難であるため、当社の設定による据置期間

          の2年及び権利行使可能期間4年を基に、株式オプションの予想残存期間を算定時点か

           ら権利行使期間の中間時点までの期間と推定して見積もっております。

　　③　配当予想　　13.00円/株

　　　    平成18年2月期の配当実績によるものであります。

　　④　無リスク利子率　　1.179％

          予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回り

4　ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　  該当事項はありません。  
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当連結会計年度（自 平成 19 年 2 月 21 日 至 平成 20 年 2月 20 日） 

 

　　　提出会社分

1　当該連結会計年度における費用計上額及び科目名

　　株式報酬費用　　　　17,866千円

2　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　（1）ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年5月18日

当社取締役　6名

当社地区長及び課長以上の管理職　28名

株式の種類及び付与数（数） 普通株式　　350,000株

付与日 平成18年6月5日

権利確定条件 （注）1

対象勤務期間 （注）2

平成20年5月19日～

平成24年5月18日

(注)　1　権利確定条件の定めはありません。

        2  対象勤務期間の定めはありません。

          

　（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　①　ストック・オプションの数

　　　　 会社名 提出会社

      決議年月日 平成18年5月18日

      権利確定前

         期首　（株） 335,000

         付与　（株） -

         失効　（株） 335,000

         権利確定　（株） -

         未確定残　（株） -

     権利確定後

         期首　（株） －

         権利確定　（株） －

         権利行使　（株） －

         失効　（株） －

         未行使残　（株） －

　　②　単価情報

　　　　 会社名 提出会社

　　 　　決議年月日 平成18年5月18日

          権利行使価格　（円） 864

          行使時平均株価　（円） －

          付与日における公正な評価単価　（円） 128

付与対象者の区分及び人数（名）

権利行使期間
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3　当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　（1）使用した算定技法

　　　　ブラック・ショ－ルズ方式

　（2）使用した主な基礎数値及びその見積方法

　　①　株価変動性　　27.82％

　　　    平成16年6月6日～平成18年6月5日の株価実績に基づき算定しております。

　　②　予想残存期間　　　4年

　　　　 予想残存期間を合理的に見積もることが困難であるため、当社の設定による据置期間

          の2年及び権利行使可能期間4年を基に、株式オプションの予想残存期間を算定時点か

           ら権利行使期間の中間時点までの期間と推定して見積もっております。

　　③　配当予想　　13.00円/株

　　　    平成18年2月期の配当実績によるものであります。

　　④　無リスク利子率　　1.179％

          予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回り

4　ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　  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 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

　　（繰延税金資産） 　　（繰延税金資産）

　　　　　　賞与引当金繰入超過額                    56,603千円 　　　　　　賞与引当金繰入超過額                    59,983千円

　　　　　　未払事業所税                      5,454千円 　　　　　　未払事業所税                      5,985千円

　　　　　　未払事業税                    32,424千円 　　　　　　未払事業税                    31,066千円

　　　　　　その他                    25,359千円 　　　　　　その他                   　 7,367千円

　　　　　　　繰延税金資産（流動資産）                  119,842千円 　　　　　　　繰延税金資産（流動資産）                  104,403千円

              減価償却費超過額                  183,321千円               減価償却費超過額                  275,567千円

　　　　　　減損損失                  169,174千円 　　　　　　減損損失                  164,901千円

　　　　　　有価証券評価損                    10,318千円 　　　　　　有価証券評価損                      9,999千円

　　　　　　貸倒引当金繰入超過額                      7,066千円 　　　　　　貸倒引当金繰入超過額                      7,248千円

　　　　　 退職給付引当金繰入超過額                    58,947千円 　　　　　 退職給付引当金繰入超過額                    65,580千円

　　　　　　役員退職慰労引当金                  157,987千円 　　　　　　役員退職慰労引当金                  169,900千円

　　　　　　繰越欠損金                    21,384千円 　　　　　　繰越欠損金                    16,669千円

　　　　　　その他                    64,596千円 　　　　　　その他                      4,457千円

　　　　　　  繰延税金資産（固定資産）                  672,797千円 　　　　　　  繰延税金資産（固定資産）                  714,324千円

　　　　　　評価性引当額               △190,559千円 　　　　　　評価性引当額               △181,570千円

　　　　　　繰延税金資産合計                   602,080千円 　　　　　　繰延税金資産合計                   637,157千円

　　（繰延税金負債） 　　（繰延税金負債）

　　　　　　その他有価証券評価差額金                △38,354千円 　　　　　　その他有価証券評価差額金                   △1,457千円

              その他               　  △4,957千円               その他               　  △3,982千円

　　　　　　　繰延税金負債（固定負債）                 △43,311千円 　　　　　　　繰延税金負債（固定負債）                    △5,440千円

　　　　　　繰延税金負債合計                 △43,311千円 　　　　　　繰延税金負債合計                    △5,440千円

　　　　　繰延税金資産の純額                   558,769千円 　　　　　繰延税金資産の純額                    631,717千円

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 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 　　原因となった主な項目別の内訳

　　　　　　法定実効税率　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　40.44％ 　　　　　　法定実効税率　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　40.44％

　　　　　　　　（調整） 　　　　　　　　（調整）

　　　　　　交際費等永久に損金に算入されない項目　　　  　0.46％ 　　　　　　交際費等永久に損金に算入されない項目　　　  　0.54％

　　　　　　住民税等均等割　　 　　　　　　　　   　　　　　　　　　4.54％ 　　　　　　住民税等均等割　　 　　　　　　　　   　　　　　　　　　3.94％

　　　　　　IＴ特別減税　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　 △0.45％ 　　　　　　役員賞与　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　 　　0.24％

　　　　　　評価性引当額の増減　    　　　　　　　　　　　　　　 　4.53％ 　　　　　　評価性引当額の増減　    　　　　　　　　　　　　　　 △0.26％

　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　 　 0.07％ 　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　 　 0.12％

　　　　　　　 税効果会計適用後の法人税等の負担率  　　  49.59％ 　　　　　　　 税効果会計適用後の法人税等の負担率  　　  45.02％

当連結会計年度

                                  （自　平成19年2月21日

                                    至　平成20年2月20日）

前連結会計年度

                                  （自　平成18年2月21日

                                    至　平成19年2月20日）
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 （セグメント情報） 

 (１) 事業の種類別セグメント情報 

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

21 日 至 平成 20 年 2 月 20 日)において単一事業を営んでいるため、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。  

 

 (２) 所在地別セグメント情報 

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

21 日 至 平成 20 年 2 月 20 日)において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がな

いため、記載を省略しております。 

 

 (３) 海外売上高 

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

21 日 至 平成 20 年 2 月 20 日)において、海外売上高がないため、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 18 年 2月 21 日 至 平成 19 年 2 月 20 日） 

     該当事項はありません。 

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

1　親会社及び法人主要株主等

資金の借入（注1） 8,670,000 短期借入金 8,670,000

利息の支払い（注1） 49,772 未払金 14,252

担保の提供（注2） 8,944,377 － －

保証債務（注3） 12,350,000 － －

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

（注）1　資金の借入につきましては、一般の市場金利を勘案して決定しております。

　　　2　ダイレックス株式会社の金融機関からの借入（12,350,000千円）に対して当社が8,944,377千円の担保を提供しております。

　　　3　ダイレックス株式会社の金融機関からの借入（12,350,000千円）に対して当社が債務保証を行っております。なお、保証料の受入れはありません。

2　役員及び個人主要株主等

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

（注）　物品代金の立替は、会社が一時的に物品代金の支払いを行ったものであります。

2,956－ 物品代の立替 2,956
その他流動
資産

役員の兼
任等

事業上の
関係

役員 西　直樹 － －
当社代表取締
役会長

－ －

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

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

関係内容

役員の兼
任等

事業上の
関係

取引の内容
事業の内容又

は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

属性 会社等の名称 住所
資本金又は出

資金
（千円）

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

法人主要
株主

ダイレックス（株） 佐賀県佐賀市 33,694,500 株式の所有 92.19 2名 －

 

  

（企業結合等関係） 

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

     該当事項はありません。 

    当連結会計年度（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。 
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  （1 株当たり情報） 

    前連結会計年度     当連結会計年度

　　　　　　　 　(自　平成18年2月21日 　　　　　　　 　(自　平成19年2月21日

　　　　　　　　  至　平成19年2月20日) 　　　　　　　　  至　平成20年2月20日)

1株当たり純資産額 979円09銭 1,044円12銭

1株当たり当期純利益金額 66円08銭 79円47銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

　潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ 　潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在 いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 しないため記載しておりません。

　（追加情報）

　「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適

　用指針」（企業会計基準適用指針第4号）が平

　成18年1月31日付で改正されたことに伴い、当

　連結会計年度から繰延ヘッジ損益（税効果調

　整後）の金額を普通株式に係る期末の純資産

　額に含めております。

　　なお、前連結会計年度末において採用してい

　た方法により算定した当連結会計年度末の1株

　当たり純資産額は、979円18銭であります。

（注） 1    1株当たり純資産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     当連結会計年度

　　　　　　　 　　　(平成19年2月20日） 　　　　　　　 　　　(平成20年2月20日）

純資産の部の合計額（千円） 10,486,788 11,034,535

　 純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 16,080 －

　　　（うち新株予約権） (16,080)

　 普通株式に係る期末の純資産額（千円） 10,470,708 11,034,535

　 期末の普通株式の数（千円） 10,832 10,832

　 普通株式の自己株式数(千株) 137 263

　 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通

   株式の数（千株）

       2    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     当連結会計年度

　　　　　　　 　(自　平成18年2月21日 　　　　　　　 　(自　平成19年2月21日

　　　　　　　　  至　平成19年2月20日) 　　　　　　　　  至　平成20年2月20日)

当期純利益（千円） 710,681 841,587

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

  利益処分による役員賞与金（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 710,681 841,587

期中平均株式数（普通株式）（千株） 10,754 10,590

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株 会社法第238条及び第239条の規定に基づく新株 －

当たり当期純利益金額に含めなかった潜在株式 予約権

の概要 3,350個

項　　目

項　　目

10,694

－

10,568

項　　目

－
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 (重要な後発事象） 

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

   該当事項はありません。 

  当連結会計年度（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        サンクスジャパン（株）（7548） 平成 20 年 2月期決算短信 

 40

５．個別財務諸表等 

 （１）貸借対照表 

注記 構成比 構成比

番号 （％） （％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

　　1　現金及び預金 2,398,152 2,178,492

　　2　売掛金 30,844 59,171

　　3　商品 7,745,853 7,482,919

　　4　貯蔵品 7,520 4,358

　　5　前渡金 52,051 17,944

　　6　前払費用 83,205 87,441

　　7　繰延税金資産 119,842 104,403

　　8　未収収益 1,149 1,536

　　9　未収入金 187,682 187,803

　 10  その他 65,578 51,096

　　　　流動資産合計 10,691,880 37.6 10,175,167 36.5

Ⅱ　固定資産

　　1　有形固定資産 ※2

　　　（1）　 建物 ※1 7,040,261 7,746,258

                減価償却累計額 △ 2,084,134 4,956,127 △ 2,368,865 5,377,392

　　  （2）　 構築物 1,383,651 1,464,533

                減価償却累計額 △ 583,617 800,033 △ 631,822 832,710

　　　（3）　 機械装置 408,785 466,678

                減価償却累計額 △ 217,726 191,059 △ 270,659 196,018

　　　（4）　 船舶 1,331 66

                減価償却累計額 △ 1,265 66 △ 66 －

　　　（5）　 車両運搬具 4,410 4,410

                減価償却累計額 △ 3,425 984 △ 3,792 617

　　　（6）　 器具備品 825,205 900,906

                減価償却累計額 △ 394,546 430,659 △ 575,215 325,691

　　　（7）　 土地 ※1 7,330,284 7,330,284

　　　（8）　 建設仮勘定 255,112 297,695

　　　　　有形固定資産合計 13,964,327 49.1 14,360,409 51.4

　　2　無形固定資産

　　　（1）　 借地権 176,612 201,870

　　　（2）　 商標権 5,173 3,452

　　　（3）　 水道施設利用権 1,061 788

　　　（4）　 ソフトウェア 362,590 280,620

　　　（5）　 電話加入権 15,974 15,974

　　　　　無形固定資産合計 561,411 2.0 502,706 1.8

　　3　投資その他の資産

　　　（1）   投資有価証券 322,598 134,644

　　　（2）　 関係会社株式 10,000 10,000

　　　（3）　 出資金 193 133

　　　（4）　 長期貸付金 92,800 9,300

　　　（5）　 長期前払費用 164,588 158,026

　　　（6）　 前払年金費用 12,515 11,130

　　　（7）　 敷金・保証金 908,728 1,004,048

　　　（8）　 建設協力金 626,820 607,666

　　　（9）　 保険積立金 448,318 239,731

　 　（10）　長期性預金 100,000 100,000

　　 （11）　繰延税金資産 438,927 527,314

　 　（12）　投資不動産 ※1 91,248 91,248

　　　　　　　減価償却累計額 △ 16,521 74,727 △ 17,057 74,191

　　 （13）　その他 22,812 22,812

　　　　    　貸倒引当金 △ 17,475 △ 17,925

　　　　　投資その他の資産合計 3,205,554 11.3 2,881,075 10.3

　　　　　固定資産合計 17,731,293 62.4 17,744,191 63.5

　　　　　資産合計 28,423,174 100.0 27,919,359 100.0

前事業年度 当事業年度

（平成19年2月20日） （平成20年2月20日）

区分 金額（千円） 金額（千円）
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注記 構成比 構成比

番号 （％） （％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

　　1　 買掛金 5,391,340 5,830,191

　　2　 短期借入金 ※3 1,000,000 8,670,000

　　3　 1年内返済予定長期借入金 ※1 2,247,804 －

　　4　 未払金 735,877 716,064

　　5　 未払法人税等 445,000 384,000

　　6　 未払消費税等 63,516 140,188

　　7　 前受金 4,241 6,309

　　8　 預り金 140,171 107,831

　　9　 賞与引当金 139,967 148,326

　 10   役員賞与引当金 34,600 28,750

　 11　その他 330 －

　　　　 流動負債合計 10,202,848 35.9 16,031,661 57.4

Ⅱ　固定負債

　　1　 長期借入金 ※1 6,928,248 －

　　2　 長期未払金 16,803 4,900

　　3　 退職給付引当金 154,550 173,296

　　4　 役員退職慰労引当金 390,671 420,130

　　5　 長期前受収益 1,872 18,887

　　6　 金利スワップ 1,592 －

　　7　 預り敷金・保証金 77,361 94,442

　　8　 預り建設協力金 82,796 95,404

　　9　 リース資産減損勘定 24,899 1,292

　　　 　固定負債合計 7,678,796 27.0 808,354 2.9

　　　　 負債合計 17,881,644 62.9 16,840,016 60.3

　　　　　　　（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　　1　 資本金 1,966,467 6.9 1,966,467 7.0

　　2　 資本剰余金

　　　　　資本準備金 1,975,065 1,975,065

　　　　 資本剰余金合計 1,975,065 6.9 1,975,065 7.1

　　3　 利益剰余金

　　　　　（1）利益準備金 212,050 212,050

　　　　　（2）その他利益剰余金

　　　　　　　　 固定資産圧縮積立金 7,301 5,865

                   別途積立金 5,560,000 6,110,000

　　　　　　　　繰越利益剰余金 889,293 1,033,357

　　　　利益剰余金合計 6,668,644 23.5 7,361,272 26.4

　　4　 自己株式 △ 140,267 　  △　0.5 △ 225,608 △ 0.8

　　　　株主資本合計 10,469,909 36.8 11,077,196 39.7

Ⅱ　評価 ・換算差額等

　　1　 その他有価証券評価差額金 56,487 2,147

　　2 　繰延ヘッジ損益 △ 948 －

　　　　評価・換算差額等合計 55,539 0.2 2,147 0.0

Ⅲ　新株予約権 16,080 0.1 － 0.0

　　　　純資産合計 10,541,529 37.1 11,079,343 39.7

　　　　負債  ・ 純資産合計 28,423,174 100.0 27,919,359 100.0

前事業年度 当事業年度

（平成19年2月20日） （平成20年2月20日）

区分 金額（千円） 金額（千円）
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（2）損益計算書 

注記 百分比 百分比

番号 （％） （％）

Ⅰ　売上高

　 1　商品売上高 80,577,240 85,933,628

　 2　その他営業収入 316,941 80,894,181 100.0 351,093 86,284,722 100.0

Ⅱ　売上原価

   1  商品売上原価

     （1）　期首商品棚卸高 6,898,330 7,745,853

　　（2）　当期商品仕入高 70,172,843 73,711,920

　　　　　 合計 77,071,173 81,457,774

　　（3）　期末商品棚卸高 7,745,853 69,325,319 85.7 7,482,919 73,974,854 85.7

　　　　売上総利益 11,568,861 14.3 12,309,867 14.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　 1　 荷造包装費 113,591 130,485

　 2　 広告宣伝費 1,047,894 1,060,255

　 3　 役員報酬 140,015 166,069

　 4　 給与手当 1,685,186 1,767,950

　 5　 雑給与 2,258,499 2,323,161

　 6　 賞与 381,295 400,634

　 7　 賞与引当金繰入額 139,967 148,326

　 8　 役員賞与引当金繰入額 34,600 28,750

　 9　 役員退職慰労引当金繰入額 35,607 41,791

  10　退職給付費用 46,235 56,412

  11　株式報酬費用 16,080 17,866

  12　福利厚生費 610,484 639,660

  13　会議費 1,555 3,231

  14　交際費 15,444 19,770

  15　旅費交通費 83,002 82,312

  16　通信費 76,575 78,809

  17　水道光熱費 477,435 532,417

  18　事務用品費 4,872 3,729

  19　消耗品費 113,995 136,394

  20　租税公課 195,566 203,403

  21　研修費 4,943 1,587

  22　減価償却費 740,470 773,474

  23　長期前払費用償却費 7,149 6,838

  24　修繕費 28,725 31,993

  25　賃借料 1,524,158 1,688,152

  26　維持管理費 161,326 161,556

  27　リサイクル費 14,004 18,174

  28　支払保険料 59,279 61,742

  29　支払手数料 312,135 350,534

  30　図書教育費 5,915 6,368

  31　諸会費 5,737 5,675

  32　寄付金 350 572

  33　雑費 11,829 10,353,932 12.8 9,664 10,957,765 12.7

　　　　営業利益 1,214,929 1.5 1,352,101 1.6

Ⅳ　営業外収益

　 1　 受取利息 10,080 14,617

　 2　 受取配当金 14,303 2,534

　 3　 受取手数料 84,623 88,365

　 4　 受取家賃 86,535 138,407

　 5　 不動産賃貸収入 1,500 3,600

　 6　 保険満期収入 31,231 －

　 7　 保険解約収入 － 135,770

　 8　 為替差益 344 －

　 9　 雑収入 35,086 263,705 0.3 41,701 424,996 0.5

前事業年度 当事業年度

                     （ 自 平成18年2月21日                      （ 自 平成19年2月21日

                        至 平成19年2月20日 ）                         至 平成20年2月20日 ）

区分 金額（千円） 金額（千円）
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注記 百分比 百分比

番号 （％） （％）

Ⅴ　営業外費用

　 1　 支払利息 142,255 164,010

　 2　 株式交付費 89 －

　 3　 不動産賃貸費用 535 535

　 4　 雑損失 2,544 145,424 0.2 3,359 167,905 0.2

　　　　経常利益 1,333,209 1.6 1,609,192 1.9

Ⅵ　特別利益

　 1　 固定資産売却益 ※1 6,428 －

　 2　 施設利用権売却益 431 －

　 3　 投資有価証券売却益 317,689 31,251

　 4　 国庫補助金受贈益 15,837 22,010

　 5　 役員退職慰労引当金戻入益 － 8,074

　 6　 新株予約権戻入益 － 340,386 0.4 33,946 95,282 0.1

Ⅶ　特別損失

　 1　 固定資産除却損 ※2 34,244 31,476

　 2　 固定資産売却損 ※3 11,779 －

　 3　 収用に伴う移設費用 － 10,365

　 4　 投資有価証券売却損 － 606

　 5　 投資有価証券評価損 9,345 －

　 6　 施設利用権評価損 － 450

　 7　 出店計画中止損 － 26,865

　 8　 借入金等解約違約金 － 76,360

　 9　 公開買付対応費用 － 23,500

  10　減損損失 ※4 213,407 268,777 0.3 15,724 185,348 0.2

　　　　税引前当期純利益 1,404,818 1.7 1,519,126 1.8

　　　　法人税、住民税及び事業税 739,383 724,168

　　　　法人税等調整額 △ 41,580 697,802 0.8 △ 36,696 687,472 0.8

　　　　当期純利益 707,016 0.9 831,653 1.0

前事業年度 当事業年度

区分 金額（千円） 金額（千円）

                     （ 自 平成18年2月21日                     （ 自 平成19年2月21日

                        至 平成19年2月20日 ）                        至 平成20年2月20日 ）
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（3）株主資本等変動計算書 

  前事業年度（自 平成 18 年 2 月 21 日 至 平成 19 年 2月 20 日） 

平成18年2月20日残高（千円） 1,960,478 1,969,092 1,969,092

事業年度中の変動額

　新株の発行 5,988 5,972 5,972

　剰余金の配当

　圧縮積立金の積立

　圧縮積立金の取崩し

　当期純利益

　自己株式の取得

　役員賞与金

　別途積立金

　株主資本以外の項目

　の当事業年度中変動額（純額）

事業年度中の変動額合計（千円）　　　　 5,988 5,972 5,972

平成19年2月20日残高（千円） 1,966,467 1,975,065 1,975,065

資本剰余金

資本金 資本
準備金

資本剰余金
合計

株　主　資　本

 

平成18年2月20日残高（千円） 212,050 5,160,000 764,837 6,136,887 △ 95,246 9,971,213

事業年度中の変動額

　新株の発行 11,960

　剰余金の配当 △ 139,659 △ 139,659 △ 139,659

　圧縮積立金の積立 9,389 △ 9,389

　圧縮積立金の取崩し △ 2,088 2,088

　当期純利益 707,016 707,016 707,016

　自己株式の取得 △ 45,020 △ 45,020

　役員賞与金 △ 35,600 △ 35,600 △ 35,600

　別途積立金 400,000 △ 400,000

　株主資本以外の項目

　の当事業年度中変動額（純額）

事業年度中の変動額合計（千円）　　　　　　　 7,301 400,000 124,455 531,756 △ 45,020 498,696

平成19年2月20日残高（千円） 212,050 7,301 5,560,000 889,293 6,668,644 △ 140,267 10,469,909

株　主　資　本

利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計固定資産

圧縮積立金
別途

積立金
繰越利益
剰余金
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平成18年2月20日残高（千円） 218,491 218,491 10,189,704

事業年度中の変動額

　新株の発行 11,960

　剰余金の配当 △ 139,659

　圧縮積立金の積立

　圧縮積立金の取崩し

　当期純利益 707,016

　自己株式の取得 △ 45,020

　役員賞与金 △ 35,600

　別途積立金

　株主資本以外の項目

　の当事業年度中変動額（純額）

事業年度中の変動額合計（千円）　　　　　　　 △ 162,003 △ 948 △ 162,952 16,080 351,824

平成19年2月20日残高（千円） 56,487 △ 948 55,539 16,080 10,541,529

△ 146,871

新株予約権
純資産
合計

16,080

評価・換算差額等

△ 162,003 △ 948 △ 162,952

その他
有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等
合計
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 当事業年度（自 平成 19 年 2月 21 日 至 平成 20 年 2月 20 日） 

平成19年2月20日残高（千円） 1,966,467 1,975,065 1,975,065

事業年度中の変動額

　剰余金の配当

　圧縮積立金の取崩し

　当期純利益

　自己株式の取得

　別途積立金

　株主資本以外の項目の当期

　の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計（千円）　　　　　　

平成20年2月20日残高（千円） 1,966,467 1,975,065 1,975,065

資本剰余金

資本金 資本
準備金

資本剰余金
合計

株　主　資　本

 

平成19年2月20日残高（千円） 212,050 7,301 5,560,000 889,293 6,668,644 △ 140,267 10,469,909

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △ 139,025 △ 139,025 △ 139,025

　圧縮積立金の取崩し △ 1,435 1,435

　当期純利益 831,653 831,653 831,653

　自己株式の取得 △ 85,341 △ 85,341

　別途積立金 550,000 △ 550,000

　株主資本以外の項目の当期

　の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計（千円）　　　　　　 △ 1,435 550,000 144,064 692,628 △ 85,341 607,286

平成20年2月20日残高（千円） 212,050 5,865 6,110,000 1,033,357 7,361,272 △ 225,608 11,077,196

株　主　資　本

利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計固定資産

圧縮積立金
別途

積立金
繰越利益
剰余金
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平成19年2月20日残高（千円） 56,487 △ 948 55,539 16,080 10,541,529

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △ 139,025

　圧縮積立金の取崩し

　当期純利益 831,653

　自己株式の取得 △ 85,341

　別途積立金

　株主資本以外の項目の当期

　の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計（千円）　　　　　　 △ 54,340 948 △ 53,392 △ 16,080 537,814

平成20年2月20日残高（千円） 2,147 2,147 11,079,343

△ 53,392

その他
有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等
合計

△ 69,472

新株予約権
純資産
合計

△ 16,080

評価・換算差額等

△ 54,340 948
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 重要な会計方針 

    前事業年度     当事業年度

　　　　　　　 　(自　平成18年2月21日 　　　　　　　 　(自　平成19年2月21日

　　　　　　　　  至　平成19年2月20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 （1）子会社株式 （1）子会社株式

　　　 移動平均法による原価法 同左

（2）その他有価証券 （2）その他有価証券

　①　時価のあるもの 　①　時価のあるもの

　　      当事業年度末日の市場価格等に基づく時 同左

　　　 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　時価のないもの 　②　時価のないもの

　　　 移動平均法による原価法 同左

2　デリバティブ等の評価基準及び評価方法 　　　デリバティブ

　　　 時価法

3　棚卸資産の評価基準及び評価方法 　商品 　商品

　　 　売価還元原価法（酒類は移動平均法による 同左

　　 　原価法）

　貯蔵品 　貯蔵品

　　　 最終仕入原価法による原価法 同左

4　固定資産の減価償却の方法   有形固定資産   有形固定資産

　① 建物・建物附属設備及び構築物 　① 建物・建物附属設備及び構築物

　　　   定額法 同左

　　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

　　　　す。

　　　　　　　　　　建物　　　　　　　　7～34年

　　　　　　　　　　建物附属設備　  8～15年

                       構築物　　　　　　10～24年

          また、事業用定期借地権が設定されてい

　　　　る賃借地上の建物・建物附属設備及び構

　　　　築物につきましては借地契約期間に基づく

　　　　耐用年数にて償却を行っております。

　② その他有形固定資産 　② その他有形固定資産

　　　   定率法 同左

　（会計方針の変更）

　　法人税法の改正に伴い、当事業年度から平成

19年4月1日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。なお、この変更に伴う損益へ

の影響は軽微であります。

　無形固定資産 　無形固定資産

　　　   定額法 同左

　　　　なお、事業用定期借地権につきましては借

　　　 地契約期間に基づく耐用年数にて償却を行

        っております。また、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）に基づいて償却を行っております。

　長期前払費用 　長期前払費用

　　　   期間均等償却 同左

項目
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    前事業年度     当事業年度

　　　　　　　 　(自　平成18年2月21日 　　　　　　　 　(自　平成19年2月21日

　　　　　　　　  至　平成19年2月20日) 　　　　　　　 　 至　平成20年2月20日)

　投資不動産 　投資不動産

　　建物及び構築物 同左

　　　   定額法

　　　　 なお、主な耐用年数は、以下のとおりであ

　　　　 ります。

　　　　　　　　　　建物　　　　　　　34年

                      構築物　　　　　 10年

          また、事業用定期借地権が設定されてい

　　　　る賃借地上の建物及び構築物につきまし

         ては借地契約期間に基づく耐用年数にて

　　　　償却を行っております。

5　重要な資産の処理方法 　株式交付費

　　 支払時に全額費用として処理しております。

6　引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 （1）貸倒引当金

　　　  期末の債権に対する貸倒損失に備える 同左

　　　  ため、次の方法により計上しております。

　 ①  一般債権

　　　  貸倒実績率によっております。

　　    なお、当事業年度においては、繰入額は

　　    ありません。

　 ②  貸倒懸念債権及び破産更生債権等

　　　　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。

（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 同左

　　　　充てるため、支給見込額に基づき計上

　　　　しております。

（3）役員賞与引当金 （3）役員賞与引当金

　　　役員に対して支給する賞与の支出に備える 同左

　　 ため、支給見込額のうち当事業年度に負担す

　　 べき額を計上しております。

（4）退職給付引当金 （4）退職給付引当金

　　　  従業員の退職給付に備えるため、当事 同左

　　　  業年度末における退職給付債務及び年

　　　  金資産の見込額に基づき計上しており

　　　 ます。又、数理計算上の差異は、各事業

　　 　年度の発生時の従業員の平均残存勤務

　　    期間以内の年数（7～8年）による定額法

　　　  によりそれぞれ発生の翌事業年度から

　　 　 損益処理することとしております。

（5）役員退職慰労引当金 （5）役員退職慰労引当金

　　　  役員の退職慰労金の支出に備えるため、 同左

　　　  内規に基づく期末要支給額を計上してお

　　　　ります。

項目
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    前事業年度     当事業年度

　　　　　　　 　(自　平成18年2月21日 　　　　　　　 　(自　平成19年2月21日

　　　　　　　　  至　平成19年2月20日) 　　　　　　　 　 至　平成20年2月20日)

7　リ－ス取引の処理方法 　　　リ－ス物件の所有権が借主に移転すると認 同左

　　　められるもの以外のファイナンス・リ－ス取引

　　　につきましては、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。

8　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

　　　繰延ヘッジ処理によっております。 同左

　　　なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ

　　　及び金利キャップにつきましては特例処理を

　　　採用しております。

（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・・・金利スワップ及び金利キャップ 　　 ヘッジ手段・・・金利スワップ及び金利キャップ

　　 ヘッジ対象・・・借入金 　　 ヘッジ対象・・・借入金

　　　　　　　　　　　　　なお、当事業年度において金

　　　　　　　　　　　　利スワップ取引を解約したため

　　　　　　　　　　　　当事業年度末において残高は

　　　　　　　　　　　　ありません。

（3）ヘッジ方針 （3）ヘッジ方針

　　　ヘッジ取引を行う場合の取引方針としまして 同左

　　　は、資金調達等で発生する通常の取引の範

　　　囲内で必要に応じ最小限のリスクで契約を行

　　　う方針であり、投機的な取引は行わない方針

　　　であります。

（4）ヘッジの有効性評価の方法 （4）ヘッジの有効性評価の方法

　　　ヘッジ開始時から有効性評価時点までの期 同左

　　　間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利

　　　変動の累計を比較し、両者の変動額等を基

　　　礎にして判断しております。

　　　なお、特例処理によっている金利スワップ及

　　　び金利キャップにつきましては有効性の評価

　　　を省略しております。

9 その他財務諸表作成のための基本となる重要 　消費税等の会計処理 　消費税等の会計処理

　 な事項 　　　　税抜方式によっております。 同左

項目
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 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 当事業年度

　　　　　　　                  　(自　平成18年2月21日 　　　　　　　                  　(自　平成19年2月21日

　　　　　　　                     至　平成19年2月20日) 　　　　　　　                     至　平成20年2月20日)

（貸借対照表｢純資産の部｣の表示）

　 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、10,526,397千円であります。

   なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財務諸表は、

改正後の財務諸表等規則により作成しております。

（役員賞与に関する会計基準）

　　当事業年度から「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。これにより、従来の方法に比べ

て販売費及び一般管理費が34,600千円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。

（ストック・オプション等に関する会計基準等）

　　当事業年度から「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計

基準第8号　平成17年12月27日）及び「ストック・オプション等に関する会

計基準の適用指針」  （企業会計基準適用指針第11号　平成18年5月31

日）を適用しております。これにより、従来の方法に比べて販売費及び一

般管理費が16,080千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益がそれぞれ同額減少しております。  
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 注記事項 

（貸借対照表関係） 

  　  前事業年度   　  当事業年度

　　　　　　　　　　　　　　　 　(　　平成19年2月20日　） 　　　　　　　　　　　　　　　 　(　　平成20年2月20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とおりであり ※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とおりであり

　　　 ます。 　　　 ます。

 　　　　　   ①担保に供している資産  　　　　　   ①担保に供している資産

                     下記の資産は、ダイレックス株式会社の金融機関借入金に

　　　　　　　　対して担保を提供しております。

　　　　　　　　　　　　　建物　　　　　　　　　　　　  　1,571,015千円 　　　　　　　　　　　　　建物　　　　　　　　　　　　  　1,774,076千円

　　　　　　　　　　　　　土地　　　　　　　　　　　　  　6,700,481千円 　　　　　　　　　　　　　土地　　　　　　　　　　　　  　7,086,109千円

　　　　　　　　　　　　　投資不動産　　　　　 　　  　    74,727千円 　　　　　　　　　　　　　関係会社株式　　　　　 　　  　 10,000千円

　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　  　8,346,224千円 　　　　　　　　　　　　　投資不動産　　　　　 　　  　    74,191千円

　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　  　8,944,377千円

  　　　　　  ②上記に対応する債務   　　　　　  ②被担保債務

                             1年内返済予定 　　　　　　　　ダイレックス株式会社　　　　　　　12,350,000千円

　　　　　　　　　　　　　長期借入金　　　　　　　　　   991,252千円 　　　　　　　　上記の資産のうち建物、土地及び投資不動産に対しては

　　　　　　　　　　　　　長期借入金　　　　　　　　　2,900,880千円 　　　　　　　　3,000,000千円を極度額とした根抵当権を設定しております。

　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　  　3,892,132千円

※2　有形固定資産の取得価額が控除されている保険差益の圧縮記帳額 ※2　有形固定資産の取得価額が控除されている保険差益の圧縮記帳額

　　　 は、次のとおりであります。 　　　 は、次のとおりであります。

　　　　建物　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　  　  　6,491千円 　　　　建物　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　  　  　6,491千円

※3　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行

　　　 と当座貸越契約を締結しております。

    　 当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金末実行残高は次   

　　   のとおりであります。

           　　　　　　　　当座貸越極度額の総額　　4,500,000千円

           　　　　　　　　借入実行残高　　　　　　 　 1,000,000千円

            　　　　　　　 差引額                            3,500,000千円

　4　偶発債務

　　　　　　ダイレックス株式会社の金融機関からの借入に対して

　　　　　12,350,000千円の債務保証を行っております。
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（損益計算書関係） 

土地         　     6,428千円

建物              10,517千円 建物              17,508千円

構築物                1,234千円 構築物                5,391千円

機械装置                  415千円 機械装置                  437千円

敷金・保証金              10,000千円 船舶             　　   66千円

建設協力金                8,474千円 解体費用                8,072千円

解体費用                3,603千円 計              31,476千円

　　　　　　　　　　　　　　　　 計              34,244千円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

建物                1,069千円

土地                3,239千円

解体費用                7,471千円

計              11,779千円

　　　　　　　 　　用途 　　　　種類 場所 　　　　　　　 　　用途 　　　　種類 場所

　　　　　　　　　営業店舗 建物、土地、　　　　　大分県他5店舗　 　　　　　　　　　営業店舗 建物、その他　　　　　大分県1店舗　

その他

            当社は、キャッシュ・フロ－を生み出す最小単位として店舗を基本単             当社は、キャッシュ・フロ－を生み出す最小単位として店舗を基本単

　　　　位としてグル－ピングしております。また、遊休資産については、物件 　　　　位としてグル－ピングしております。また、遊休資産については、物件

　　　　単位毎にグル－ピングしております。 　　　　単位毎にグル－ピングしております。

　　　　　 営業活動から生じる損益が継続してマイナスで、資産グル－プの帳 　　　　　 営業活動から生じる損益が継続してマイナスで、資産グル－プの帳

　　　　簿価額を全額回収できる可能性が低いと判断した店舗について、当該 　　　　簿価額を全額回収できる可能性が低いと判断した店舗について、当該

　　　　資産グル－プの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を 　　　　資産グル－プの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

　　　  減損損失（213,407千円）として特別損失に計上しました。 　　　  減損損失（15,724千円）として特別損失に計上しました。

　　　　　　　減損損失の金額 　　　　　　　減損損失の金額

　　　　　　　　　　　固定資産の種類　　　　　減損損失の金額（千円） 　　　　　　　　　　　固定資産の種類　　　　　減損損失の金額（千円）

　　　　　　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  40,252 　　　　　　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   8,009

　　　　　　　　　土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 108,641 　　　　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　  5,029

　　　　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 28,181                     未経過リ－ス料　　　　　　　　　　　　　　　　   2,685

                    未経過リ－ス料　　　　　　　　　　　　　　　　  36,332                  

        　　当該資産グル－プの回収可能価額は正味売却価額により算定し         　　当該資産グル－プの回収可能価額は正味売却価額により算定し

　　　　ており、不動産鑑定士による不動産鑑定評価を基に評価しておりま 　　　　ており、不動産鑑定士による不動産鑑定評価を基に評価しておりま

　　　　す。なお、無形固定資産及びリ－ス資産については、正味売却価額 　　　　す。なお、無形固定資産及びリ－ス資産については、正味売却価額

　　　　を零として評価しております。 　　　　を零として評価しております。

　　　　 を計上しました。

※3　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

※2　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

※4　減損損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 213,407千円

　　　　 当事業年度において、当社は以下の資産グル－プについて減損損失

※1　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

    前事業年度

　　　　　   　　          　　     　(自　平成18年2月21日

　　　　 　　　                 　　   至　平成19年2月20日)

    当事業年度

　　　　　   　　          　　     　(自　平成19年2月21日

　　　　 　　　                 　　   至　平成20年2月20日)

　　　　 を計上しました。

※2　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

※4　減損損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　15,724千円

　　　　 当事業年度において、当社は以下の資産グル－プについて減損損失
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 （株主資本等変動計算書関係）  

   前事業年度（自 平成 18 年 2月 21 日 至 平成 19 年 2月 20 日 ）  

    自己株式の種類及び総数に関する事項 

   
普通株式（株）

当事業年度末

73,369 64,542 － 137,911

株式の種類 前事業年度末 増加 減少

 

    （変動事由の概況） 

     増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

      単元未満株式の買取りによる増加        242 株 

      取締役決議による市場買付けによる増加   64,300 株 

 

当事業年度（自 平成 19 年 2月 21 日 至 平成 20 年 2 月 20 日 ）  

    自己株式の種類及び総数に関する事項 

      
普通株式（株）

当事業年度末

137,911 126,057 － 263,968

株式の種類 前事業年度末 増加 減少

 

        （変動事由の概要） 

      増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

       単元未満株式の買取りによる増加        8,157 株 

       取締役会決議による市場買付けによる増加   117,900 株 
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（リース取引関係） 

1　リ-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･ 1　リ-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－ス取引 　　リ－ス取引

　①　リ－ス物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計 　①　リ－ス物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計

　　　 額相当額及び期末残高相当額 　　　 額相当額及び期末残高相当額

　機械装置 1,154 1,020 － 134 　車両運搬具 158,784 113,293 － 45,490

　船舶 26,212 20,969 － 5,242 　器具備品 1,618,252 852,825 45,812 719,615

　車両運搬具 162,583 83,852 － 78,731 　合計 1,777,036 966,118 45,812 765,105

　器具備品 1,588,319 887,935 67,928 632,455

　合計 1,778,270 993,777 67,928 716,564

　②　未経過リ－ス料期末残高相当額及びリ－ス資産減損勘定期末残高 　②　未経過リ－ス料期末残高相当額及びリ－ス資産減損勘定期末残高

　　　 未経過リ－ス料期末残高相当額 　　　 未経過リ－ス料期末残高相当額

                1年以内 318,332 千円                1年以内 339,719 千円

1年超 516,711 千円 1年超 517,817 千円

合計 835,044 千円 合計 857,536 千円

　　　 リ－ス資産減損勘定期末残高 　　　 リ－ス資産減損勘定期末残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,899 千円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,292 千円

　③　支払リ－ス料、リ－ス資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払 　③　支払リ－ス料、リ－ス資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払

　　　 利息相当額及び減損損失 　　　 利息相当額及び減損損失

支払リ－ス料 403,956 千円 支払リ－ス料 393,210 千円

リ－ス資産減損勘定の取崩額 44,279 千円 リ－ス資産減損勘定の取崩額 26,292 千円

減価償却費相当額 364,574 千円 減価償却費相当額 353,424 千円

支払利息相当額 38,276 千円 支払利息相当額 35,694 千円

減損損失 36,332 千円 減損損失 2,685 千円

　④　減価償却費相当額の算定方法 　④　減価償却費相当額の算定方法

　　　 リ－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。

　⑤　利息相当額の算定方法 　⑤　利息相当額の算定方法

　　　 リ－ス料総額とリ－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きましては、利息法によっております。

2　オペレ－ティング・リ－ス取引 2　オペレ－ティング・リ－ス取引

　　未経過リ－ス料 　　未経過リ－ス料

1年以内 192,609 千円 1年以内 260,812 千円

1年超 1,962,035 千円 1年超 2,377,239 千円

合計 2,154,645 千円 合計 2,638,051 千円

同左

同左

当事業年度

　　　　　　　　　　　　　　　　 　（自　平成19年2月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　   至　平成20年2月20日)

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

減損損失
累計額
相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

前事業年度

　　　　　　　　　　　　　　　　 　（自　平成18年2月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　   至　平成19年2月20日)

期末残高
相当額
（千円）

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

減損損失
累計額
相当額
（千円）
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（有価証券関係） 

  前事業年度（自 平成 18 年 2 月 21 日 至 平成 19 年 2月 20 日） 

   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。 

  当事業年度（自 平成 19 年 2 月 21 日 至 平成 20 年 2月 20 日） 

   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 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

　　（繰延税金資産） 　　（繰延税金資産）

　　　　　　賞与引当金繰入超過額                    56,603千円 　　　　　　賞与引当金繰入超過額                    59,983千円

　　　　　　未払事業所税                      5,454千円 　　　　　　未払事業所税                      5,985千円

　　　　　　未払事業税                    32,424千円 　　　　　　未払事業税                    31,066千円

　　　　　　その他                    25,359千円 　　　　　　その他                      7,367千円

　　　　　　　繰延税金資産（流動資産）                  119,842千円 　　　　　　　繰延税金資産（流動資産）                  104,403千円

              減価償却費超過額                  183,321千円               減価償却費超過額                  275,567千円

　　　　　　減損損失                  169,174千円 　　　　　　減損損失                  164,901千円

　　　　　　有価証券評価損                    10,318千円 　　　　　　有価証券評価損                      9,999千円

　　　　　　貸倒引当金繰入超過額                      7,066千円 　　　　　　貸倒引当金繰入超過額                      7,248千円

　　　　　 退職給付引当金繰入超過額                    58,947千円 　　　　　 退職給付引当金繰入超過額                    65,580千円

　　　　　　役員退職慰労引当金                  157,987千円 　　　　　　役員退職慰労引当金                  169,900千円

　　　　　　その他                    64,596千円 　　　　　　その他                      4,457千円

　　　　　　　繰延税金資産（固定資産）                  651,413千円 　　　　　　　繰延税金資産（固定資産）                  697,655千円

　　　　　　評価性引当額               △169,174千円 　　　　　　評価性引当額               △164,901千円

　　　　　　繰延税金資産合計                   602,080千円 　　　　　　繰延税金資産合計                   637,157千円

　　（繰延税金負債） 　　（繰延税金負債）

　　　　　　その他有価証券評価差額金                △38,354千円 　　　　　　その他有価証券評価差額金                  △1,457千円

　　　　　　その他               　  △4,957千円 　　　　　　その他               　  △3,982千円

　　　　　　　繰延税金負債（固定負債）                 △43,311千円 　　　　　　　繰延税金負債（固定負債）                   △5,440千円

　　　　　　繰延税金負債合計                 △43,311千円 　　　　　　繰延税金負債合計                   △5,440千円

　　　　　繰延税金資産の純額                   558,769千円 　　　　　繰延税金資産の純額                   631,717千円

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 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 　　原因となった主な項目別の内訳

　　　　　　法定実効税率　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　40.44％ 　　　　　　法定実効税率　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　40.44％

　　　　　　　　（調整） 　　　　　　　　（調整）

　　　　　　交際費等永久に損金に算入されない項目　　　  　0.46％ 　　　　　　交際費等永久に損金に算入されない項目　　　  　0.54％

　　　　　　住民税等均等割　　 　　　　　　　　   　　　　　　　　　4.46％ 　　　　　　住民税等均等割　　 　　　　　　　　   　　　　　　　　　3.89％

　　　　　　IＴ特別減税　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　 △0.45％ 　　　　　　役員賞与　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　0.24％

　　　　　　評価性引当額の増減　    　　　　　　　　　　　　　　  4.68％ 　　　　　　評価性引当額の増減　    　　　　　　　　　　　　　 △0.28％

　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　 　0.08％ 　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　 　0.42％

　　　　　　　 税効果会計適用後の法人税等の負担率  　　 49.67％ 　　　　　　　 税効果会計適用後の法人税等の負担率  　　 45.25％

当事業年度

                          　　      （自　平成19年2月21日

                               　　  至　平成20年2月20日）

前事業年度

                          　　      （自　平成18年2月21日

                               　　  至　平成19年2月20日）

 

 

 

 （企業結合等関係） 

  前事業年度（自 平成 18 年 2 月 21 日 至 平成 19 年 2月 20 日） 

   該当事項はありません。 

  当事業年度（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。 
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 （1 株当たり情報） 

    前事業年度     当事業年度

　　　　　　　　　(自　平成18年2月21日 　　　　　　　　　(自　平成19年2月21日

　　　　　　　　　 至　平成19年2月20日) 　　　　　　　　　 至　平成20年2月20日)

1株当たり純資産額 984円21銭 1,048円36銭

1株当たり当期純利益金額 65円74銭 78円53銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

　潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ 　潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在 いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 しないため記載しておりません。

　（追加情報）

　「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適

　用指針」（企業会計基準適用指針第4号）が平

　成18年1月31日付で改正されたことに伴い、当

　事業年度から繰延ヘッジ損益（税効果調整後)

　の金額を普通株式に係る期末の純資産額に含

　めております。

　　なお、前事業年度末において採用していた方

　法により算定した当事業年度末の1株当たり純

　資産額は、984円30銭であります。

（注） 1    1株当たり純資産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     当事業年度

　　　　　　　　　　　(平成19年2月20日） 　　　　　　　　　　　(平成20年2月20日）

純資産の部の合計額（千円） 10,541,529 11,079,343

　 純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 16,080 -

　　　（うち新株予約権） (16,080)

　 普通株式に係る期末の純資産額（千円） 10,525,449 11,079,343

　 期末の普通株式の数（千円） 10,832 10,832

　 普通株式の自己株式数(千株) 137 263

　 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通

   株式の数（千株）

       2    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     当事業年度

　　　　　　　　　(自　平成18年2月21日 　　　　　　　　　(自　平成19年2月21日

　　　　　　　　　 至　平成19年2月20日) 　　　　　　　　　 至　平成20年2月20日)

当期純利益（千円） 707,016 831,653

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

  利益処分による役員賞与金（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 707,016 831,653

期中平均株式数（普通株式）（千株） 10,754 10,590

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株 会社法第238条及び第239条の規定に基づく新株 -

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜 予約権

在株式の概要 3,350個

項　　目

項　　目

10,694

－

10,568

項　　目

－
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 （重要な後発事象） 

  前事業年度（自 平成 18 年 2 月 21 日 至 平成 19 年 2月 20 日） 

   該当事項はありません。 

  当事業年度（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。 

 

 （品目別売上） 

（単位：千円）

増減

（△印は減少）

金額 構成比 金額 構成比 金額

% %

菓 子 ・ ジ ュ － ス ・ 即 席 食 品 等 20,510,823 25.4 21,610,871 25.0 1,100,047

酒 類 14,073,693 17.4 15,783,606 18.3 1,709,913

化 粧 品 ・ ﾍ ｱ ｹ ｱ 用 品 ・ ｻ ﾆ ﾀﾘ ｰ用 品等 14,118,124 17.5 14,792,737 17.1 674,613

日 配 ・ 冷 凍 食 品 5,096,985 6.3 6,131,203 7.1 1,034,217

季 節 家 電 ・ 小 物 家 電 等 5,522,840 6.8 5,663,584 6.6 140,744

下 着 ・ カ ジ ュ ア ル 衣 料 品 等 3,975,719 4.9 3,865,006 4.5 △ 110,713

消 耗 家 庭 用 雑 貨 等 3,207,178 4.0 3,274,488 3.8 67,309

ペ ッ ト フ － ド ・ ペ ッ ト 用 品 等 3,019,821 3.7 3,074,431 3.6 54,609

そ の 他 11,052,052 13.6 11,737,699 13.6 685,646

商 品 計 80,577,240 99.6 85,933,628 99.6 5,356,387

そ の 他 営 業 収 入 316,941 0.4 351,093 0.4 34,152

合　　　　　　　　　　　　　　　計 80,894,181 100.0 86,284,722 100.0 5,390,540

項　　目

    当事業年度

   　　(自　平成19年2月21日

　　    至　平成20年2月20日)

    前事業年度

　     (自　平成18年2月21日

　　   至　平成19年2月20日)

   

（注）1.その他営業収入は、店頭及び店内で展開するテナント料並びに自販機等のリベ－ト収入であります。 

   2.上記の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


