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１．平成20年２月期の連結業績（平成19年３月１日～平成20年２月29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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期 72,766 △3.2 1,024 △16.4 619 △20.0 △971 －

19年２月期 75,208 △4.6 1,225 15.3 773 30.1 282 52.0

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

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年２月期 △33.51 － △13.1 1.2 1.4

19年２月期 9.73 － 3.4 1.4 1.6

（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

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年２月期 51,611 6,783 12.6 225.16

19年２月期 53,185 8,465 15.6 285.45

（参考）自己資本 20年２月期 6,522百万円 19年２月期 8,275百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年２月期 1,782 △2,132 223 2,149

19年２月期 1,582 △1,980 △200 2,275

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
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年２月期 － 6.00 6.00 173 61.6 2.1

20年２月期 － 6.00 6.00 173 － 2.4

21年２月期（予想） － － － － － －

３．平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28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 35,500 △0.3 500 △9.9 340 △1.4 100 △22.8 3.45

通期 72,500 △0.4 1,100 7.4 700 13.1 220 － 7.59
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

     

(2）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、20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の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年２月期 29,056,002株 19年２月期 29,056,002株

②　期末自己株式数 20年２月期 87,498株 19年２月期 73,547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、29ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年２月期の個別業績（平成19年３月１日～平成20年２月29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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期 71,148 △3.2 506 △18.3 325 △27.6 △1,129 －

19年２月期 73,519 △4.2 620 △21.0 449 △15.5 164 △21.3

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

円 銭 円 銭

20年２月期 △39.00 －

19年２月期 5.67 －

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年２月期 47,610 6,528 13.7 225.35

19年２月期 49,123 8,439 17.2 291.19

（参考）自己資本 20年２月期 6,528百万円 19年２月期 8,439百万円

２．平成21年２月期の個別業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28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 34,500 △0.8 250 △5.7 330 77.5 140 222.1 4.83

通期 71,500 0.5 640 26.2 530 63.1 220 － 7.59

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、

今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

なお、上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料の3～4ページをご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①　当期の経営成績

 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業の輸出と生産は底堅いものの、米国の金融不安や株価の低迷、原

油高の引き続く高騰とそれに伴う原材料費の相次ぐ値上げにより企業収益が伸び悩み、年金問題などによる消費

意欲の減退が顕著となり、緩やかな回復基調から減速傾向へと推移しました。

 百貨店業界におきましては、期初からの天候不順と株価下落の影響で主力である衣料品の売上が厳しい状況が

続く一方で、業態間競争が熾烈化する商環境下で大手百貨店の経営統合が発表されるなど業界の再編が顕在化し

ました。

 このような状況のなか、当社グループは百貨店業において各店舗の環境変化への対応と新規顧客の開拓を目指

して、各店で新規ブランドの導入やリニューアルを実施するとともに、引き続きグループ各社の経費の運用を見

直し、一層の経費効率を高めて、更なる利益確保の体制作りに取り組んでまいりました。

 この結果、当連結会計年度の売上高は727億6千6百万円（前連結会計年度比96.8％）、営業利益は10億2千4百万

円（同83.6％）、経常利益は6億1千9百万円（同80.0％）となりました。なお、減損会計の適用による償却資産の

減損損失ならびに商品券等の会計処理変更による特別損失の計上などにより当期純損失は9億7千1百万円（前連結

会計年度は純利益2億8千2百万円）となりました。

　これを事業の種類別セグメントにみると、次のとおりであります。

②　セグメント別の業績

＜百貨店業＞

 百貨店業は、川崎店では上半期に地階グロサリー売場、下半期に婦人服と雑貨売場のリニューアルと婦人服の

新規ブランドの導入を行い、売場の活性化を目指しましたが、近隣大型商業施設の影響により前年に及びません

でした。横須賀店では婦人服、紳士服のリニューアルを実施して集客力の向上を図りましたが、前年に及びませ

んでした。藤沢店では１階の化粧品、婦人靴、ハンドバッグ売場で新規ブランドの導入とリニューアルを実施し

ましたが、わずかに前年に及びませんでした。町田ジョルナ店では近隣地区の商環境が一段と厳しくなるなか、

オリジナリティ豊かなファッションブランドを新規に導入して直営部門とも前年を大きく上回りました。

 この結果、売上高は712億2千9百万円（前期比96.9％）、営業利益は9億1千7百万円（同92.1％）となりました。

＜金融業＞

 金融業は、自社カード（さいか屋ＡＭカード）の取扱高、カードキャッシングと個品割賦斡旋部門のショッピ

ングローン業務は伸び悩み、売上高は5億4千万円（前期比90.4％）となり、営業利益は3千9百万円（同40.1％）

となりました。

＜その他の事業＞

 その他の事業は、保険代理業、宣伝広告代理店業、情報処理サービス業でありますが、新たに運輸業および清

掃業と従来スーパーストアー業に区別していたレンタルビデオショップが加わったため、売上高は27億8千3百万

円（前期比97.2％）、営業利益は8千2百万円（同58.4％）となりました。

 なお、当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較にあたっては、前連結会計

年度分を変更後の区分に組み替えて行っております。

③　次期の見通し

 今後の経済環境は、景気の牽引役となっていた大企業の輸出にも陰りがではじめるとともに、株価の下落、原

油高による生活消費関連の値上げ、所得の伸び悩みなどにより先行きの不透明感が強まり、消費マインドの冷え

込みがさらに続くと思われます。

 流通業界におきましては、人口減少、少子高齢化の進行に伴う小売マーケットの減少や経営統合による業界再

編、業態間および地域間の競合がますます熾烈化すると考えられます。

 このようななかで、当社グループでは、百貨店業においては依然として厳しい商環境のなかで変化し揺れ動く

お客様のニーズを的確に捉え、新規顧客の開拓を引き続き行い、お客様の信頼と安心を得られるよう全店あげて

接客応対のスキルアップと商品の品揃えの充実や消費意欲を駆り立てる魅力ある売場作りを行ってまいります。

また、ギフト受注と経理会計の新規システムの導入とＰＯＳレジの入替えを実施し、一層の効率化推進を図って

まいります。

 あわせて、金融業、保険業、ビルメンテナンス業等のグループ企業の充実化と、さらなる営業利益の確保の体

制作りに取り組んでまいります。

 このような事業活動の推進により、平成21年2月期の連結売上高は725億円（前連結会計年度比99.6％）、営業

利益は11億円（同107.4％）、経常利益は7億円（同113.1％）、当期純利益は2億2千万円（前年同期は9億7千1百

万円の当期純損失）を見込んでおります。

　　　　　なお、連結中間当期純利益の業績予想は、1億円（前期1億2千9百万円、前期比77.2％）を見込んでおります。
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　　　　　また、個別の通期当期純利益の業績予想は、2億2千万円（前年同期は11億2千9百万円の当期純損失）を見込ん

でおります。

　なお、当期は固定資産除却損等の特別損失は、1億2千万円を見込んでおります。
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（２）財政状態に関する分析

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ126百万円減少し2,149百万円

（前年同期比5.5％減）となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失1,038百万円となりましたが、減価償却費1,699百

万円、減損損失1,136百万円等があり差引1,782百万円の増加（前年同期は1,582百万円の増加で、前年同期と比べ199

百万円の収入増）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2,487百万円等があり、差入保証金の返還に

よる収入415百万円を反映した結果、2,132百万円減少（前年同期は1,980百万円の減少、前年同期に比べ151百万円の

支出増）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、長・短期借入金による収入6,102百万円、社債の発行による収入3,140百万

円がありましたが、長期借入金の返済6,304百万円、社債の償還2,529百万円などにより223百万円の増加（前年同期は

200百万円の減少で、前年同期と比べ424百万円の収入増）となりました。

　当社グループにおけるキャッシュ・フローの指標の推移は下記の通りです。

平成17年2月期 平成18年2月期 平成19年2月期 平成20年2月期

自己資本比率（％） 13.1 15.1 15.6 12.6

時価ベース自己資本比率（％） 18.8 18.7 18.6 18.3

債務償還年数（年） 36.3 14.9 19.0 17.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 1.2 3.3 1.9 2.4

・自己資本比率　　　　　　：自己資本／総資産

・時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

・債務償還年数　　　　　　：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：営業キャッシュ・フロー／利払い

注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負

債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利子の支払額

を使用しております。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

 当社では、当期および将来の業績や経済情勢を総合的に勘案し、長期的な観点に立ち、安定的な配当を継続するこ

とを基本的な方針としております。今後も厳しい経営環境が続くものと予想されますが、配当につきましては年６円

を予定をしております。内部留保資金につきましては企業体質の強化や将来の事業展開への備え、既存店舗のリニュー

アルなどに活用して、株主の皆様への長期的、安定的な配当水準の維持、向上に努めたいと考えております。次期の

配当につきましては、未定となっております。

（４）事業等のリスク

 最近の有価証券報告書（平成１９年５月２８日提出）における記載から、新たに顕著化した速やかに伝達すべき

リスクはありませんので、記載は省略させて頂きます。

 なお、当該有価証券報告書は、次のＵＲＬからご覧頂けます。

（金融庁ホームページＥＤＩＮＥＴ）

　　http://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm

㈱さいか屋（8254）平成 20 年２月期　決算短信

－ 5 －



２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社、子会社９社及びその他関係会社１社で構成され、百貨店業を中核として、以下の関連する

各種事業活動を展開しております。

　当社グループの事業に係る位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

　なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。

　　また、前連結会計年度まで区分掲記しておりました「スーパーストアー業」は、ザ・マーケット藤沢駅前店を平成18

年3月20日をもって閉店しており、スーパーマーケット店舗全ての営業を終了し、金額的重要性が乏しくなったため、当

中間連結会計期間より、「その他の事業」に含めております。同様に金額的重要性が乏しくなった「運送業及び清掃業」

につきましても、当中間連結会計期間より「その他の事業」に含めております。

 

百貨店業 　連結財務諸表提出会社（以下株式会社さいか屋という）が、川崎市、横須賀

市及び藤沢市で百貨店を営業し、町田市では専門店ビルの賃貸及び専門店の営

業を行っております。

　連結子会社の株式会社彩賀開発が、藤沢市の百貨店店舗ビルを株式会社さい

か屋に賃貸しております。

　連結子会社のアルファトレンド株式会社が時計・宝石・貴金属製品の卸売業

を行っており、株式会社さいか屋に対し商品を納入しております。

 

金融業 　連結子会社の株式会社エーエムカードサービスが、百貨店のクレジットカー

ド業務の受託及びファイナンス事業を行っております。

 

その他の事業

　貨物運送取次業、ビル清掃及びメ

ンテナンス業

　連結子会社の株式会社彩美が、グループ内各社の貨物運送取次、ビル清掃及

びメンテナンスを請負っております。

 

　情報処理サービス業 　連結子会社の株式会社彩友計算センターが、グループ内各社の情報処理及び

システム開発を受託しております。

 

　保険代理業及び宣伝広告代理店業 　連結子会社のさいか屋マーケットプロモーション株式会社が、グループ内各

社の保険の契約、広告、宣伝、装飾業務及び用度品の納入を請負っております。

 

　その他 　非連結子会社の株式会社エフ・アンド・エス・ツーが衣料品・洋品・雑貨の

販売業、株式会社さいか屋友の会が前払式特定取引業、株式会社サンパール藤

沢がビル管理運営業を行っております。

　その他関係会社の雑賀屋不動産株式会社が株式会社さいか屋及びグループ各

社に対し土地、建物を賃貸しております。

　なお従来スーパーストアー業に区分しておりましたレンタルビデオショップ

部門を当中間連結会計期間より加えております。

㈱さいか屋（8254）平成 20 年２月期　決算短信

－ 6 －



事業系統図

１．当社グループの状況を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

 

(注）   連結子会社      非連結子会社      その他関係会社 

㈱さいか屋 

百貨店業 

百貨店店舗ビルの賃貸 

ビルの管理運営 

㈱彩賀開発 

百貨店業 

ビル管理運営業 

㈱サンパール藤沢 

連結財務諸表提出会社 

クレジット業務受託 

時計、宝石、貴金属製品類の納入 

㈱さいか屋友の会 

前払式特定取引業 

商品の納入 

㈱エーエムカードサービス 

金融業 

アルファトレンド㈱ 

百貨店業 

衣料品・洋品・雑貨販売業 

㈱エフ・アンド・エス・ツー 

買物券による取次業務 

貨物運送の取次業、ビル清掃及びメン
テナンス業務の受託 

雑賀屋不動産㈱ 

不動産賃貸業 

情報処理及びシステム開発の受託 

㈱彩美 

貨物運送取次業、ビル 
清掃及びメンテナンス業 

さいか屋マーケット 
プロモーション㈱ 

保険代理業・ 
宣伝広告代理店業 

情報処理サービス業 

㈱彩友計算センター 

保険の契約、広告･宣伝等の企画制作、
用度品の納入 

２．当社グループの概要は次のとおりであります。

［連結子会社］６社

㈱彩賀開発・・・・・・・・・・・・・・・・・百貨店業

さいか屋マーケットプロモーション㈱・・・・・保険代理業・宣伝広告代理店業

㈱エーエムカードサービス・・・・・・・・・・金融業

㈱彩美・・・・・・・・・・・・・・・・・・・貨物運送取次業、ビル清掃及びメンテナンス業

㈱彩友計算センター・・・・・・・・・・・・・情報処理サービス業

アルファトレンド㈱・・・・・・・・・・・・・百貨店業

［非連結子会社］３社

㈱エフ・アンド・エス・ツー・・・・・・・・・衣料品・洋品・雑貨販売業

㈱さいか屋友の会・・・・・・・・・・・・・・前払式特定取引業

㈱サンパール藤沢・・・・・・・・・・・・・・ビル管理運営業

［その他関係会社］１社

雑賀屋不動産㈱・・・・・・・・・・・・・・・不動産賃貸業
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３．経営方針
（１）会社の経営の基本方針

 平成19年2月期決算短信（平成19年4月13日開示）により開示を行った内容から重要な変更がありませんので、開

示を省略させて頂きます。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧頂けます。

 （当社ホームページ）

　　　http://www.saikaya.co.jp/kessan

　（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

　　　http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

（２）目標とする経営指標

・営業収益　　　　　　　　          72,500百万円

    ・営業利益　　　　　　　　　　　　　 1,100百万円

・経常利益　　　　　　　　　　     　  700百万円

・総資本経常利益率　　　　　 　       1.4 ％

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題

 平成19年2月期決算短信（平成19年4月13日開示）により開示を行った内容から重要な変更がありませんので、開

示を省略させて頂きます。

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧頂けます。

 （当社ホームページ）

　　　http://www.saikaya.co.jp/kessan

　（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

　　　http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

　（５）その他、会社の経営上の重要な事項

　　　　該当する事項はありません。
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４．連結財務諸表

連結貸借対照表

  
前連結会計年度
平成19年２月28日

当連結会計年度
平成20年２月29日

対前年比

 区分
注記
番号

金額（百万円） 
構成比
 (%)

金額（百万円） 
構成比
 (%)

増減
（百万円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 ※３  2,517   2,261  △256

２　受取手形及び売掛金   5,272   5,173  △98

３　たな卸資産   4,290   4,151  △139

４　繰延税金資産   256   368  112

５　その他   888   795  △92

６　貸倒引当金   △5   △3  1

　流動資産合計   13,219 24.9  12,746 24.7 △472

Ⅱ　固定資産

（1）有形固定資産 ※１

１　建物及び設備 ※３  14,766   14,340  △426

２　土地 ※３  12,168   12,165  △2

３　その他   179   135  △44

　有形固定資産合計   27,115 51.0  26,641 51.6 △473

（2）無形固定資産

１　のれん   25   5  △20

２　その他   38   37  0

　無形固定資産合計   64 0.1  43 0.1 △21

（3）投資その他の資産

１　投資有価証券
※２
※３ 

 4,322   3,433  △888

２　敷金・差入保証金 ※３  7,324   7,005  △319

３　繰延税金資産   862   1,357  494

４　その他   300   392  92

５　貸倒引当金   △89   △90  △1

　投資その他の資産合計   12,720 23.9  12,098 23.4 △622

　固定資産合計   39,900 75.0  38,782 75.1 △1,117

Ⅲ　繰延資産

１　社債発行費   66   81  15

　繰延資産合計   66 0.1  81 0.2 15

　　資産合計   53,185 100.0  51,611 100.0 △1,574
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前連結会計年度
平成19年２月28日

当連結会計年度
平成20年２月29日

対前年比

 区分
注記
番号

金額（百万円） 
構成比
 (%)

金額（百万円） 
構成比
 (%)

増減
（百万円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形及び買掛金   6,344   6,238  △105

２　１年以内償還の社債   2,289   2,896  606

３　短期借入金  ※３  10,144   11,171  1,027

４　未払法人税等   71   43  △28

５　賞与引当金   164   156  △7

６　商品券回収損引当金   ―   496  496

７　その他   3,743   3,650  △92

　流動負債合計   22,757 42.8  24,653 47.8 1,896

Ⅱ　固定負債

１　社債  ※３  5,701   5,765  64

２　長期借入金  ※３  12,548   11,345  △1,202

３　退職給付引当金   1,956   1,578  △378

４　役員退職慰労引当金   259   280  21

５　その他   1,497   1,204  △293

　固定負債合計   21,963 41.3  20,174 39.1 △1,789

　　負債合計   44,720 84.1  44,827 86.9 107

 （純資産の部）

 Ⅰ　株主資本

 　１　資本金   2,648 5.0  2,648 5.1 －

 　２　資本剰余金   2,008 3.8  2,008 3.9 －

 　３　利益剰余金   2,626 4.9  1,481 2.9 △1,144

 　４　自己株式   △27 △0.1  △32 △0.1 △4

 　　株主資本合計   7,255 13.6  6,105 11.8 △1,149

 Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券
評価差額金

  1,020 1.9  416 0.8 △603

 評価・換算差額等合計   1,020 1.9  416 0.8 △603

 Ⅲ　少数株主持分   189 0.4  260 0.5 71

 　　純資産合計   8,465 15.9  6,783 13.1 △1,682

 　　負債純資産合計   53,185 100.0  51,611 100.0 △1,574
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連結損益計算書

前連結会計年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

対前年比

区分 
注記番
号

金額（百万円）
百分比
 (%)

金額（百万円）
百分比
 (%)

増減 
 (百万円）

Ⅰ　売上高   75,208 100.0  72,766 100.0 △2,442

Ⅱ　売上原価   57,090 75.9  55,335 76.0 △1,755

売上総利益   18,117 24.1  17,430 24.0 △686

Ⅲ　販売費及び一般管理費    

  １　販売費  1,898  1,844   

  ２　給料手当  5,395  5,255   

　３　賞与引当金繰入額  164  156   

  ４　地代・家賃  2,620  2,550   

　５　貸倒引当金繰入額  27  49   

　６　その他  6,785 16,891 22.5 6,550 16,406 22.5 △485

　営業利益   1,225 1.6  1,024 1.5 △201

Ⅳ　営業外収益  

 　１　受取利息  127  120   

 　２　受取配当金  39  42   

 　３　売場改装受入金  223  154   

 　４　その他  98 489 0.7 150 468 0.6 △21

 Ⅴ　営業外費用  

　１　支払利息  745   758    

 　２　その他  196 941 1.3 115 873 1.2 △68

　経常利益   773 1.0  619 0.9 △154

Ⅵ　特別利益  

１　投資有価証券売却益  76   101    

２　固定資産売却益  ※２ － 76 0.1 2 104 0.1 27

Ⅶ　特別損失  

１　固定資産除却損  ※１ 160   117    

２　減損損失  ※３ －   1,136    

３　過年度商品券回収損
　　引当金繰入額　　

 －   508    

４　店舗閉鎖費用  141   －    

５　長期前払費用償却額  10   －    

６　投資有価証券評価損  5 317 0.4 － 1,761 2.4 1,444

　税金等調整前当期純利益
または当期純損失(△）

  532 0.7  △1,038 △1.4 △1,571

法人税、住民税及び事業税  100   54    

法人税等調整額  82 183 0.2 △192 △138 △0.2 △322

少数株主利益   66 0.1  71 0.1 4

　当期純利益または
　当期純損失（△）

  282 0.4  △971 △1.3 △1,253
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連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度（自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28日）

 (単位:百万円）

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28日　残高 2,648 2,008 2,517 △22 7,152

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △173  △173

当期純利益   282  282

自己株式の取得    △5 △5

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）      

連結会計年度中の変動額合計 － － 108 △5 103

平成19年2月28日　残高 2,648 2,008 2,626 △27 7,255

評価・換算
差額等

少数株主持分 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28日　残高 1,036 1,036 125 8,313

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当    △173

当期純利益    282

自己株式の取得    △5

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額） △16 △16 64 48

連結会計年度中の変動額合計 △16 △16 64 151

平成19年2月28日　残高 1,020 1,020 189 8,465
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当連結会計年度（自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29日）

 (単位:百万円）

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28日　残高 2,648 2,008 2,626 △27 7,255

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △173  △173

当期純損失   △971  △971

自己株式の取得    △4 △4

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）      

連結会計年度中の変動額合計   △1,144 △4 △1,149

平成20年2月29日　残高 2,648 2,008 1,481 △32 6,105

評価・換算
差額等

少数株主持分 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28日　残高 1,020 1,020 189 8,465

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当    △173

当期純損失    △971

自己株式の取得    △4

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額） △603 △603 71 △532

連結会計年度中の変動額合計 △603 △603 71 △1,681

平成20年2月29日　残高 416 416 260 6,783
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連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

対前年比

 区　　　分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

１　税金等調整前当期純利益(△損失）  532 △1,038  

２　減価償却費  1,528 1,699  

３　のれん償却額  20 20  

４　貸倒引当金の増減額（減少△）  △13 0  

５　賞与引当金の減少額  △9 △7  

６　退職給付引当金の減少額  △366 △378  

７　商品券回収損引当金の増加額　  － 496  

８　役員退職慰労引当金の増加額  22 21  

９　受取利息及び受取配当金  △167 △163  

10　支払利息  745 758  

11　投資有価証券売却益  △76 △101  

12　投資有価証券評価損  5 －  

13　固定資産売却益  － △2  

14　固定資産除却損  160 117  

15　減損損失  － 1,136  

16　売上債権の減少額  326 98  

17　たな卸資産の減少額  151 139  

18　仕入債務の減少額  △234 △105  

19　その他  △283 △235  

小計  2,342 2,454 112

20　利息及び配当金の受取額  167 163  

21　利息の支払額  △819 △757  

22　法人税等の支払額  △107 △77  

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,582 1,782 199
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前連結会計年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

対前年比

 区　　　分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１　定期預金の預入による支出  △166 △100  

２　定期預金の払戻による収入  110 130  

３　有形固定資産の取得による支出  △2,021 △2,487  

４　有形固定資産売却による収入  － 4  

５　投資有価証券の取得による支出  △90 △206  

６　投資有価証券の売却による収入  125 179  

７　貸付金の貸付による支出  △249 △220  

８　貸付金の回収による収入  266 250  

９　差入保証金の差入による支出  △380 △96  

10　差入保証金の返還による収入  448 415  

11　その他  △21 △0  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,980 △2,132 △151

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１　短期借入金の純増減額  △55 1,139  

２　長期借入による収入  5,300 4,963  

３　長期借入金の返済による支出  △6,026 △6,304  

４　社債の発行による収入  2,350 3,140  

５　社債の償還による支出  △1,539 △2,529  

６　親会社による配当金の支払額  △173 △174  

７　その他  △55 △11  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △200 223 424

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
(△減少）

 △598 △126 472

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  2,874 2,275 △598

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 2,275 2,149 △126
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度

 （自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28日)

当連結会計年度

 （自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29日)

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　６社

　連結子会社名は、株式会社彩賀開発、さいか屋

マーケットプロモーション株式会社、株式会社エー

エムカードサービス、株式会社彩美、株式会社彩

友計算センター、アルファトレンド株式会社であ

ります。

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　６社

　　同左

(2）非連結子会社の数　３社

　主要な非連結子会社は株式会社エフ・アンド・

エス・ツーであります。

(2）非連結子会社の数　３社

同左

 

(3）非連結子会社について連結の範囲から除いた理

由

　非連結子会社３社は小規模であり、総資産、売

上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため

であります。

(3）非連結子会社について連結の範囲から除いた理

由

同左

 

 

 

２．持分法の適用に関する事項

　持分法を適用していない非連結子会社３社は、そ

れぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外しております。

　適用外の非連結子会社の社名は、株式会社エフ・

アンド・エス・ツー、株式会社さいか屋友の会及び

株式会社サンパール藤沢であります。

２．持分法の適用に関する事項

同左

 

 

 

　３．連結子会社の事業年度に関する事項

　　連結子会社の決算日は２月末日であり、連結決算

日と同一であります。

　３．連結子会社の事業年度に関する事項

　　　　同左

 

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ）商品

　　売価還元法による原価法によっております。

(ロ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく時価法に

よっております。

なお、評価差額金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

しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法によっております。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ）商品

　　同左

(ロ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

時価のないもの

同左
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前連結会計年度

 （自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28日)

当連結会計年度

 （自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29日)

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ）有形固定資産

　　　　　定率法によっております。

ただし、横須賀店及び連結子会社所有のサ

ンパール藤沢ビル、洋光台の事務所及び店舗

の建物設備並びに平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備は除く）については

定額法を採用しております。

　なお、耐用年数及び残存価額については、

法人税法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ）有形固定資産

定率法によっております。

　ただし、横須賀店及び連結子会社所有のサンパー

ル藤沢ビル、洋光台の事務所及び店舗の建物設備

並びに平成10年４月１日以降取得した建物(建物附

属設備は除く)については定額法を採用しておりま

す。

　なお、耐用年数及び残存価額については、法人

税法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。

(ロ）無形固定資産

　　　　　定額法によっております。

ただし、ソフトウエア（自社利用分）につ

いては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用しております。

(ロ）無形固定資産

　　　　　　同左　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

(ハ）長期前払費用

　　　　　定額法によっております。

 

(ハ）長期前払費用

　　　　　　同左

(3）重要な繰延資産の処理方法

     社債発行費

　　　　　　３年間の均等償却によっております。

 

　　　　　　

 

(3）重要な繰延資産の処理方法

     社債発行費

　　　　　社債の償還までの期間にわたり、定額法によ

り償却しております。なお、会社法施行前に発

生した社債発行費につきましては、３年間で毎

期均等額を償却しております。 

(4）重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率による計算額を、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。

(ロ）賞与引当金

　　従業員の賞与の支給に充てるため引当てたも

ので、翌期の支給見込額のうち、当連結会計年

度が負担すべき額を計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

　　　　　　同左

 

 

 

 

(ロ）賞与引当金

　　　同左
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前連結会計年度

 （自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28日)

当連結会計年度

 （自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29日)

(ハ）退職給付引当金

　　従業員の退職給付に充てるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき当連結会計年度末において発生し

ていると認められる額を計上しております。

過去勤務債務については、発生年度に全額費

用処理することとしております。

なお、数理計算上の差異については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による按分額を翌連結会計年度よ

り費用処理することとしております。

(ハ）退職給付引当金

　同左

(ニ）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規

に基づく連結会計年度末要支給額を計上してお

ります。

(ニ）役員退職慰労引当金

　同左

 

 

（ホ） 　　　―――――― （ホ）商品券回収損引当金 

 　　商品券等が負債計上中止後に回収された場合

に発生する損失に備えるため、過去の実績に基

づく将来の回収見込額を計上しております。

(5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

(5）重要なリース取引の処理方法

　　同左

 

 

 

(6）重要なヘッジ会計の方法

(イ）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理の要件を

満たしているため、特例処理を採用しておりま

す。

(ロ）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）　　借入金の利息

(ハ）ヘッジ方針

　　　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金

利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識

別は個別契約毎に行っております。

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象及びヘッジ手段について、毎決算

期末（中間期末を含む）に個別取引毎のヘッジ

効果を検証しておりますが、ヘッジ対象の資産

または負債とヘッジ手段について、元本、利率、

期間等の重要な条件が同一である場合には、本

検証を省略することとしております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

(イ）ヘッジ会計の方法

　同左

 

 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

　同左

　

(ハ）ヘッジ方針

　　　同左

 

 

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

　同左

 

 

 

 

 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

(イ）消費税等の会計処理方法

　　　　　税抜き方式を採用しております。

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

(イ）消費税等の会計処理方法

　　　　　同左
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前連結会計年度

 （自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28日)

当連結会計年度

 （自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29日)

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時

価評価法によっております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　　　同左

 

６．のれんの償却に関する事項

　のれんの償却については、5年間の均等償却を行っ

ております。

　ただし、金額が少額の場合は、発生時の損益とし

て処理しております。

６．のれんの償却に関する事項

　　　同左

　

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない短期的な投資からなっております。

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲

　　　同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度

 （平成19年2月28日）

当連結会計年度

 （平成20年2月29日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 　　当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

　　準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会　平成14年8月9日））

及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会　平成15年10月31日　企業会計適用

指針第6号）を適用しております。

 　　これによる損益に与える影響はありません。

 

 ―――――――

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

 　　当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17

年12月9日　企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会　平成17年12月9日　企業会計基準適

用指針第8号）を適用しております。

 　　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

　8,275百万円であります。

 　　連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度に

おける連結貸借対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表規則により作成しております。

 

 ―――――――

 ―――――――  （商品券回収損引当金に関する会計基準）

 　　従来、未回収の商品券について、債務履行の可能性

を考慮して一定の期間が経過したときには、負債計上

を中止して、その発行価額を営業外収益に計上してま

いりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別

法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労金等に関

する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会　監査・

保証実務委員会報告第42号　平成19年4月13日）が公表

されたのを受け、当連結会計年度より、当該商品券が

負債計上中止後に回収された場合に発生する損失に備

えるため、過去に実績に基づく将来の回収見込額を引

当金として計上することといたしました。

　この結果、当期首時点で計上すべき過年度の引当金

繰入相当額508百万円を、特別損失として計上し、当連

結会計年度末要引当額との差額11百万円を営業外収益

として計上しております。

 　　これにより、経常利益は11百万円増加し、税金等調

整前当期純損失は496百万円増加しております。

 　　なお、この変更が当下期に行われたのは、当下期に

おいて合理的な見積り計算が可能になったことによる

ものであります。従って、当中間連結会計期間は従来

の方法によっており、変更後の方法によった場合と比

べ、当中間連結会計期間の経常利益は4百万円少なく、

税金等調整前中間純利益は503百万円多く計上されてお

ります。
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前連結会計年度

 （平成19年2月28日）

当連結会計年度

 （平成20年2月29日）

 ―――――――  （減価償却資産の償却方法に関する会計基準）

 　　当連結会計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　法律代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日政令代83号)）に伴い、平成19年４月１日以降

に取得した減価償却資産については、改正後の法人税

法に基づく方法に変更しております。

 　　これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ31百

万円減少し、税金等調整前当期純損失は、同額増加し

ております。

  　　また、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記

載しております。
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［注記事項］

１．連結貸借対照表関係

前連結会計年度

 （平成19年2月28日）

当連結会計年度

 （平成20年2月29日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は26,596百万円

であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は28,606百万円

であります。

※２　投資有価証券には、非連結子会社及び関連会社

の株式11百万円が含まれております。

※２　投資有価証券には、非連結子会社及び関連会社

の株式11百万円が含まれております。

※３　担保資産

　下記の資産は、銀行借入金及び社債に対し担保に

供しております。

定期預金 166百万円

建物及び設備 10,292百万円

土地 10,171百万円

投資有価証券 3,046百万円

差入保証金 800百万円

※３　担保資産

　下記の資産は、銀行借入金及び社債に対し担保に

供しております。

定期預金 66百万円

建物及び設備 9,002百万円

土地 10,171百万円

投資有価証券 1,649百万円

差入保証金 800百万円

 記

短期借入金 8,115百万円

長期借入金 11,351百万円

社債 800百万円

 記

短期借入金 8,702百万円

長期借入金 9,824百万円

社債 800百万円

 

 

２．連結損益計算書及び連結剰余金計算書関係

前連結会計年度

 （平成19年2月28日）

当連結会計年度

 （平成20年2月29日）

※１　固定資産除却損の主なものは、店舗改装に伴う

建物及び設備の除却であります。

 160百万円

※１　固定資産除却損の主なものは、店舗改装に伴う

建物及び設備の除却であります。

117百万円

 ※２　固定資産売却益は、車輌運搬具の売却によるも

のであります。

 

 　　　　　　　―――――― ※３　減損損失 

　当社グループは、収益性が著しく低下した資産グ

ループの帳簿価額を回収可能額まで減損し、当該減少

額を次のとおり特別損失に計上しております。

  場所  用途  種類 金額 

 静岡県 遊休資産等  土地 2百万円 

 栃木県  同上  同上 0百万円 

 神奈川県  店舗  建物及び設備 1,134百万円 

 回収可能額が正味売却価額の場合には、固定資産課

税標準額を基に合理的に算出した金額によっておりま

す。また、回収可能価額が使用価値の場合には将来

キャッシュ・フローを５％で割引いて算定しておりま

す。
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３．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3月1日　至　平成19年2月28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

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 29,056,002 ― ― 29,056,002

合　計 29,056,002 ― ― 29,056,002

自己株式

普通株式 58,751 14,796 ― 73,547

合　計 58,751 14,796 ― 73,547

　　　　(注)普通株式の自己株式の株式数の増加14,796株の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。

 

　　２．新株予約権等に関する事項

　　　該当事項はありません。

 

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
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年5月25日

定時株主総会
普通株式 173 6 平成18年2月28日 平成18年5月26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

　　　　　　　次の通り、決議を予定しております。

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

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24日

定時株主総会
普通株式 173 利益剰余金 6 平成19年2月28日 平成19年5月25日
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当連結会計年度（自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29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

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 29,056,002   29,056,002

合　計 29,056,002   29,056,002

自己株式

普通株式 73,547 13,951  87,498

合　計 73,547 13,951  87,498

　　　　(注)普通株式の自己株式の株式数の増加13,951株の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。

 

　　２．新株予約権等に関する事項

　　　該当事項はありません。

 

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
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年5月24日

定時株主総会
普通株式 173 6 平成19年2月28日 平成19年5月25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

　　　　　　　次の通り、決議を予定しております。

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年5月20日

定時株主総会
普通株式 173 利益剰余金 6 平成20年2月29日 平成20年5月21日

４．連結キャッシュ・フロー計算書関係

前連結会計年度

 （自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28日）

当連結会計年度

 （自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目との金額の関係

現金及び預金勘定 2,517百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金

△241百万円

現金及び現金同等物 2,275百万円

※　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との金額の関係

現金及び預金勘定 2,261百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金

△112百万円

現金及び現金同等物 2,149百万円
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税効果会計関係

前連結会計年度
（平成19年２月28日）

当連結会計年度
（平成20年２月29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

①　流動の部

（百万円）

（繰延税金資産）

未払事業所税 27

賞与引当金繰入限度超過額 67

ポイント券残高 39

未払事業税 20

その他 110

繰延税金資産合計 265

評価性引当金 △9

繰延税金資産合計 256

①　流動の部

（百万円）

（繰延税金資産）

未払事業所税 27

賞与引当金繰入限度超過額 65

ポイント券残高 38

商品券回収損引当金 202

その他 56

繰延税金資産合計 390

評価性引当金 △21

繰延税金資産合計 368

②　固定の部

（百万円）

（繰延税金資産）

固定資産等の未実現利益 401

退職給付引当金繰入超過額 795

役員退職慰労引当金 105

長期未払金税務否認額 369

商品評価減 0

税務上の繰越欠損金 484

その他 33

繰延税金資産合計 2,190

評価性引当金 △298

繰延税金資産合計 1,892

（繰延税金負債）

固定資産圧縮積立金 328

その他有価証券評価差額金 700

繰延税金負債合計 1,029

②　固定の部

（百万円）

（繰延税金資産）

固定資産等の未実現利益 401

退職給付引当金繰入超過額 637

役員退職慰労引当金 114

長期未払金税務否認額 257

減損損失 462

税務上の繰越欠損金 583

その他 46

繰延税金資産合計 2,503

評価性引当金 △543

繰延税金資産合計 1,959

（繰延税金負債）

固定資産圧縮積立金 316

その他有価証券評価差額金 286

繰延税金負債合計 602

繰延税金資産の純額 862 繰延税金資産の純額 1,357

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.0％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.1％

住民税均等割 1.7％

評価性引当金 △10.4％

その他 0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.5％

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.7％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.2％

住民税均等割 △0.9％

評価性引当金 △25.1％

その他 △0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 13.4％
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セグメント情報
　　（イ）　事業の種類別セグメント情報

 単位：百万円

前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

百貨店業
スーパー
ストアー業

金融
サービス業

運送業
及び清掃業

その他の
事業

計
消去

又は全社
連結

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

１　外部顧客に対する売

上高
73,482 1,099 102 487 35 75,208 － 75,208

２　セグメント間の内部

売上高又は振替高
62 61 495 800 377 1,798 (1,798) －

計 73,545 1,161 598 1,288 413 77,006 (1,798) 75,208

営業費用 72,548 1,147 500 1,210 362 75,769 (1,787) 73,982

営業利益 996 13 98 77 50 1,236 (10) 1,225

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出

資産 48,542 501 1,677 485 382 51,590 1,595 53,185

減価償却費 1,495 20 － 3 0 1,520 11 1,532

資本的支出 1,989 － － 3 － 1,992 0 1,992

　（注）１　事業区分は、日本標準産業分類によって小売業、金融・サービス業、運送業及び清掃業、その他事業に区分

し、更に小売業を百貨店業とスーパーストアー業に区分いたしました。

２　各事業の主要な内容

(1）百貨店業・・・・・・・・・・・衣料品、食料品、雑貨、身廻品、家庭用品等の販売及び店舗ビルの賃貸

(2）スーパーストアー業・・・・・・食料品、日用雑貨等の販売

(3）金融・サービス業・・・・・・・クレジット業務受託業、ファイナンス業

(4）運送業及び清掃業・・・・・・・貨物輸送取次業、ビル清掃及びメンテナンス業

(5）その他の事業・・・・・・・・・保険代理業及び宣伝広告代理店業、情報処理サービス業

 

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。

４　資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（定期預金）、

長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等です。

当連結会計年度　　3,591百万円
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当連結会計年度

(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 
百貨店業
(百万円)

金融業
(百万円)

その他の
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に

対する売上高
71,119 69 1,576 72,766 － 72,766

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
109 471 1,206 1,786 (1,786) －

計 71,229 540 2,783 74,552 (1,786) 72,766

営業費用 70,311 501 2,700 73,512 (1,770) 71,741

営業利益 917 39 82 1,040 （15) 1,024

Ⅱ．資産、減価償却費及び資

本的支出
      

資産 47,868 1,597 1,270 50,737 874 51,611

減価償却費 1,671 － 19 1,691 8 1,699

資本的支出 2,428 － 51 2,479 0 2,479

　(注) １　事業区分は、日本標準産業分類によって小売業、金融業、その他事業に区分しました。

２　各事業の主要な内容

(1）百貨店業・・・・・・・・・・・衣料品、食料品、雑貨、身廻品、家庭用品等の販売及び店舗ビルの賃貸

(2）金融業・・・・・・・・・・・・クレジット業務受託業、ファイナンス業

　(3）その他の事業・・・・・・・・・貨物運送取次業、ビル清掃及びメンテナンス業、保険代理業、宣伝広告

代理店業及び情報処理サービス業

３　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「スーパーストアー業」は、ザ・マーケット藤沢駅前店を平成

18年3月20日をもって閉店しており、スーパーマーケット店舗全ての営業を終了し、金額的重要性が乏しくなっ

たため、当連結会計年度より「その他の事業」に含めております。同様に金額的重要性が乏しくなった「運送

業及び清掃業」につきましても、当連結会計年度より「その他の事業」に含めております。

４　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。

５　会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度から固定資産の減価償却の方法を改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して、「百貨店業」の営業費用

は31百万円増加し営業利益は同額減少しております。

６　資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（定期預金）、長

期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等です。

当連結会計年度　　2,692百万円
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　なお、前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度におきかえて用いた事業区分に組み替えると次の通りで

あります。

 
前連結会計年度

(自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 
百貨店業
(百万円)

金融業
(百万円)

その他の
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に

対する売上高
73,482 102 1,623 75,208 － 75,208

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
62 495 1,237 1,795 (1,795) －

計 73,545 598 2,860 77,003 (1,795) 75,208

営業費用 72,548 500 2,718 75,767 (1,784) 73,982

営業利益 996 98 141 1,236 （10) 1,225

Ⅱ．資産、減価償却費及び資

本的支出
      

資産 48,542 1,677 1,369 51,590 1,595 53,185

減価償却費 1,495 － 25 1,520 11 1,532

資本的支出 1,989 － 3 1,992 0 1,992

 

　　　（ロ）　所在地別セグメント情報

　　　前連結会計年度（自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28日）及び当連結会計年度（自　平成19年3月1日 　   至

　平成20年2月29日）　

　在外子会社、在外支店がないため記載しておりません。

　　　（ハ)　海外売上高

　　　前連結会計年度（自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28日）及び当連結会計年度（自　平成19年3月1日    　至

　平成20年2月29日）　

　在外子会社、在外支店がないため記載しておりません。

開示の省略
 　退職給付、リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項につい

ては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。
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関連当事者との取引
　前連結会計年度　(自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28日）

　関連当事者との取引

　１．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
（百万円）

科　目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

その他
関係会社

雑賀屋
不動産㈱

神奈川
県横須
賀市

447
不動産
賃貸業

※１
 37.7

兼任5名
店舗用土
地、建物
の賃借

※２
 店舗用
土地、
建物の
賃借

954

差入
保証金

5,954

差入
敷金

303

　　(注)　上記金額には消費税は含まれておりません。

　　　　　※１　議決権の被所有割合を表示しております。

　　　　　取引条件及び取引条件の決定方法等

　　　　　※２　一般取引条件と同様に決定しております。

 

　当連結会計年度　(自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29日）

　関連当事者との取引

　１．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
（百万円）

科　目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

その他
関係会社

雑賀屋
不動産㈱

神奈川
県横須
賀市

447
不動産
賃貸業

※１
 37.7

兼任5名
店舗用土
地、建物
の賃借

※２
 店舗用
土地、
建物の
賃借

951 

差入
保証金

5,646 

差入
敷金

303 

　　(注)　上記金額には消費税は含まれておりません。

　　　　　※１　議決権の被所有割合を表示しております。

　　　　　取引条件及び取引条件の決定方法等

　　　　　※２　一般取引条件と同様に決定しております。

 

 

１株当たり情報

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 285円45銭

１株当たり当期純利益 9円73銭

１株当たり純資産額 225円16銭

１株当たり当期純損失 33円51銭

　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、潜在株式がないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純損失の算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純利益 282百万円

普通株式に係る当期純利益 282百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 －

普通株式の期中平均株式数 28,990千株

連結損益計算書上の当期純損失 971百万円

普通株式に係る当期純損失 971百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 － 

普通株式の期中平均株式数 28,975千株

 

重要な後発事象
前連結会計年度

 　　該当事項はありません。

当連結会計年度

 　　該当事項はありません。
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５．個別財務諸表

比較貸借対照表

前事業年度
（平成19年２月28日）

当事業年度
（平成20年２月29日）

 対前年比

 区　　分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（%）

金額（百万円）
構成比
（%）

増減
(百万円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金 ※２  2,182   1,981  △201

２　受取手形   3   6  2

３　売掛金 ※４  5,166   5,018  △148

４　商品   3,681   3,556  △124

５　貯蔵品   73   71  △2

６　前払費用   93   100  6

７　関係会社短期貸付金   2,601   1,938  △663

８　未収入金   434   375  △59

９　繰延税金資産   234   352  117

10　その他   91   92  0

11　貸倒引当金   △9   △4  5

　　流動資産合計   14,553 29.6  13,488 28.3 △1,065

Ⅱ　固定資産         

(1)　有形固定資産  ※１        

１　建物設備 ※２ 34,987   36,438    

　　減価償却累計額  24,197 10,789  26,196 10,241  △547

２　車両及び運搬具  15   15    

　　減価償却累計額  13 1  14 1  △0

３　器具及び備品  1,042   851    

　　減価償却累計額  885 157  735 115  △41

４　土地 ※２  4,522   4,519  △2

　有形固定資産合計   15,470 31.5  14,878 31.2 △591

(2)　無形固定資産         

　１　商標権   5   4  △0

　２　ソフトウエア   0   －  △0

　３　電話加入権   22   22  －

　４　電話施設利用権   1   1  △0

　　無形固定資産合計   29 0.1  28 0.1 0

(3)　投資その他の資産         

１　長期定期預金   －   100  100

２　投資有価証券 ※２  3,376   2,481  △895

３　関係会社株式   705   705  －

４　関係会社長期貸付金   5,193   5,913  720

５　退職給与引当特定資
産

  60   60  －
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前事業年度
（平成19年２月28日）

当事業年度
（平成20年２月29日）

 対前年比

 区　　分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（%）

金額（百万円）
構成比
（%）

増減
(百万円）

６　敷金 ※４  887   887  －

７　差入保証金
※２
※４ 

 8,295   7,986  △308

８　破産債権、更生債権
その他これらに準ず
る債権

  94   88  △5

９　長期前払費用   43   46  2

10　繰延税金資産   387   892  504

11　長期未収入金   －   13  13

12　貸倒引当金   △41   △44  △2

投資その他の資産合計   19,003 38.7  19,132 40.2 129

固定資産合計   34,503 70.3  34,040 71.5 △463

Ⅲ　繰延資産         

　　社債発行費   65   81  15

　繰延資産合計   65 0.1  81 0.2 15

　　資産合計   49,123 100.0  47,610 100.0 △1,513

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形   294   89  △204

２　買掛金   5,765   5,873  108

３　１年以内償還の社債   2,280   2,890  610

４　短期借入金 ※２  3,490   4,644  1,154

５　１年以内に返済期限の
到来する長期借入金

※２  5,385   5,286  △98

６　未払金   347   313  33

７　未払法人税等   30   25  △4

８　未払消費税等   18   17  △1

９　未払費用   700   576  △124

10　商品券   1,958   1,895  △62

11　預り金   330   331  0

12　賞与引当金   130   124  △5

13　従業員預り金   218   173  △44

14　商品券回収損引当金   －   496  496

15　その他   112   138  25

　流動負債合計   21,062 42.9  22,877 48.1 1,815

Ⅱ　固定負債         

１　社債 ※２  5,695   5,765  70

２　長期借入金 ※２  10,386   9,527  △859

３　長期未払金   666   406  △259

４　退職給付引当金   1,824   1,467  △357

５　役員退職慰労引当金   259   280  21

６　預り敷金   466   470  3

７　預り保証金   323   287  △36

　固定負債合計   19,621 39.9  18,204 38.2 △1,417

　　負債合計   40,684 82.8  41,082 86.3 398
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前事業年度
（平成19年２月28日）

当事業年度
（平成20年２月29日）

 対前年比

 区　　分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（%）

金額（百万円）
構成比
（%）

増減
(百万円）

 (純資産の部）  

 Ⅰ　株主資本  

 　１　資本金  ※３ 2,648 5.4 2,648 5.5 0

 　２　資本剰余金  

 　(1)　資本準備金  700 700

 　(2)　その他資本剰余金  1,281 1,281

 　　資本剰余金合計  1,981 4.0 1,981 4.2 0

 　３　利益剰余金  

 　(1)　その他利益剰余金  

 　　　　固定資産圧縮積立
金

 463 445

 　　　　別途積立金  1,700 1,700

 　　　　繰越利益剰余金  653 △631

 　　利益剰余金合計  2,817 5.7 1,513 3.2 △1,303

 　４　自己株式  ※６ △27 △0.0 △32 △0.1 △4

 　　株主資本合計  7,420 15.1 6,111 12.8 △1,308

 Ⅱ　評価・換算差額等  

 　　　その他有価証券評価
差額金

 1,019 2.1 416 0.9 △602

 　　評価・換算差額等合計  1,019 2.1 416 0.9 △602

 　　純資産合計  8,439 17.2 6,528 13.7 △1,911

 負債純資産合計  49,123 100.0 47,610 100.0 △1,513

㈱さいか屋（8254）平成 20 年２月期　決算短信

－ 32 －



比較損益計算書

前事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当事業年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

対前年比

 区分
 注記
 番号

金額（百万円）
百分比
(%)

金額（百万円）
百分比
(%)

増減 
 (百万円）

Ⅰ　売上高         

(1)　商品売上高  72,145   69,792    

(2)　テナント及び手数料収入  1,373   1,355    

　売上高計   73,519 100.0  71,148 100.0 △2,371

Ⅱ　売上原価         

(1)　商品売上原価  55,761   53,990    

(2)　テナント収入原価  452   429    

　売上原価計   56,214 76.5  54,420 76.5 △1,794

　売上総利益   17,304 23.5  16,727 23.5 △577

Ⅲ　販売費及び一般管理費   16,684 22.7  16,220 22.8 △463

　　営業利益   620 0.8  506 0.7 △113

Ⅳ　営業外収益  ※１        

１　受取利息  287   299    

２　受取配当金  29   33    

３　売場改装受入金  223   154    

４　商品券等整理益  65   65    

５　雑収入  35 641 0.9 55 608 0.9 △32

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  531   495    

２　社債利息  132   182    

３　雑損失  148 812 1.1 113 790 1.1 △21

　　経常利益   449 0.6  325 0.5 △124

Ⅵ　特別利益         

１　貸倒引当金戻入益  6   3    

２　投資有価証券売却益  53 59 0.1 101 104 0.1 45

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※２ 155   117    

２　店舗閉鎖費用 ※３ 43  －   

３　投資有価証券評価損 ※４ 5  －   

４　減損損失 ※５ －  1,136   

５　過年度商品券回収損引当金
繰入額

 － 204 0.3 508 1,761 2.5 △1,557

　税引前当期純利益　　　　　
　　　　　　　　（△純損失）

  304 0.4  △1,331 △1.9 △1,636

　法人税、住民税及び事業税  7   7    

　法人税等調整額  133 140 0.2 △208 △201 △0.3 △341

　当期純利益（△純損失）   164 0.2  △1,129 △1.6 △1,294
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株主資本等変動計算書
前事業年度（自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28日）　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

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
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

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

平成18年2月28日　残高 2,648 700 1,281 1,981 549 1,700 578 2,827 △22 7,434

事業年度中の変動額

剰余金の配当    －   △173 △173  △173

固定資産圧縮積立金の取崩    － △85  85 －  －

当期純利益    －   164 164  164

自己株式の取得    －    － △5 △5

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

   －    －  －

事業年度中の変動額合計 － － － － △85 － 75 △9 △5 △14

平成19年2月28日　残高 2,648 700 1,281 1,981 463 1,700 653 2,817 △27 7,420

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28日　残高 1,025 1,025 8,459

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △173

固定資産圧縮積立金の取崩   －

当期純利益   164

自己株式の取得   △5

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△5 △5 △5

事業年度中の変動額合計 △5 △5 △20

平成19年2月28日　残高 1,019 1,019 8,439
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当事業年度（自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29日）　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

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
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

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

平成19年2月28日　残高 2,648 700 1,281 1,981 463 1,700 653 2,817 △27 7,420

事業年度中の変動額

剰余金の配当    －   △173 △173  △173

固定資産圧縮積立金の取崩    － △18  18 －  －

当期純損失    －   △1,129 △1,129  △1,129

自己株式の取得    －     △4 △4

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

   －       

事業年度中の変動額合計 － － － － △18 － △1,285 △1,303 △4 △1,308

平成20年2月29日　残高 2,648 700 1,281 1,981 445 1,700 △631 1,513 △32 6,111

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28日　残高 1,019 1,019 8,439

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △173

固定資産圧縮積立金の取崩   －

当期純損失   △1,129

自己株式の取得   △4

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△602 △602 △602

事業年度中の変動額合計 △602 △602 △1,911

平成20年2月29日　残高 416 416 6,528
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財務諸表作成の基本となる重要な事項

前事業年度 

（自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28日）

当事業年度 

（自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29日）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額金は、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）によっておりま

す。

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社及び関連会社株式

　　　　　同左

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　同左　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

時価のないもの

　移動平均法による原価法によっております。

時価のないもの

　　　　　同左

 

(2）たな卸資産

商品　売価還元法による原価法によっておりま　

　す。

貯蔵品　最終仕入原価による原価法によっており

ます。

(2）たな卸資産

商品　　　同左

 

貯蔵品　　同左

 

(3）デリバティブの評価基準

　　時価法によっております。

(3）デリバティブの評価基準

　　　　　　　同左

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　　　定率法によっております。

　ただし、横須賀店の建物設備及び平成10年４

月１日以降取得した建物（建物附属設備は除

く）については定額法によっております。

　なお、耐用年数及び残存価額については、法

人税法に規定する方法と同一の基準によってお

ります。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法によっております。

　ただし、横須賀店及び連結子会社所有のサンパー

ル藤沢ビル、洋光台の事務所及び店舗の建物設備

並びに平成10年４月１日以降取得した建物(建物附

属設備は除く)については定額法を採用しておりま

す。

　なお、耐用年数及び残存価額については、法人

税法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。

(2）無形固定資産

　　　　自社利用のソフトウエアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。なお、償却年数については、

法人税法に規定する方法と同一の基準によって

おります。

(2）無形固定資産

　　　　　　　　同左

 

 

 

 

(3）長期前払費用

　　　　定額法によっております。

(3）長期前払費用

　　　　　　　　同左
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前事業年度 

（自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28日）

当事業年度 

（自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29日）

３．繰延資産の処理方法

(1）社債発行費

　　３年間の均等償却によっております。

３．繰延資産の処理方法

(1）社債発行費

　　　　　社債の償還までの期間にわたり、定額法によ

り償却しております。なお、会社法施行前に発

生した社債発行費につきましては、３年間で毎

期均等額を償却しております。 

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率による計算額を、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。

(2）賞与引当金

　　　　従業員の賞与の支給に充てるため引当てたも

ので、翌期の支給見込額のうち、当期が負担す

べき額を計上しております。

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　　　同左

 

 

 

 

(2）賞与引当金

　　　同左

 

 

(3）退職給付引当金

　　　　従業員の退職給付に充てるため、当期末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き当期において発生していると認められる額を

計上しております。

　過去勤務債務については、発生年度に全額を

費用処理することとしております。

　なお、数理計算上の差異については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による按分額を翌期より費用処理

することとしております。

(3）退職給付引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　　　　役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規

に基づく期末要支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

 　　同左

(5）　　　　　　―――――― (5)商品券回収損引当金 

 　商品券等が負債計上中止後に回収された場合に

発生する損失に備えるため、過去に実績に基づ

く将来の回収見込額を計上しております。

５．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。

５．リース取引の処理方法

　　　同左
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前事業年度 

（自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28日）

当事業年度 

（自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29日）

６．重要なヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　　　　金利スワップについては、特例処理の要件を

満たしておりますので、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

ヘッジ手段　　金利スワップ

ヘッジ対象　　借入金の利息

(3）ヘッジ方針

　　　　　借入金の金利変動リスクを回避する目的で

金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象

の識別は個別契約毎に行っております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象及びヘッジ手段について、毎決

算期末（中間期末を含む）に個別取引毎のヘッ

ジ効果を検証しておりますが、ヘッジ対象の

資産又は負債とヘッジ手段について、元本、

利率、期間等の重要な条件が同一である場合

には、本検証を省略することとしております。

６．重要なヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　　　同左

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　同左

 

(3）ヘッジ方針

　　　　同左

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

 

 

 

 

 

７．その他財務諸表作成のための重要な事項

(1）消費税等の会計処理方法

　税抜方式を採用しております。

７．その他財務諸表作成のための重要な事項

(1）消費税等の会計処理方法

同左
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財務諸表作成のための基本となる事項の変更

前事業年度 当事業年度

 （自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28日）  （自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 　　当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会　平成14年8月9日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指

針第6号）を適用しております。

 　　これによ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等）

 　　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12

月9日　企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会　平成17年12月9日　企業会計基準適用

指針第8号）を適用しております。

 　　これによる損益に与える影響はありません。

 　　なお、従来の「資本の部」の合計額に相当する金額

は8,439百万円であります。

 　　財務諸表等規則の改正により、当事業年度における

財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成して

おります。

 

                   　――――――

          　　　　　――――――  (商品券回収損引当金に関する会計基準)

 　　従来、未回収の商品券について、債務履行の可能性

を考慮して一定の期間が経過したときには、負債計上

を中止して、その発行価額を営業外収益に計上してま

いりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別

法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労金等に関

する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会　監査・

保証実務委員会報告第42号　平成19年4月13日）が公表

されたのを受け、当事業年度より、当該商品券が負債

計上中止後に回収された場合に発生する損失に備える

ため、過去に実績に基づく将来の回収見込額を引当金

として計上することといたしました。

　この結果、当期首時点で計上すべき過年度の引当金

繰入相当額508百万円を、特別損失として計上し、当事

業年度末要引当額との差額11百万円を営業外収益とし

て計上しております。

 　　これにより、経常利益は11百万円増加し、税引前当

期純損失は496百万円増加しております。

  　　なお、この変更が当下期に行われたのは、当下期に

おいて合理的な見積り計算が可能になったことによる

ものであります。従って、当中間会計期間は従来の方

法によっており、変更後の方法によった場合と比べ、

当中間会計期間の経常利益は4百万円少なく、税引前中

間純利益は503百万円多く計上されております。
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前事業年度 当事業年度

 （自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28日）  （自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29日）

 　　　　　　　　　　――――――  （減価償却資産の償却方法に関する会計基準）

 　　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　法律代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日政令代83号)）に伴い、平成19年４月１日以降に

取得した減価償却資産については、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。

 　　これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ30百

万円減少し、税引前当期純損失は、同額増加しており

ます。
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注記事項

１．貸借対照表関係

前事業年度
（平成19年２月28日）

当事業年度
（平成20年２月29日）

※１　有形固定資産減価償却累計額は25,097百万円であり

ます。

※１　有形固定資産減価償却累計額は26,945百万円であり

ます。

※２　次のものは下記の担保に供しております。

定期預金 166百万円

 建物設備  6,422百万円

 土地  3,761百万円

 投資有価証券  3,046百万円

 差入保証金  800百万円

 (記）  

 短期借入金  3,490百万円

 １年以内に期限の到来す

る長期借入金
 5,385百万円

 長期借入金  10,386百万円

 社債  800百万円

　　　　上記資産の他、連結子会社における下記の資産が

担保に供しております。

建物設備 3,466百万円

 土地  5,793百万円

※２　次のものは下記の担保に供しております。

定期預金 66百万円

 建物設備 5,042百万円

 土地 3,761百万円

 投資有価証券 1,649百万円

 差入保証金 800百万円

 (記）  

 短期借入金 3,844百万円

 １年以内に期限の到来す

る長期借入金
4,548百万円

 長期借入金 8,019百万円

 社債 800百万円

　　　　上記資産の他、連結子会社における下記の資産が

担保に供しております。

建物設備 3,567百万円

 土地 5,793百万円

※３　発行する株式及び発行済株式数の総数

 　　　授権株数(普通株式)　　　　　　　　60,000千株

 　　　　ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた

場合には、会社が発行する株式について、これに相

当する株式数を減ずることとなっております。

 　　　発行済株式数(普通株式）　　 　　　29,056千株

※３　発行する株式及び発行済株式数の総数

 　　　授権株数(普通株式)　　　　　　　　　60,000千株

 　　　　同左

 

 

 

 　　　発行済株式数(普通株式）　　 　　　　29,056千株

 ※４　関係会社に対する資産及び負債(区分掲記したもの

を除く）

売掛金 1,069百万円

敷金  588百万円

差入保証金 7,738百万円 

 ※４　関係会社に対する資産及び負債(区分掲記したもの

を除く）

売掛金 967百万円

敷金 588百万円

差入保証金 7,430百万円 

　５　偶発債務

 　　　下記の会社の銀行借入金に対して次の通り保証を

行っております。

㈱彩賀開発 2,425百万円

㈱エーエムカードサービス  300百万円

㈱彩美 300百万円 

アルファトレンド㈱ 245百万円 

㈱彩友計算センター 2百万円 

　５　偶発債務

 　　　下記の会社の銀行借入金に対して次の通り保証を

行っております。

㈱彩賀開発 2,115百万円

㈱エーエムカードサービス 300百万円

㈱彩美 300百万円 

アルファトレンド㈱ 220百万円 

※６　会社が保有する自己株式の数

 　　　普通株式　　　　　　　　　　　　　　73,547株

※６　会社が保有する自己株式の数

 　　　普通株式　　　　　　　　　　　　　87,498株
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２．損益計算書関係

前事業年度 

 (自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28日）

当事業年度

 (自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29日）

※１　関係会社に対する収益及び費用 ※１　関係会社に対する収益及び費用 

　　　営業外収益

受取利息 159百万円

受取配当  0百万円

計  159百万円

　　　営業外収益

受取利息 176百万円

受取配当 0 百万円

計 176百万円

※２　固定資産除却損は、店舗改装に伴う建物・設備及

び器具備品の除却であります。

155百万円

※２　固定資産除却損は、店舗改装に伴う建物・設備及

び器具備品の除却であります。

117百万円

※３　店舗閉鎖費用は、ザ・マーケット藤沢駅前店閉鎖

に伴う費用であります。

43百万円

 ※３　　　　　　　　―――――――

※４　投資有価証券評価損は、アリス・ヴィラ㈱株式の評

価減であります。

5百万円

 ※４　　　　　　　　―――――――

※５　　 　　　　　――――――― ※５　減損損失 

　当社は、収益性が著しく低下した資産グループの帳簿

価額を回収可能額まで減損し、当該減少額を次のとおり

特別損失に計上しております。

  場所  用途  種類 金額 

 静岡県 遊休資産等  土地 2百万円 

 栃木県  同上  同上 0百万円 

 神奈川県  店舗  建物及び設備 1,134百万円 

 回収可能額が正味売却価額の場合には、固定資産課

税標準額を基に合理的に算出した金額によっておりま

す。また、回収可能価額が使用価値の場合には将来

キャッシュ・フローを５％で割引いて算定しておりま

す。

３．株主資本等変動計算書関係
前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

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（株）

当事業年度
増加株式（株）

当事業年度
減少株式（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 58,751 14,796 － 73,547

合計 58,751 14,796 － 73,547

　　　　(注)普通株式の自己株式の株式数の増加14,796株の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。

 

当事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

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（株）

当事業年度
増加株式（株）

当事業年度
減少株式（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 73,547 13,951 － 87,498

合計 73,547 13,951 － 87,498

　　　　(注)普通株式の自己株式の株式数の増加13,951株の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。
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税効果会計関係

前事業年度
（平成19年２月28日）

当事業年度
（平成20年２月29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

①　流動の部  

 （百万円）

（繰延税金資産）  

未払賞与・法定福利費 71

賞与引当金繰入限度超過額 53

ポイント券残高 39

その他 99

　繰延税金資産合計 234

  

  

  

②　固定の部  

 （百万円）

（繰延税金資産）  

退職給付引当金繰入超過額 742

役員退職慰労引当金 105

長期未払金税務否認額 369

その他 199

繰延税金資産合計 1,418

評価性引当金 △2

　繰延税金資産合計 1,416

（繰延税金負債）  

固定資産圧縮積立金 328

その他有価証券評価差額金 699

　繰延税金負債合計 1,028

①　流動の部  

 （百万円）

（繰延税金資産）  

未払賞与・法定福利費 28

賞与引当金繰入限度超過額 50

ポイント券残高 38

 商品券回収損引当金 202

その他 43

　繰延税金資産合計 364

 評価性引当金 △12

 　繰延税金資産合計 352

②　固定の部  

 （百万円）

（繰延税金資産）  

退職給付引当金繰入超過額 597

役員退職慰労引当金 114

長期未払金税務否認額 257

減損損失 462

その他 380

　繰延税金資産合計 1,811

評価性引当金 △317

繰延税金資産合計 1,494

（繰延税金負債）  

固定資産圧縮積立金 316

その他有価証券評価差額金 286

　繰延税金負債合計 602

繰延税金資産の純額 387 繰延税金資産の純額 892

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.0％

住民税均等割 2.3％

前期修正申告により参入された項目 △0.7％

評価性引当金 0.7％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.0％

法定実効税率 40.7％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.5％

住民税均等割 △0.5％

評価性引当金 △24.6％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 15.2％
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開示の省略
 　リース取引、有価証券に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、

開示を省略しております。

 

 

１株当たり情報

前事業年度
（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

当事業年度
（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 291円19銭

１株当たり当期純利益 5円67銭

１株当たり純資産額 225円35銭

１株当たり当期純損失 39円00銭

　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、潜在株式がないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純損失の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益 164百万円

普通株式に係る当期純利益 164百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 －

普通株式の期中平均株式数 28,990千株

損益計算書上の当期純損失 1,129百万円

普通株式に係る当期純損失 1,129百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 －

普通株式の期中平均株式数 28,975千株

重要な後発事象
前事業年度

　該当事項はありません。

当事業年度

　該当事項はありません。
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６．その他

連結売上高の内訳

 

前連結会計年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

前年増減対比

売上高
（百万円）

構成比
（％）

売上高
（百万円）

構成比
（％）

前年増減額
（百万円）

前年対比
（％）

㈱さいか屋  73,519 93.0  71,148 92.9 △2,371 96.8

㈱彩賀開発 注１ 678 0.9  688 0.9 10 101.5

㈱エーエムカードサービス  598 0.8  540 0.7 △57 90.4

㈱彩美 注２ 2,449 3.1  2,391 3.1 △57 97.6

さいか屋マーケットプロモーション㈱  119 0.1  104 0.1 △15 87.1

㈱彩友計算センター  294 0.4  290 0.4 △4 98.6

アルファトレンド㈱  1,365 1.7  1,412 1.9 46 103.4

小計  79,025 100.0  76,575 100.0 △2,449 96.9

内部売上高の消去  △3,817 －  △3,809 － 7 －

合計  75,208 －  72,766 － △2,442 96.8

店別売上高（単体）

 

前事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当事業年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

前年増減対比

売上高
（百万円）

構成比
（％）

売上高
（百万円）

構成比
（％）

前年増減額
（百万円）

前年対比
（％）

川崎店 21,510 29.8 20,141 28.8 △1,368 93.6

横須賀店 24,307 33.7 23,520 33.7 △786 96.8

藤沢店 24,332 33.7 23,982 34.4 △349 98.6

藤沢マーケット店 64 0.1 － － △64 －

町田ジョルナ 1,643 2.3 1,876 2.7 233 114.2

不動産事業部 287 0.4 269 0.4 △18 93.7

小計 72,145 100.0 69,792 100.0 △2,353 96.7

テナント及び手数料収入 1,373 － 1,355 － △17 98.7

合計 73,519 － 71,148 － △2,371 96.8
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商品別売上高（単体）

 

前事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当事業年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

前年増減対比

売上高
（百万円）

構成比
（％）

売上高
（百万円）

構成比
（％）

前年増減額
（百万円）

前年対比
（％）

衣料品 24,955 34.6 23,763 34.0 △1,191 95.2

身廻品 5,850 8.1 5,641 8.1 △208 96.4

雑貨 10,791 15.0 10,804 15.5 13 100.1

家庭用品 3,662 5.1 3,414 4.9 △248 93.2

食料品 21,333 29.6 20,303 29.1 △1,029 95.2

食堂・喫茶 2,279 3.2 2,350 3.4 70 103.1

その他 3,273 4.4 3,513 5.0 240 107.4

合計 72,145 100.0 69,792 100.0 △2,353 96.7

     

外商扱高 23,113 32.0 22,727 32.6
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役員の異動
 

平成20年5月20日付

 

１．新任取締役および監査役候補者 〔 現　　　職 〕

  

 取　　締　　役 木　村　　　信  （  本 社 経 営 企 画 室 長  ） 

   

 取　　締　　役 北　島　良　一  （　 川　 崎　 店　 店　 長  ） 

   

 取　　締　　役 桐　敷　　　浩  （ 　藤　沢　店　副　店　長　） 

   

 監　　査　　役 植　田　貞　雄  （ 川 崎 店 店 長 室 付 部 長 ） 

   

 監　　査　　役 白　井　宏　光  （ 株 式 会 社 彩 美 取 締 役 ） 

２．退任予定取締役および監査役 〔 現　　　職 〕

  
 専 務 取 締 役  　 右　澤　信　一  

   

 取　　締　　役  　 岡　田　一　成  （本社経理部長兼内部統制担当）

   

 取　　締　　役  　 松　本　恒　夫  

   

 常 勤 監 査 役  　 二　見　　　曉  

   

 監　　査　　役  　 和泉澤　養　平  
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