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（百万円未満切捨て） 
１．平成20年２月中間期の連結業績（平成19年９月１日～平成20年２月29日） 
（１）連結経営成績                      （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益
 
20年2月中間期 
19年2月中間期 

百万円   ％
12,855（△14.0）
14,941 （12.4）

百万円   ％
1,169（△11.1）
1,315（△19.4）

百万円   ％ 
997（△28.7） 

1,400（△23.9） 

百万円   ％
330（△56.5）
758（△28.0）

19年8月期 27,666     1,708     1,765      829     

 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株
当たり中間（当期）
純利益 

 
20年2月中間期 
19年2月中間期 

円 銭
32  20
76  39

円 銭
―  ―
―  ―

19年8月期 82  21 ―  ―

(参考) 持分法投資損益 20年2月中間期  ―百万円  19年2月中間期  ―百万円 19年8月期  ―百万円         
 
（２）連結財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産
 
20年2月中間期 
19年2月中間期 

百万円 
24,440 
24,540 

百万円
14,051
13,779

％ 
57.5 
56.2 

円 銭
1,369  69
1,343  23

19年8月期 24,052 13,848 57.6 1,349  98

(参考) 自己資本 20年2月中間期  14,051百万円  19年2月中間期 13,779百万円  19年8月期 13,848百万円 
 
（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月中間期 
19年2月中間期 

百万円 
341 
△878 

百万円
23

△1,074

百万円 
△1,470 
1,044 

百万円
3,486
2,419

19年8月期 667 △1,824 2,374 4,590

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金  

(基準日) 中間期末 期 末 年 間 

 
19年8月期 

円 銭 
― 

円 銭
12 50 

円 銭
12 50 

20年8月期 ― 

 

20年8月期（予想）  12 50 
12 50 

 

 
３．平成20年8月期の連結業績予想（平成19年９月１日～平成20年８月31日） 

（％表示は対前期増減率） 
 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

通  期 25,126（△9.2） 1,652（△3.3） 1,400（△20.7） 379（△54.3） 36  94
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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）中間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（中間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、23ページ「中間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月中間期  10,260,500株 19年2月中間期  10,260,500株 19年8月期  10,260,500株 

② 期末自己株式数  
20年2月中間期        1,900株 19年2月中間期       1,900株 19年8月期        1,900株 

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31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月中間期の個別業績（平成19年9月1日～平成20年2月29日） 
（１）個別経営成績                        （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 
20年2月中間期 
19年2月中間期 

  百万円  ％ 
12,430（△14.5） 
14,545 （12.6） 

百万円   ％
1,069 （△8.0）
1,163（△18.0）

百万円   ％ 
1,017（△10.6） 
1,138（△21.5） 

百万円   ％
452（△25.1）
603（△21.9）

19年8月期 27,031      1,586     1,524      700     

 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
 
20年2月中間期 
19年2月中間期 

円  銭 
44  10 
60  83 

19年8月期 69  42 

 
（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月中間期 
19年2月中間期 

百万円 
22,798 
22,686 

百万円
13,088
12,667

％ 
57.4 
55.8 

円 銭
1,275  83
1,234  82

19年8月期 22,194 12,764 57.5 1,244  24

 (参考)  自己資本   20年2月中間期  13,088百万円   19年2月中間期  12,667百万円   19年8月期  12,764百万円 
 
 
２．平成20年8月期の個別業績予想（平成19年9月1日～平成20年8月31日） 

（％表示は対前期増減率） 
 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

通  期 24,312（△10.1） 1,535（△3.2） 1,438（△5.6） 595（△15.0） 58  00

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
１．上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 

実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮
定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料の 3ページをご参照してくだ
さい。 

２．通期の連結業績予想に関する事項につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値
を減額修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、平成 20 年４月４日公表の「平
成 20 年８月期中間（連結・個別）及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」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経営成績 

    当中間連結会計期間（平成19年９月１日から平成20年２月29日）におけるわが国経済は、製造業を

中心として輸出の増加を背景に、設備投資の増加や雇用環境の改善などがみられ、堅調に推移してま

いりました。しかしながら、年明けからは、サブプライム住宅ローン問題を背景とするアメリカ経済

の減速や、株式・為替市場の大幅な変動、原油価格の高騰等から、景気の下振りリスクが高まってお

り個人消費も横ばいが続いている状況であります。 

    このような環境下、当社グループは従来からの課題でありました既存店売上の回復に向けての施策

を打ってまいりました。前年度後期より行っている大幅な商品構成の見直し（ブルドッグらしい「か

わいい・おしゃれ・おもしろい」をコンセプトにした商品への入替）を続けてまいりました。しかし

ながら、326店舗の商品を入れ替えるのに、当初計画した時間より多くの日数が掛かってしまいました。

ようやくこの中間期末時点で、本来意図する商品の在庫内容になりつつあるという状況です。未だ当

社グループの計画する売上高に達しておりませんが、この施策を100％実施することで、品揃えの独立

性を確立し、業態としての競争力を高め、売上高の回復ができるものと考えております。 

    経費面では前年同期に対し小売部門で870万円の削減（直営店舗数・前中間期末は312店、当中間期

末は326店）をいたしました。店舗の増減については、不採算店舗の閉鎖（8店舗）を行い、新規に3

店舗の出店をいたしました。 

    これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は12,855百万円となり、営業利益は1,169百万円となり

ました。経常利益につきましては、急激な円高によりデリバティブ契約による評価損を含む為替差損

114百万円を計上し、結果997百万円となりました。特別損失では会計基準の見直しによる役員退職慰

労引当金（過年度分）の計上を93百万円、減損損失66百万円（下期閉店予定店舗の除却損27百万円を

含む）、店舗の閉鎖による固定資産除却損22百万円等を計上し、中間純利益は330百万円となりました。 

    

部門及び主要品目別販売実績 

 

  ②通期見通し 

    小売に係わる景況感は著しい回復は望めず、また、米国経済の後退懸念から製造業を中心に雇用環

境や賃金体系の引き締めが予測されます。当社グループは適時適量の商品を店頭に流通させることを

念頭に、コンセプトに合致した商品の発掘、または自社商品開発を進めてまいります。チェーン展開

する店舗のローコストオペレーションについては、これまでの削減効果を維持しつつ、サービス内容

の向上に着手してまいります。 

不採算店舗のリストラは今後も引き続き行ってまいります。市場環境の将来性や、収益性はもちろ

んキャッシュ・フローでの貢献を加味し、リストラを進めてまいりたいと考えております。 

当期の見通しにつきましては、売上高は25,126百万円、営業利益1,652百万円、経常利益1,400百万

円、当期純利益379百万円を見込んでおります。 

 

 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年９月１日
至 平成19年2月28日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年９月１日
至 平成20年2月29日）

増減 
区分 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 
前年同期比
（％） 

ファッション雑貨類 5,277 4,631 △645 87.8 

インテリア雑貨類 1,358 1,230 △127 90.6 

生活家庭雑貨類 1,779 1,581 △198 88.9 

ホビー・文具類 5,302 4,296 △1,006 81.0 

イベント・その他 730 616 △114 84.3 

小
売
部
門 

小計 14,449 12,356 △2,092 85.5 

フランチャイズ店卸売部門 92 73 △19 78.9 

小売業者卸売部門 399 425 25 106.4 卸
売 

部
門 

小計 492 498 6 101.3 

合計 14,941 12,855 △2,086 86.0 
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（2）財政状態に関する分析 

  ①資産、負債および純資産の状況 

  （流動資産） 

当中間連結会計期間における流動資産は15,916百万円となり、1,112百万円増加いたしました。これ

は主に、棚卸資産が2,182百万円増加したことと、現金及び預金が1,104百万円減少したことによりま

す。 

  （固定資産） 

 当中間連結会計期間における固定資産は8,516百万円となり、721百万円減少いたしました。これは

主に、有形固定資産が減価償却および閉鎖店の固定資産除却等により480百万円減少したことと、投資

その他の資産が減価償却等により218百万円減少したことによります。 

  （流動負債） 

    当中間連結会計期間における流動負債は6,489百万円となり、1,248百万円増加いたしました。これ

は主に、仕入増からくる支払手形及び買掛金が1,227百万円増加したことによります。 

  （固定負債） 

    当中間連結会計期間における固定負債は3,899百万円となり、1,062百万円の減少となりました。こ

れは主に、借入金の返済により長期借入金が1,135百万円減少したことと、会計基準の見直しによる役

員退職慰労引当金97百万円を引当したことによります。 

  （純資産） 

    当中間連結会計期間における純資産は14,051百万円となり、202百万円増加いたしました。これは主

に、中間純利益330百万円による増加と、配当金128百万円による減少によります。 

 

②当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は341百万円（前年同期は878百万円の支出）となりました。これは主

に、税金等調整前当期純利益828百万円の計上と減価償却費479百万円の計上、仕入債務の増加1,208

百万円があった一方で、棚卸資産が2,221百万円増加したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果増加した資金は23百万円（前年同期は1,074百万円の支出）となりました。これは主

に、新規出店による投資60百万円の支出と、敷金保証金の返還88百万円の収入によります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動により減少した資金は1,470百万円（前年同期は1,044百万円の収入）となりました。主な

要因は、借入金の返済1,341百万円と配当金128百万円の支払によります。 

 

 

  当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

平成18年８月期 平成19年８月期 平成20年８月期  

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率(％) 50.4 50.7 56.2 57.6 57.5

時価ベースの自己資本比率(％) 131.2 163.8 76.4 32.4 13.7

キャッシュ・フロー対有利子負債

率(年) 
8.5 8.6 ― 11.8 9.5

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ(倍) 
10.8 10.1 ― 6.9 4.4

       自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）平成19年2月期における債務償還年数、ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵについては営業キャッシ

ュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。 
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（注５）有利子負債は連結（中間連結）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

いるすべての負債を対象としております。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

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

つつ安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 

 当期の期末配当金につきましては、１株当たり12円50銭の配当予定であります。 

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

と考えております。 

 

（4）事業等のリスク 

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

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

入手可能な情報や合理的な判断に基づいております。 

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

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

っております。 

   ①事業内容 

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

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

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

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

目的に開発された商品となっており、一部で取り扱っている「衣食住」に関わるいわゆる生活必需

品や実用品についても、デザイン性や楽しさを重視した商品で構成されております。このため、流

行等に敏感な対象顧客の嗜好・ニーズを的確に捉えているか否かによって、当社グループの業績は

変動する可能性があります。当社グループにおいては、商品企画等の専任担当者を配置し、国内及

び海外（米国）の流行等を的確に把握することに努めております。 

   

②業績の推移 

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

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

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

の減少要因となる場合があります。 

 

③出店政策について 

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

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

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

もあるため、当社グループの業績見通しに影響を及ぼす可能性があります。 

④出店地域の拡大について 

 当社グループは、当中間連結会計期間末には330店舗（フランチャイズ店4店舗を含む）を中部地

区及び九州地区を中心として、東北・北海道地区、関東地区、北陸地区、中四国地区等に展開して

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

する地区及び道府県においては、当社グループの知名度が低いと考えられることから、新規店舗が

従来の出店地域と同水準の収益を得られるかどうかについては不透明であります。 

 

⑤出店に関する法的規制等について 

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

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

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

づけており、交通渋滞、ゴミ処理、騒音など出店に伴う地域の生活環境への配慮が審査されること

になっております。また、平成13年5月18日より施行されております「改正都市計画法」においては、

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

法的規制による影響を受けることが考えられます。 
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 平成20年２月末現在で、当社グループの直営店326店舗のうち、駒生店（栃木県）及び入間店（埼

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

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

基づく届出は済んでおり、名義変更等の必要な手続と対応は完了しております。 

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

正動向によっては当社の出店政策及び業績に影響を及ぼす可能性が考えられます。 

 

⑥プライベート・ブランド(ＰＢ)商品について 

 当社グループにおいては、ＰＢ商品の売上高が、前連結会計年度7,731百万円（売上構成比28.6％）、

当中間連結会計期間3,082百万円（売上構成比24.8％）と推移しており、ＰＢ商品は当社及び連結子

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

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

あります。今後もより一層ＰＢ商品の開発に力を入れていく予定であります。 

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

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

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

製造原価が上がり、売上総利益率に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦新規参入リスクについて 

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

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

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

少ないものの、将来においては、この業界への新規参入は充分に予想されます。 

 

⑧商品の輸入について 

 当社グループの連結子会社㈱商研では、海外からの輸入高が前連結会計年度941百万円（同社の仕

入構成比率29.4％）、当中間連結会計期間686百万円（同社の仕入構成比率28.0％）と推移しており

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

これらの国の政治体制の変動や、経済情勢、法律の改正、紛争、伝染病の流行等の不測の事態が発

生した場合には当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、輸入に伴う外貨建仕

入債務に係る為替変動リスクを回避する目的で、当社グループではクーポンスワップ取引を行って

おりますが、デリバティブ取引によって全てのリスクを回避できるとは限らないため、為替の変動

によって業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑨従業員数の確保について 

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

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

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

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

出来ず、出店計画に影響を与える可能性があります。 

 

⑩借入金依存度が高いことについて 

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

等への投資資金を主に金融機関からの借入金により調達してきました。 

 店舗数拡大政策等による資金需要は年々高まっております。当中間連結会計期間中の長期借入金

(一年以内返済予定の長期借入金を含む)は前連結会計年度末7,257百万円から当中間連結会計年度

末5,915百万円と推移しており、基本的に資金の調達は金融機関からの長期借入金に依存しておりま

す。これに伴う金利負担は中長期的には増加傾向にあります。新規出店に係る設備投資資金の回収

結果は店舗の売場規模によって異なりますが、計画上は1.6年から3.4年で回収可能としております。

これに対し、金融機関から調達する長期借入金の多くは返済期間を5年としているため、調達資金の

返済には余裕があるものと判断しております。しかし、新規出店店舗の予期せぬ業績不振が発生し

た場合には、当該借入返済の為の十分なキャッシュを確保できない可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

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

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

 

（事業系統図） 

 

当
社 

連
結
子
会
社 

（
株
）
商
研 
非
連
結
子
会
社 

Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｋ
Ｅ
Ｎ 

Ｕ
Ｓ
Ａ 

Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ 

取 

引 

先 

取
引
先 

Ｆ
Ｃ 

小
売
業
者 

消 

費 

者 

米
国
内
消
費
者 

商品仕入 

商品仕入 

商品仕入 

商品仕入 商品仕入

商品仕入

商品販売（小売）

商品販売（卸売）

商品販売（卸売）

商品販売（小売） 

商品販売 

当社グループ 

 

 

① 株式会社 雑貨屋ブルドッグ（当社） 

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

「ザナード」をチェーン展開し、その運営を行っております。 

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

リー等のファッション雑貨を始め、仮装・パーティー用品といったバラエティグッズ、電池で作動する小

型玩具等、幅広い商品を品揃えしボリューム感のあるエキサイティングな売場づくりを重視しています。

18～22歳の女性をコアターゲットに設定し「来て楽しい」「見て楽しい」「買って楽しい」をショップコ

ンセプトとしております。 

 一方、「ザナード」は、27～35歳の女性を主たる顧客層に設定しております。高品質でファッション感

度の高い「衣料品」「インテリア用品」「キッチン用品」を中心とした品揃えとなっております。店内も

上品で落ち着いた雰囲気を演出し、お客様に“ゆったりとお買い物いただく”ことのできる空間の提供に

努めております。 

② 株式会社 商研 

 連結子会社の株式会社商研は、当企業集団中で卸売部門、商品企画製造部門、物流部門を担っておりま

す。当社を始めとした専門店や量販店各社に対する各種ファンシー雑貨、ファッション雑貨の卸売に加え、

「ピーチ・サロン」というブランド名でプライベートブランドの開発・卸売も行っております。併せて、

雑貨屋ブルドッグ店舗への商品配送の主たるベンダー機能も果たしております。 
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③ SHOKEN U.S.A. CORPORATION 

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

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

業務を行っております。 

 

 前連結会計年度及び当中間連結会計期間において、当企業グループ（当社及び連結子会社）は、ファッシ

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

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

テリア小物、パーティーグッズ、文房具など雑貨類の小売・卸売を行っております。 

 当社の主要品目別の売上高構成比率は下表の通りであります。当社の売上高は小売部門とフランチャイズ

店卸売部門の合算であり、小売業者卸売部門は連結子会社である株式会社商研の売上高であります。 

（売上高構成比率） 

当中間期 
(自平成19年９月１日
至平成20年2月29日)

前中間期 
(自平成18年９月１日 
至平成19年2月28日) 

前事業年度 
(自平成18年９月１日
至平成19年８月31日)区分 主な商品 

売上高構成比率（％）売上高構成比率（％） 売上高構成比率（％）

ファッション雑
貨類 

アクセサリー、バッグ、ハンカチ、

ソックス、衣料、腕時計、化粧品

など 

36.0 35.3 35.9 

インテリア雑貨
類 

木製品、オルゴール、インテリア

など 
9.6 9.1 10.2 

生活家庭雑貨類 
タオル、バス用品、テーブルウェ

ア、その他ファブリックなど 
12.3 11.9 13.2 

ホビー・文具類 
ギフト商品、レター、文具、食品、

ぬいぐるみ、キャラクターなど 
33.4 35.5 33.8 

イベント・その
他 

オリジナルギフト、イベント商品

（クリスマスグッズ、バレンタイ

ングッズ）など 

4.8 4.9 4.0 

小
売
部
門 

小計 96.1 96.7 97.1 

フランチャイズ店卸売部門 0.6 0.6 0.5 

小売業者卸売部門 3.3 2.7 2.3 

卸
売
部
門 

小計 3.9 3.3 2.9 

合計 100.0 100.0 100.0 
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３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

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

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

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

ありつづけることを目標といたしております。 

 

(2）目標とする経営指標 

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

といった指標を重視して経営を行っております。 

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

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

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

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

として、昨今、特に推移を注視しております。 

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

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

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

であると認識し、重要視しております。 

 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  平成20年２月中間期末現在で326店舗を擁するチェーンストア企業となり、当面の目標でありました

300店舗体制を実現することが出来ました。ここ数年間の出店につきましては、中長期的な成長を展望し、

５万人商圏や積雪地域、ショッピングセンターへの出店、新業態の開発等々、様々なテスト的な出店も

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

あります。 

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

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

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

商品に占めるＰＢ商品比率の向上にも取り組んでまいります。 

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

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

争力強化に寄与いたします。 

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

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

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

築くべく、更なる成長を目指してまいります。 

 

(4)対処すべき課題 

①既存店売上の改善 

平成19年8月期の既存店売上高前年対比86.6％、当中間期売上高の既存店前年対比80.6％という実績を

ふまえ平成20年8月期は既存店売上改善に全社を挙げて取り組みます。そのためには、前期より取り組ん

でおります、ショップコンセプトに合致した‘可愛い’‘おしゃれ’‘面白い’商品開発と品揃えを実

現出来るよう、マーチャンダイジングの改革を推進します。 

②新規出店に向けた取り組み 

当中間期におきましては3店の新規出店を行い、8店舗の閉鎖を実施いたしました。当中間期末店舗数

は326店となりました。平成20年8月期につきましては、下半期の新規出店は慎重に吟味し、経営資源の

充実に努めて参ります。次年度以降の出店につきましては、内部体制の充実を完了させることを前提に、

商圏や競争環境の変化等、既存の店舗の分析を徹底して行い、より利益の稼ぎ出せる立地に計画的に出

店を行ってまいります。 

③ＰＢ商品比率の向上による売上総利益の改善 

当社の特徴でもあり強みでもある『製造型小売業』として更にＰＢ商品開発を強化し、全体売上高に

占めるPB販売高比率の向上に取り組んでまいります。これにより他社競合店との商品差別化を図り、当
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社店舗の魅力を高めてまいります。短期的には輸入仕入における円高為替による原価圧縮をおこない、

中長期ではＰＢ商品比率を高めることで値入率の更なる改善に努め、収益性の高い企業体質にしてまい

ります。 

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

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

付の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」において開示しておりますので、ご参照ください。 
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４．中間連結財務諸表 

（1）中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

（平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間末 

（平成20年２月29日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成19年８月31日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   2,469,917 3,536,857  4,640,728

２．受取手形及び売掛金   138,914 120,287  101,039  

３．たな卸資産   11,929,145 11,602,612  9,420,251  

４．繰延税金資産   164,128 106,535  150,945

５．その他   566,118 552,437  493,603

貸倒引当金   △1,013 △2,462  △2,235

流動資産合計   15,267,210 62.2 15,916,266 65.1  14,804,332 61.6

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

（1）建物及び構築物 ※2、3 2,847,061 2,623,613 2,867,410 

（2）什器備品 ※２ 1,509,412 1,217,910 1,437,488 

（3）土地 ※３ 1,674,917 1,674,917 1,674,917 

（4）建設仮勘定  53,679 5,145 21,297 

（5）その他 ※２ 1,831 6,086,902 24.8 1,901 5,523,487 22.6 2,743 6,003,857 25.0

２．無形固定資産   131,279 0.5 99,504 0.4  122,099 0.5

３．投資その他の資産      

（1）投資有価証券 ※１ 26,104 23,406 22,743 

（2）敷金保証金 2,352,968 2,453,647 2,460,736 

（3）繰延税金資産  50,148 98,679 74,161 

（4）その他  624,487 326,229 566,186 

貸倒引当金  △9,945 3,043,762 12.4 △8,201 2,893,760 11.8 △11,228 3,112,599 12.9

固定資産合計  9,261,945 37.7 8,516,753 34.8  9,238,556 38.4

Ⅲ 繰延資産    

１．株式交付費   11,274 7,046  9,160

繰延資産合計   11,274 0.0 7,046 0.0  9,160 0.0

資産合計   24,540,429 100.0 24,440,066 100.0  24,052,049 100.0
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前中間連結会計期間末 

（平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間末 

（平成20年２月29日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成19年８月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金   2,475,404 2,316,454  1,088,533 

２．短期借入金   1,600,000 600,000  600,000 

３．一年以内返済予定の長期

借入金 
※３  2,239,790 2,283,589  2,489,863 

４．未払法人税等   693,038 581,832  286,322 

５．賞与引当金   28,710 27,500  13,150 

６．その他   860,039 680,269  763,362 

流動負債合計   7,896,982 32.2 6,489,644 26.6  5,241,231 21.8

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ※３  2,687,780 3,632,191 4,767,857 

２．退職給付引当金   147,076 136,822 164,965 

３．役員退職慰労引当金   － 97,523  － 

４．その他   28,895 32,775  29,005 

固定負債合計   2,863,751 11.7 3,899,311 16.0  4,961,827 20.6

負債合計   10,760,734 43.8 10,388,956 42.5  10,203,058 42.4

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

 １．資本金   2,066,567 8.4 2,066,567 8.5  2,066,567 8.6

 ２．資本剰余金   2,432,864 9.9 2,432,864 10.0  2,432,864 10.1

 ３．利益剰余金   9,280,041 37.8 9,553,613 39.1  9,351,507 38.9

 ４．自己株式   △1,165 △0.0 △1,165 △0.0  △1,165 △0.0

   株主資本合計   13,778,308 56.1 14,051,880 57.5  13,849,774 57.6

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １．その他有価証券評価差額

金 
  1,386 0.0 △770 △0.0  △783 △0.0

評価・換算差額等合計   1,386 0.0 △770 △0.0  △783 △0.0

純資産合計   13,779,695 56.2 14,051,110 57.5  13,848,991 57.6

負債純資産合計   24,540,429 100.0 24,440,066 100.0  24,052,049 100.0
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（2）中間連結損益計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   14,941,782 100.0 12,855,397 100.0  27,666,900 100.0

Ⅱ 売上原価   7,277,920 48.7 6,034,608 46.9  13,568,104 49.0

売上総利益  7,663,862 51.3 6,820,789 53.1  14,098,796 51.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  6,348,384 42.5 5,651,188 44.0  12,390,196 44.8

営業利益   1,315,478 8.8 1,169,600 9.1  1,708,599 6.2

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  3,035 3,471 6,388  

２．受取配当金  71 5 178  

３．賃貸料  22,560 27,185 45,239  

４．為替差益  113,310 － 118,367  

５．受取手数料  4,030 1,649 5,772  

６．その他  6,606 149,614 1.0 20,969 53,280 0.4 24,348 200,294 0.7

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  41,840 77,822 97,202  

２．賃借料 ※２ 17,765 23,699 35,531  

３．為替差損  － 114,745 －  

４．その他  5,308 64,914 0.4 8,772 225,039 1.8 10,826 143,560 0.5

経常利益  1,400,177 9.4 997,841 7.8  1,765,333 6.4

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※３ ― ― 30  

２．貸倒引当金戻入 2,236 ― 302  

３．退職給付引当金戻入 ― 2,236 0.0 22,976 22,976 0.2 ― 333 0.0
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産除却損 ※４ 3,309 22,590 11,539  

２．減損損失 ※５ ― 66,867 40,121  

３．賃貸借契約解約損  ― 5,751 ―  

４．火災による損失  ― 3,130 ―  

５．役員退職慰労金  22,775 ― 22,775  

６．役員退職慰労引当金繰

入額 
 ― 26,085 0.2 93,603 191,943 1.5 ― 74,436 0.3

税金等調整前中間（当期）

純利益 
  1,376,329 9.2 828,874 6.4  1,691,230 6.1

法人税、住民税及び事業

税 
 606,746 479,028 859,516  

法人税等調整額  11,101 617,847 4.1 19,507 498,536 3.9 1,765 861,282 3.1

中間（当期）純利益   758,481 5.1 330,338 2.6  829,947 3.0

     

 

 

 

（3）中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間（自平成18年9月1日 至平成19年2月28日） 

株主資本 
評価・換算差
額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

株主資本合
計 

その他有価
証券評価差
額金 

純資産合計

平成18年8月31日 
残高（千円） 

1,128,500 1,495,200 8,639,719 △1,165 11,262,253 2,163 11,264,417

中間連結会計期間
中の変動額 

  

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

剰余金の配当  △118,158 △118,158  △118,158

中間純利益  758,481 758,481  758,481

株主資本以外の項
目の中間連結会計
期間中の変動額（純
額） 

 △776 △776

中間連結会計期間
中の変動額合計（千
円） 

938,067 937,664 640,322 ― 2,516,054 △776 2,515,277

平成19年2月28日 
残高（千円） 

2,066,567 2,432,864 9,280,041 △1,165 13,778,308 1,386 13,779,695
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当中間連結会計期間（自平成19年9月1日 至平成20年2月29日） 

株主資本 
評価・換算差
額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

株主資本合
計 

その他有価
証券評価差
額金 

純資産合計

平成19年8月31日 
残高（千円） 

2,066,567 2,432,864 9,351,507 △1,165 13,849,774 △783 13,848,991

中間連結会計期間中
の変動額 

  

剰余金の配当  △128,232 △128,232  △128,232

中間純利益  330,338 330,338  330,338

株主資本以外の項目
の中間連結会計期間
中の変動額（純額） 

 12 12

中間連結会計期間中
の変動額合計（千円） 

 202,105 ― 202,105 12 202,118

平成20年2月29日 
残高（千円） 

2,066,567 2,432,864 9,553,613 △1,165 14,051,880 △770 14,051,110

 

 

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年9月1日 至平成19年8月31日） 

株主資本 
評価・換算差
額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

株主資本合
計 

その他有価
証券評価差
額金 

純資産合計

平成18年8月31日 
残高（千円） 

1,128,500 1,495,200 8,639,719 △1,165 11,262,253 2,163 11,264,417

連結会計年度中の
変動額 

  

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

剰余金の配当  △118,158 △118,158  △118,158

当期純利益  829,947 829,947  829,947

株主資本以外の項
目の連結会計年度
中の変動額（純額） 

 △2,946 △2,946

連結会計年度中の
変動額合計（千円） 

938,067 937,664 711,788 ― 2,587,521 △2,946 2,584,574

平成19年8月31日 
残高（千円） 

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

  

前中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日）

区分 
注記番

号 
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロ

ー 
  

税金等調整前中間（当期）純利

益 
 1,376,329 828,874  1,691,230 

減価償却費  512,995 479,143  1,106,582 

減損損失  ― 66,867  40,121 

株式交付費償却  1,409 2,113  3,523 

貸倒引当金の増減額 

(△：減少) 
 △2,855 △2,799  △349 

賞与引当金の増減額 

(△：減少) 
 △19,959 14,350  △35,519 

退職給付引当金の増減額 

(△：減少) 
 8,259 △28,142  26,148 

役員退職慰労引当金の増減額 

（△：減少） 
 ― 97,523  ― 

受取利息及び受取配当金  △3,106 △3,476  △6,567 

支払利息  41,840 77,822  97,202 

為替差損益(△：差益)  △113,310 147,000  △118,367 

固定資産売却益  ― ―  △30 

固定資産除却損  3,309 22,590  11,539 

売上債権の増減額 

(△：増加) 
 △16,914 △19,247  20,960 

たな卸資産の増減額 

(△：増加) 
 △2,567,302 △2,221,252  △58,409 

仕入債務の増減額 

(△：減少) 
 1,034,668 1,208,178  △316,546 

未払消費税等の増減額 

(△：減少) 
 △126,907 △65,709  △51,751 

未収消費税等の増減額 

(△：増加) 
 △50,052 △32,090  ― 

その他の流動資産の増減額 

(△：増加) 
 △24,740 45,044  △36,511 

その他の流動負債の増減額 

(△：減少)  
 △24,855 △18,130  △83,927 

火災による損失  ― 3,130  ― 

賃貸借契約解約損  ― 5,751  ― 

その他  △12,043 △8,943  △13,452 

小計  16,763 598,600 581,836  2,275,875 

利息及び配当金の受取額  3,106 3,476  6,567 

利息の支払額  △42,209 △75,940  △99,116 

法人税等の支払額  △855,969 △183,519  △1,515,456 

その他  － △751  ― 

営業活動によるキャッシュ・フロ

ー 
 △878,309 341,865 ―  667,870 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

区分 
注記番

号 
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロ

ー 
   

定期預金の預入による支出  △49,883 △50,720  △50,660 

定期預金の払戻による収入  49,843 50,660  50,580 

投資有価証券の取得による支出  △287 △266  △591 

有形固定資産の取得による支出  △868,802 △20,220  △1,449,075 

有形固定資産の売却による収入  ― ―  172 

無形固定資産の取得による支出  △13,394 ―  △27,255 

敷金保証金の差入による支出  △147,863 △40,445  △315,693 

敷金保証金の返還による収入  77,237 88,834  157,970 

賃借権利金の支払額  △61,674 △3,050  △114,888 

その他の投資活動による収支  △59,869 △1,091  △74,616 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,074,693 23,700 ―  △1,824,058 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロ

ー 
     

短期借入金の純増減額 

(△：減少) 
 ― ―  △1,000,000 

長期借入れによる収入  400,000 ―  4,000,000 

長期借入金の返済による 

支出 
 △1,100,760 △1,341,940  △2,370,610 

株式の発行による収入  1,863,048 ―  1,863,048 

配当金の支払額  △118,158 △128,232  △118,158 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 1,044,129 △1,470,172 ―  2,374,279 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算

差額 
 25,667 674 △24,992  69,475 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増

減額(△：減少) 
 △883,204 △1,103,932 △220,727  1,287,566 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,302,502 4,590,068 1,287,566  3,302,502 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高 
※1 2,419,297 3,486,136 1,066,838  4,590,068 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (１)連結子会社の数 １社 

連結子会社名 

㈱商研 

 

(２) 非連結子会社の名称等 

SHOKEN U.S.A. 

CORPORATION 

(連結の範囲から除いた理

由) 

小規模な会社であり、総資

産、売上高、中間純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等は、い

ずれも中間連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていな

いためであります。 

 

(１)連結子会社の数 １社 

連結子会社名 

  同左 

 

(２) 非連結子会社の名称等 

  同左 

 

 (連結の範囲から除いた理

由) 

同左 

 

(１)連結子会社の数 １社 

連結子会社名 

  同左 

 

(２) 非連結子会社の名称等 

  同左 

(連結の範囲から除いた理

由)  

小規模な会社であり、総資

産、売上高、当期純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等は、い

ずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないた

めであります。 

 

２．持分法の適用に関する事項 (１)持分法適用の非連結子会社及

び関連会社数 

 なし 

 なお、関連会社はありません。

 

(２) 持分法を適用していない非

連結子会社(SHOKEN U.S.A. 

CORPORATION)は、中間純損益

(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等の中

間連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため持分

法の適用範囲から除外してお

ります。  

 

(１)持分法適用の非連結子会社及

び関連会社数 

同左 

 

 

(２) 

      同左 

 

(１)持分法適用の非連結子会社及

び関連会社数 

同左 

 

 

(２) 持分法を適用していない非

連結子会社(SHOKEN U.S.A. 

CORPORATION)は、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等から

みて、持分法の対象から除い

ても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性が無いため持分

法の適用範囲から除外してお

ります。  

 

３．連結子会社の中間決算日（決

算日）等に関する事項 

連結子会社の中間決算日と、中間

連結決算日は一致しております。

 

同左 

 

 

連結子会社の事業年度末日と連結

決算日は一致しております。 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 (イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

子会社株式 

移動平均法における

原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の

市場価格等に基づ

く時価法(評価差額

は全部純資産直入

法により処理し、売

却原価は移動平均

法により算定) 

 

②デリバティブ 

時価法 

 

③たな卸資産 

主として売価還元法によ

る原価法 

 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

子会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

    同左 

 

 

 

 

 

 

 

②デリバティブ 

同左 

 

③たな卸資産 

同左 

 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

子会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格

等に基づく時価法

（評価差額は全部

純資産直入法によ

り処理し、売却原価

は移動平均法によ

り算定） 

 

②デリバティブ 

同左 

 

③たな卸資産 

同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

 (ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物

(附属設備を除く)は定額

法によっております。 

なお、主な耐用年数は、

以下のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 

 ３～60年 

什器備品 

    ２～20年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。 

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内

における利用可能期間

(５年)に基づいておりま

す。 

 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(追加情報) 

法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。なお、これ

による影響は軽微であります。

②無形固定資産 

同左 

 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(減価償却方法の変更) 

当連結会計年度より、法人税法の

改正に従い、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産の減価

償却方法については、改正後の法

人税法に基づく方法に変更してお

ります。これにより営業利益、経

常利益および税金等調整前当期純

利益はそれぞれ9,175千円減少し

ております。 

 

 

②無形固定資産 

同左 

 

 (ハ) 繰延資産の処理方法 

  株式交付費 

   支出時から３年間で定額法

により償却しております 

(ハ) 繰延資産の処理方法 

      同左 

(ハ) 繰延資産の処理方法 

      同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

 (ニ)重要な引当金の計上基準 

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

より、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別

に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上し

ております。 

 

②賞与引当金 

従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、支給見込額の当中間

連結会計期間負担額を計

上しております。 

 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

に基づき、当中間連結会

計期間末において発生し

ていると認められる額を

計上しております。 

 

――――― 

(ニ)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

②賞与引当金 

同左 

 

 

 

 

 

③退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

  ④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、内規に基づく

中間連結会計期間末要支給

額を計上しております。 

(ニ)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

②賞与引当金 

従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、支給見込額の当連結

会計年度負担額を計上し

ております。 

 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

に基づき計上しておりま

す。 

 

 

 

――――― 

 (ホ)重要な外貨建の資産または負

債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。 

 

(ホ)重要な外貨建の資産または負

債の本邦通貨への換算の基準

同左 

 

(ホ)重要な外貨建の資産または負

債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、期末

日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

 (ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たし

ている金利スワップにつ

いて特例処理によってお

ります。 

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

ます。 

④ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金

利スワップについては、

有効性の評価を省略して

おります。 

 

(ヘ)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 

 

(ヘ)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 

 

 

 

 (ト)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式を採

用しております。 

 

(ト)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

(ト)その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

５．中間連結キャッシュ・フロー

計算書（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、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

 

同左 

 

 

同左 
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 中間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 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

――――― （役員退職慰労引当金） 

 役員退職慰労金は、従来支出時の費用とし

て処理していましたが、当中間連結会計期間

より、内規に基づく当中間連結会計期間末の

要支給額を役員退職慰労引当金として計上

する方法に変更しました。これは「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引当金等に関

する監査上の取扱い」（監査・保証実務委員

会報告第42号）が公表されたことを契機に、

役員の退職時の費用を在任期間にわたり合

理的に配分することにより、期間損益の適正

化及び財務体質の健全化を図るために行っ

たものであります。 

 この変更により、当中間連結会計期間にか

かる発生額3,920千円を販売費及び一般管理

費に、また過年度相当額93,603千円を特別損

失に計上しております。この結果、従来の方

法に比べ、営業利益及び経常利益はそれぞれ

3,920千円減少し、税金等調整前中間純利益

は97,523千円減少しております。 

――――― 

   

 

 追加情報 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

（店舗における自動販売機の設置に係る受

取手数料の計上区分）  

 従来、店舗における自動販売機の設置に係

る受取手数料は、営業外収益の「受取手数料」

に含めて処理しておりましたが、当中間連結

会計期間より売上高に含めて計上しており

ます。これにより、従来と同一の方法によっ

た場合と比べ、売上高、売上総利益及び営業

利益はそれぞれ28,882千円多く計上されて

おります。 

 

――――― (店舗における自動販売機の設置に係る受取手

数料の計上区分) 

 従来、店舗における自動販売機の設置に係

る受取手数料は、営業外収益の「受取手数料」

に含めて処理しておりましたが、当連結会計

年度より売上高に含めて計上しております。

これにより、従来と同一の方法によった場合

と比べ、売上高、売上総利益および営業利益

はそれぞれ54,410千円多く計上されており

ます。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間末 

（平成20年２月29日） 

前連結会計年度末 

（平成19年８月31日） 

※１ 関係会社に対するものは以下のとおり

であります。 

投資有価証券（株式） 

           15,000千円    

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、

4,605,522千円であります。 

 

※３ 担保資産及び担保付債務 

建物及び構築物  415,941千円 

土地          1,576,626 

計            1,992,567 

上記担保に対する債務 

一年以内返済予定の長期借入金 

                325,760千円 

長期借入金    1,596,720 

計            1,922,480 

 

  

４ 当社及び連結子会社においては、設備資

金の効率的な調達を行うため、取引銀行

５行と協調融資方式による当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約を締結

しております。これら契約に基づく当中

間連結会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 
3,000,000千円 

借入実行残高 1,000,000     

差引額 2,000,000     
 

※１ 関係会社に対するものは以下のとおり

であります。 

投資有価証券（株式） 

           15,000千円   

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、

5,437,281千円であります。 

 

※３ 担保資産及び担保付債務 

建物及び構築物  389,977千円 

土地          1,576,626 

計            1,966,603 

上記担保に対する債務 

一年以内返済予定の長期借入金 

                 158,340千円 

長期借入金     1,675,000 

計             1,833,340 

 

 

４ 当社及び連結子会社においては、設備資

金の効率的な調達を行うため、取引銀行

５行と協調融資方式による当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約を締結

しております。これら契約に基づく当中

間連結会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 
3,000,000千円 

借入実行残高 ―  

差引額 3,000,000     
 

※１ 関係会社に対するものは以下のとおり

であります。 

投資有価証券（株式） 

15,000千円   

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、

5,086,955千円であります。 

 

※３ 担保資産及び担保付債務 

建物及び構築物   402,433千円 

土地           1,576,626 

計             1,979,059 

上記担保に対する債務 

一年以内返済予定の長期借入金        

                 158,340千円 

長期借入金     1,675,000 

計           1,833,340  

 

 

４  

――――― 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

広告宣伝費   396,439千円 

給料手当     2,206,403 

賞与引当金繰入額 28,710 

退職給付費用       9,288 

賃借料         1,723,587 

減価償却費    512,995 

消耗品・修繕費   290,121 

水道光熱費       482,898 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

広告宣伝費   187,638千円 

給料手当     1,824,809 

賞与引当金繰入額 27,500 

退職給付費用         395 

役員退職慰労引当金繰入額 

          3,920 

賃借料         1,849,481 

減価償却費    476,501 

消耗品・修繕費   160,178 

水道光熱費       513,157 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

広告宣伝費       558,978千円 

給料手当         4,306,085 

賞与引当金繰入額    13,150 

退職給付費用        27,499 

賃借料           3,563,429 

減価償却費       1,106,582 

消耗品・修繕費     504,002 

水道光熱費         972,555 

 

 

※２ 賃借料 

  （追加情報） 

従来、転貸店舗に係る賃借料は販売費及び一

般管理費の「賃借料」に含めて処理しておりま

したが、当中間連結会計年度より営業外費用と

して計上しております。これにより、従来と同

一の方法によった場合と比べ、営業利益は

17,765千円多く計上されております。 

 

※２     ――――― 

 

※２ 賃借料 

  (追加情報) 

 従来、転貸店舗に係る賃借料は販売費及び一

般管理費の「賃借料」に含めて処理しておりま

したが、当連結会計年度より営業外費用として

計上しております。これにより、従来と同一の

方法によった場合と比べ、営業利益は35,531

千円多く計上されております。 

 

※３     ――――― 

 

※３     ――――― 

 

※３ 固定資産売却益の内訳 

   有形固定資産その他 

    （車両運搬具）     30千円 

 

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 3,044 千円 

什器備品 264  

計 3,309  

 

 

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 20,736 千円

什器備品 309  

投資その他の資産その

他（長期前払費用）   1,543

 

 計 22,590  
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 9,702千円

什器備品 1,275  

その他（車両運搬具） 289  

投資その他の資産その

他（長期前払費用）   273

 

計 11,539  
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

※５ ――――― 

 

※５ 減損損失 

 当社グループは、キャッシュ･フローを
生み出す最小単位について、各店舗及び
各賃貸不動産並びに卸売部門を基準単位
としてグルーピングしております。 
 営業活動から生ずる損益が継続してマ
イナスである資産グループについて減損
を認識し、各々の帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、当該減少額を減損損失
(66,867千円)として計上いたしました。 

場所 用途 種類 
減損損失
(千円) 

宮城県
店舗 
（１店）

建物及び構
築物、什器備
品、長期前払
費用 

15,427 

茨城県
店舗 
（１店）

建物及び構
築物、什器備
品、長期前払
費用 

2,713 

岐阜県
店舗 
（１店）

建物及び構
築物、什器備
品、長期前払
費用 

1,210 

兵庫県
店舗 
（２店）

建物及び構
築物、長期前
払費用 

19,673 

山口県
店舗 
（１店）

建物及び構
築物、什器備
品 

641 

香川県
店舗 
（１店）

建物及び構
築物、長期前
払費用 

2,723 

福岡県
店舗 
（２店）

建物及び構
築物、什器備
品 

3,424 

熊本県
店舗 
（２店）

建物及び構
築物、什器備
品、長期前払
費用 

21,054 

減損損失の内訳は以下のとおりであります。 
科目 金額（千円） 

建物及び構築物 42,529

什器備品 17,413

その他 

(投資その他の資産) 
6,925

なお、当該資産グループの回収可能価額は、
使用価値がマイナスであり、また処分価値も
ないと認められるため回収可能価額を零とし
て評価しております。 

※５ 減損損失 

 当社グループは、キャッシュ･フローを
生み出す最小単位について、各店舗及び
各賃貸不動産並びに卸売部門を基準単位
としてグルーピングしております。 
 営業活動から生ずる損益が継続してマ
イナスである資産グループについて減損
を認識し、各々の帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、当該減少額を減損損失
(40,121千円)として計上いたしました。 

場所 用途 種類 
減損損失
(千円) 

大阪府
店舗 
（２店） 

建物及び構
築物、什器備
品、長期前払
費用 

19,785 

香川県
店舗 
（１店） 

建物及び構
築物、什器備
品、長期前払
費用 

10,360 

福岡県
店舗 
（１店） 

建物及び構
築物、什器備
品、長期前払
費用 

9,974 

減損損失の内訳は以下のとおりであります。 
科目 金額（千円）

建物及び構築物 16,431

什器備品 20,082

その他 

(投資その他の資産) 
3,607

なお、当該資産グループの回収可能価額
は、使用価値がマイナスであり、また処分価
値もないと認められるため回収可能価額を零
として評価しております。 
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   (中間連結株主資本等変動計算書関係) 

 前中間連結会計期間(自 平成18年9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) 

当中間連結会計期間増加株

式数(株) 

当中間連結会計期間減少 

株式数(株) 

当中間連結会計期間末

株式数(株) 

発行済株式  

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

合計 9,454,600 805,900 － 10,260,500

自己株式  

 普通株式 1,900 － － 1,900

合計 1,900 － － 1,900

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加805,900株は、一般募集による新株の発行800,000株及び、第三者割当による新株の発行5,900株によ

る増加であります。 

 

2.配当に関する事項 

 (1)配当金支払額 
決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年11月29日定

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

    

 (2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力の発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

    該当事項はありません。 

 

 

 当中間連結会計期間(自 平成19年9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) 

当中間連結会計期間増加株

式数(株) 

当中間連結会計期間減少 

株式数(株) 

当中間連結会計期間末

株式数(株) 

発行済株式  

 普通株式 10,260,500 － － 10,260,500

合計 10,260,500 － － 10,260,500

自己株式  

 普通株式 1,900 － － 1,900

合計 1,900 － － 1,900

 

2.配当に関する事項 

 (1)配当金支払額 
決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成19年11月28日定

時株主総会 
普通株式 128,232千円 12円50銭 平成19年8月31日 平成19年11月29日 

    

 (2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力の発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

    該当事項はありません。 

 

 

 前連結会計年度(自 平成18年9月1日 至 平成19年8月31日) 

1.発行済株式の種類及び総数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 (注) 9,454,600 805,900 － 10,260,500

合計 9,454,600 805,900 － 10,260,500

自己株式  

 普通株式 1,900 － － 1,900

合計 1,900 － － 1,900

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加805,900株は、一般募集による新株の発行800,000株及び、第三者割当による新株の発行5,900株によ

る増加であります。 
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2. 配当に関する事項 

 (1)配当金支払額 
決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年11月29日定

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

 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力の発生日が翌連結会計年度となるもの 
決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成19年11月28

日定時株主総会 
普通株式 128,232千円 利益剰余金 12円50銭 平成19年8月31日 平成19年11月29日 

 

 

 

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

前中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中 

間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19年２月28日現在) 

現金及び預金勘定 

                2,469,917千円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金   △50,620 

現金及び 

現金同等物      2,419,297 

 

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間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29日現在)

現金及び預金勘定 

                3,536,857千円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金   △50,720 

現金及び 

現金同等物      3,486,136 

 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

(平成19年８月31日現在)

現金及び預金勘定 

                4,640,728千円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金    △50,660 

現金及び 

現金同等物       4,590,068 

 

 

 

（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

１．オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料 

１．オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料 

１．オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料 
 

１年内 122,645千円

１年超 439,790  

合計 562,435  
  

 
１年内 101,322千円

１年超 310,315  

合計 411,637  
  

 
１年内 111,462千円

１年超 355,906  

合計 467,369  
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末(平成19年２月28日現在) 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（千円） 

中間連結貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株  式 8,766 11,104 2,337 

合  計 8,766 11,104 2,337 

 

 2．時価評価されていない主な有価証券の内容 

中間連結貸借対照表計上額(千円) 

(関係会社株式) 

    非上場株式 15,000

 

当中間連結会計期間末(平成20年２月29日現在) 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（千円） 

中間連結貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株  式 9,337 8,406 △930 

合  計 9,337 8,406 △930 

 

2．時価評価されていない主な有価証券の内容 

中間連結貸借対照表計上額(千円) 

(関係会社株式) 

    非上場株式 15,000

  

前連結会計年度末(平成19年８月31日現在) 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株  式 9,071 7,743 △1,327 

合  計 9,071 7,743 △1,327 

  

2．時価評価されていない主な有価証券の内容 

連結貸借対照表計上額(千円) 

(関係会社株式) 

    非上場株式 15,000
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（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末(平成19年２月28日現在) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

通貨 クーポンスワップ 8,759,600 225,410 225,410

合計 8,759,600 225,410 225,410

（注）１．クーポンスワップ契約を締結している金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

当中間連結会計期間末(平成20年２月29日現在) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

通貨 クーポンスワップ 8,759,600 38,983 38,983

合計 8,759,600 38,983 38,983

（注）１．クーポンスワップ契約を締結している金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

前連結会計年度末(平成19年８月31日現在) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

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

合計 8,759,600 186,659 186,659 

（注）１．クーポンスワップ契約を締結している金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

（ストック・オプション等関係） 

 

該当事項はありません。 

 

（企業結合等） 

 

該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 

 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当企業グループ(当社及び連

結子会社)は、ファッション雑貨の販売等という同一セグメントに属する事業を営んでおり、当該事業

以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国または地域に

所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高は連結売上高の

10％未満のため、その記載を省略しております。 

 

（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

 

１株当たり純資産額 1,343.23円 

１株当たり中間純利益
金額 

76.39円 

  

 

１株当たり純資産額 1,369.69円

１株当たり中間純利益
金額 

32.20円

  

 

１株当たり純資産額 1,349.98円

１株当たり当期純利益金
額 

82.21円

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 （注） １株当たり中間（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。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

中間（当期）純利益（千円）  758,481 330,338 829,947 

普通株主に帰属しない金額（千円）  ―  ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円）  758,481  330,338 829,947 

期中平均株式数（千株）  9,928  10,258 10,094 

 

 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

(2)【その他】 

該当事項はありません。 
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５．中間個別財務諸表 
（1）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成19年２月28日） 

当中間会計期間末 

（平成20年２月29日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年８月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  2,114,537 3,057,512 4,054,803 

２．売掛金  53,662 43,808 50,303 

３．商品  11,798,656 11,510,524 9,398,354 

４．繰延税金資産  60,176 65,749 36,955 

５．その他 ※４ 509,400 508,515 465,582 

貸倒引当金  △163 △392 △165 

流動資産合計   14,536,270 64.1 15,185,716 66.6  14,005,833 63.1

Ⅱ 固定資産    

１.有形固定資産    

（1）建物 ※1,2 2,247,627 2,094,260 2,300,895 

（2）什器備品 ※１ 1,494,005 1,206,107 1,424,027 

（3）土地 ※２ 1,191,395 1,191,395 1,191,395 

（4）その他 ※１ 243,051 155,154 193,954 

有形固定資産

合計 
 5,176,079 4,646,917 5,110,272 

２.無形固定資産  100,292 78,728 96,219 
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前中間会計期間末 

（平成19年２月28日） 

当中間会計期間末 

（平成20年２月29日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年８月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

３.投資その他の資産    

（1）投資有価証券  672 346 488 

（2）関係会社株式  35,000 35,000 35,000 

（3）繰延税金資産  31,012 56,752 50,706 

（4）敷金保証金  2,410,097 2,513,571 2,520,660 

（5）その他  395,884 282,349 377,305 

貸倒引当金  △9,802 △8,037 △11,064 

投資その他の資産合

計 
 2,862,864 2,879,982 2,973,095 

固定資産合計   8,139,236 35.9 7,605,628 33.4  8,179,588 36.9

Ⅲ 繰延資産    

１.株式交付費  11,274 7,046 9,160 

繰延資産合計   11,274 0.0 7,046 0.0  9,160 0.0

資産合計   22,686,781 100.0 22,798,391 100.0  22,194,582 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形  779,371 383,477 140,515 

２．買掛金  1,840,044 1,906,675 875,460 

３．短期借入金  1,600,000 600,000 600,000 

４．一年以内返済予

定長期借入金 
※２ 2,023,560 2,183,589 2,331,523 

５．未払法人税等  528,155 500,308 187,796 

６．賞与引当金  24,350 20,000 10,000 

７．その他  821,024 625,497 738,530 

流動負債合計   7,616,506 33.6 6,219,547 27.3  4,883,826 22.0

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※２ 2,262,780 3,307,191 4,392,857 

２．退職給付 

引当金 
 111,903 97,819 125,497 

３．役員退職給付 

引当金 
 ― 53,572 ― 

４．その他  28,055 31,935 28,165 

固定負債合計   2,402,738 10.6 3,490,517 15.3  4,546,519 20.5

負債合計   10,019,244 44.2 9,710,065 42.6  9,430,345 42.5
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前中間会計期間末 

（平成19年２月28日） 

当中間会計期間末 

（平成20年２月29日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年８月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   2,066,567 9.1 2,066,567 9.1  2,066,567 9.3

２．資本剰余金    

（1）資本準備金  2,432,864 2,432,864 2,432,864 

資本剰余金合計   2,432,864 10.7 2,432,864 10.7  2,432,864 11.0

３．利益剰余金    

（1）利益準備金  35,525 35,525 35,525 

（2）その他利益剰

余金 
   

特別償却準備

金 
 36,461 25,572 36,461 

別途積立金  7,350,000 7,940,000 7,350,000 

繰越利益剰余

金 
 747,085 588,960 843,895 

利益剰余金合計   8,169,071 36.0 8,590,058 37.7  8,265,882 37.2

４．自己株式   △1,165 △0.0 △1,165 △0.0  △1,165 △0.0

株主資本合計   12,667,338 55.8 13,088,325 57.4  12,764,149 57.5

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券

評価差額金 
  198 0.0 1 0.0  87 0.0

評価・換算差額等

合計 
  198 0.0 1 0.0  87 0.0

純資産合計   12,667,537 55.8 13,088,326 57.4  12,764,236 57.5

負債純資産合計   22,686,781 100.0 22,798,391 100.0  22,194,582 100.0
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（2）中間損益計算書 

 

 
 

  

前中間会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   14,545,282 100.0 12,430,025 100.0  27,031,893 100.0

Ⅱ 売上原価   7,332,056 50.4 6,180,263 49.7  13,574,906 50.2

売上総利益   7,213,226 49.6 6,249,761 50.3  13,456,987 49.8

Ⅲ 販売費及び一般管理

費 
  6,049,979 41.6 5,179,932 41.7  11,870,613 43.9

営業利益   1,163,246 8.0 1,069,829 8.6  1,586,374 5.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  31,728 0.2 51,868 0.4  64,289 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  56,692 0.4 104,062 0.8  125,666 0.5

経常利益   1,138,282 7.8 1,017,635 8.2  1,524,997 5.6

Ⅵ 特別利益 ※３  2,185 0.0 22,976 0.2  333 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４  26,085 0.2 149,092 1.2  74,177 0.3

税引前中間（当期）純

利益 
  1,114,382 7.7 891,520 7.2  1,451,153 5.4

法人税、住民税及び事

業税 
 499,968 473,895 736,328 

法人税等調整額  10,430 510,398 3.5 △34,784 439,111 3.5 14,031 750,359 2.8

中間（当期）純利益   603,983 4.2 452,408 3.6  700,793 2.6
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（3）中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(自平成18年９月１日 至平成19年２月28日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他の利益剰余金  
資本金 

資本準備金 利益準備金 特別償却準

備金 
別途積立金

繰越利益剰

余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 株主資本合計

平成18年8月31日 

残高（千円） 
1,128,500 1,495,200 35,525 39,798 6,400,000 1,207,923 7,683,247 △1,165 10,305,781

中間会計期間中

の変動額 
    

新株の発行 938,067 937,664   1,875,732

特別償却準備金

の繰入れ 
  6,473 △6,473 ―  ―

特別償却準備金

の取崩し 
  △9,810 9,810 ―  ―

別途積立金の積

立て 
  950,000 △950,000 ―  ―

剰余金の配当   △118,158 △118,158  △118,158

中間純利益   603,983 603,983  603,983

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

(純額) 

    

中間会計期間中

の変動額合計（千

円） 

938,067 937,664 ― △3,336 950,000 △460,838 485,824 ― 2,361,556

平成19年2月28日 

残高（千円） 
2,066,567 2,432,864 35,525 36,461 7,350,000 747,085 8,169,071 △１,165 12,667,338

 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額

金 

純資産合計 

平成18年8月31日 

残高（千円） 
239 10,306,021

中間会計期間中

の変動額 
 

新株の発行  1,875,732

特別償却準備金

の繰入れ 
 ―

特別償却準備金

の取崩し 
 ―

別途積立金の積

立て 
 ―

剰余金の配当  △118,158

中間純利益  603,983

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

(純額) 

△41 △41

中間会計期間中

の変動額合計（千

円） 

△41 2,361,515

平成19年2月28日 

残高（千円） 
198 12,667,537
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当中間会計期間(自平成19年９月１日 至平成20年２月29日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他の利益剰余金  
資本金 

資本準備金 利益準備金 特別償却準

備金 
別途積立金

繰越利益剰

余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 株主資本合計

平成19年8月31日 

残高（千円） 
2,066,567 2,432,864 35,525 36,461 7,350,000 843,895 8,265,882 △1,165 12,764,149

中間会計期間中

の変動額 
    

特別償却準備金

の取崩し 
  △10,888 10,888 ―  ―

別途積立金の積

立て 
  590,000 △590,000 ―  ―

剰余金の配当   △128,232 △128,232  △128,232

中間純利益   452,408 452,408  452,408

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

(純額) 

    

中間会計期間中

の変動額合計（千

円） 

― ― ― △10,888 590,000 △254,934 324,176 ― 324,176

平成20年2月29日 

残高（千円） 
2,066,567 2,432,864 35,525 25,572 7,940,000 588,960 8,590,058 △1,165 13,088,325

 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額

金 

純資産合計 

平成19年8月31日 

残高（千円） 
87 12,764,236

中間会計期間中

の変動額 
 

特別償却準備金

の取崩し 
 ―

別途積立金の積

立て 
 ―

剰余金の配当  △128,232

中間純利益  452,408

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

(純額) 

△85 △85

中間会計期間中

の変動額合計（千

円） 

△85 324,090

平成20年2月29日 

残高（千円） 
1 13,088,326
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前事業年度の株主資本等変動計算書 (自平成18年９月１日 至平成19年８月31日) 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他の利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 利益準備金 特別償却準

備金 
別途積立金

繰越利益剰

余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 株主資本合計

平成18年8月31日 

残高（千円） 
1,128,500 1,495,200 35,525 39,798 6,400,000 1,207,923 7,683,247 △1,165 10,305,781

事業年度中の変

動額 
    

新株の発行 938,067 937,664   1,875,732

特別償却準備金

の繰入れ 
  6,473 △6,473 ―  ―

特別償却準備金

の取崩し 
  △9,810 9,810 ―  ―

別途積立金の積

立て 
  950,000 △950,000 ―  ―

剰余金の配当   △118,158 △118,158  △118,158

当期純利益   700,793 700,793  700,793

株主資本以外の

項目の事業年度

中の変動額(純

額) 

    

事業年度中の変

動額合計（千円） 
938,067 937,664 ― △3,336 950,000 △364,028 582,634 ― 2,458,367

平成19年8月31日 

残高（千円） 
2,066,567 2,432,864 35,525 36,461 7,350,000 843,895 8,265,882 △1,165 12,764,149

 
評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額

金 

純資産合計 

平成18年8月31日 

残高（千円） 
239 10,306,021

事業年度中の変

動額 
 

新株の発行  1,875,732

特別償却準備金

の繰入れ 
 ―

特別償却準備金

の取崩し 
 ―

別途積立金の積

立て 
 ―

剰余金の配当  △118,158

当期純利益  700,793

株主資本以外の

項目の事業年度

中の変動額(純

額) 

△152 △152

事業年度中の変

動額合計（千円） 
△152 2,458,214

平成19年8月31日 

残高（千円） 
87 12,764,236
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前事業年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

１．資産の評価基準及

び評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動

平均法により算定) 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定) 

 

 (2）たな卸資産 

 商品 

売価還元法による原価法を採

用しております。 

 

(2）たな卸資産 

 商品 

同左 

 

(2）たな卸資産 

商品 

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(ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(附属設備を

除く)については定額法)を採用し

ております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物      ３～39年 

什器備品    ２～20年 

 

(1)有形固定資産 

 同左 

 

 

 

 

 

 

 

(追加情報) 

法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。なお、これ

による影響は軽微であります。

(1)有形固定資産 

 同左 

 

 

 

 

 

 

 

(減価償却方法の変更) 

当事業年度より、法人税法の改正

に従い、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産の減価償却

方法については、改正後の法人税

法に基づく方法に変更しておりま

す。これにより営業利益、経常利

益および税引前当期純利益はそれ

ぞれ9,117千円減少しております。

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づいております。 

 

(2)無形固定資産 

 同左 

 

(2)無形固定資産 

 同左 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前事業年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

３．繰延資産の処理方

法 

株式交付費 

 支払時から3年間で定額法により償却

しております。 

株式交付費 

  同左 

株式交付費 

  同左 

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

実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。 

(２)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額の当中間会

計期間負担額を計上しておりま

す。 

(３)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務に基づき、当中間会計

期間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。 

――――― 

(１)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(２)賞与引当金 

同左 

 

 

 

(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出に備える

ため、内規に基づく中間会計期間

末要支給額を計上しております。

(１)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(２)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備える

ため、賞与支給見込額の当事業

年度負担額を計上しておりま

す。 

 

 (３)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務に基づき計上してお

ります。 

 

 

――――― 

５．外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。 

 

同左 

 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。 

６．ヘッジ会計の方法 (１)ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしている

金利スワップについて特例処理

によっております。 

(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

行っております。 

(４)ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理によっている金利スワ

ップについては、有効性の判定を

省略しております。 

(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 

 

 

(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 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前事業年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

７．その他中間財務諸

表（財務諸表）作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前事業年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

――――― （役員退職慰労引当金） 

 役員退職慰労金は、従来支出時の費用とし

て処理していましたが、当中間会計期間よ

り、内規に基づく当中間会計期間末の要支給

額を役員退職慰労引当金として計上する方

法に変更しました。これは「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引当金等に関する監

査上の取扱い」（監査・保証実務委員会報告

第42号）が公表されたことを契機に、役員の

退職時の費用を在任期間にわたり合理的に

配分することにより、期間損益の適正化及び

財務体質の健全化を図るために行ったもの

であります。 

 この変更により、当中間会計期間にかかる

発生額2,820千円を販売費及び一般管理費

に、また過年度相当額50,752千円を特別損失

に計上しております。この結果、従来の方法

に比べ、営業利益及び経常利益はそれぞれ

2,820千円減少し、税引前中間純利益は

53,752千円減少しております。 

――――― 

   

 

追加情報 

前中間会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前事業年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

(店舗における自動販売機の設置に係る受取手

数料の計上区分) 

 従来、店舗における自動販売機の設置に係

る受取手数料は、営業外収益の「受取手数料」

に含めて処理しておりましたが、当中間会計

期間より売上高に含めて計上しております。

これにより、従来と同一の方法によった場合

と比べ、売上高、売上総利益及び営業利益は

それぞれ28,882千円多く計上されておりま

す。 

――――― (店舗における自動販売機の設置に係る受取手

数料の計上区分) 

 従来、店舗における自動販売機の設置に係

る受取手数料は、営業外収益の「受取手数料」

に含めて処理しておりましたが、当事業年度

より売上高に含めて計上しております。これ

により、従来と同一の方法によった場合と比

べ、売上高、売上総利益および営業利益はそ

れぞれ54,410千円多く計上されております。
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成19年２月28日） 

当中間会計期間末 

（平成20年２月29日） 

前事業年度末 

（平成19年８月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,076,841千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,874,998千円

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,541,685千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

（1） 担保に供している資産 

建物       106,576千円 

土地      1,130,268      

計       1,236,844      

 

（2）上記に対応する債務 

一年内返済予定長期借入金 

128,280千円 

長期借入金     1,171,720 

計             1,300,000 

※２ 担保資産及び担保付債務 

(1)担保に供している資産 

建物       100,530千円 

土地      1,130,268      

計       1,230,798     

 

（2）上記に対応する債務 

 

長期借入金    1,300,000千円 

計            1,300,000 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

（1）担保に供している資産 

建物      103,422千円 

土地     1,130,268      

計      1,233,690      

 

（2）上記に対応する債務 

 

長期借入金    1,300,000千円 

計            1,300,000 

 

３ 偶発債務 

関係会社の金融機関からの借入金に

対する保証 

㈱商研           210,000千円 

 

３ 偶発債務 

関係会社の金融機関からの借入金に

対する保証 

㈱商研           210,000千円 

 

３ 偶発債務 

関係会社の金融機関からの借入金に

対する保証 

㈱商研      210,000千円 

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含めて表示してお

ります。 

 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

 

※４  

――――――― 

 

５ 当社においては、設備資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行５行と協調融資

方式による当座貸越契約及び貸出コミ

ットメント契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 
3,000,000千円 

借入実行残高 1,000,000     

差引額 2,000,000     
 

 ５ 当社においては、設備資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行５行と協調融資

方式による当座貸越契約及び貸出コミ

ットメント契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 
3,000,000千円 

借入実行残高 －      

差引額 3,000,000     

  ５ 

――――――― 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前事業年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息            2,987千円 

受取配当金          2,000 

受取手数料          4,030 

賃貸料             20,880 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息           3,402千円 

受取配当金         2,000 

受取手数料         1,649 

賃貸料            25,505 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息           6,276千円 

受取配当金         2,002 

受取手数料         5,772 

賃貸料            41,879 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息          33,263千円 

賃借料            17,765 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息          71,623千円 

賃借料       23,699 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息           80,819千円 

賃借料            35,531 

 

※３  

――――― 

※３  特別利益のうち主要なもの 

    退職給付引当金戻入 

             22,976千円 

※３  特別利益のうち主要なもの 

    固定資産売却益 

     車両運搬具      30千円 

    貸倒引当金戻入    302千円  

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 

建物               2,945千円 

什器備品            264 

その他（有形固定資産） 

            99 

役員退職慰労金   22,775千円 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 

建物             19,400千円 

什器備品           309 

その他（有形固定資産） 

         1,336 

その他（投資その他の資産）   

           1,543 

     役員退職慰労引当金繰入額 

50,752千円 

賃貸借契約解約損  5,751千円 

火災による損失   3,130千円 

減損損失      66,867千円 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 

建物       7,421千円 

什器備品          1,195 

その他（有形固定資産） 

       2,389 

その他（投資その他の資産）   

            273 

         減損損失      40,121千円 
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前中間会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前事業年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

 

 

  
当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単
位について、各店舗及び各賃貸資産を基本単位
としてグルーピングしております。 
営業活動から生ずる損益が継続してマイナス
である資産グループについて減損を認識し、
各々の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当
該減少額を減損損失として計上いたしました。

場所 用途 種類 減損損失
(千円) 

宮城県 店舗 
（1店）

建物、構築
物、什器備
品、長期前
払費用 

15,427 

茨城県 店舗 
（1店）

建物、什器
備品、長期
前払費用

2,713 

岐阜県 店舗 
（1店）

建物、什器
備品、長期
前払費用

1,210 

兵庫県 店舗 
（2店）

建物、構築
物、長期前
払費用 

19,673 

山口県 店舗 
（1店）

建物、什器
備品 

641 

香川県 店舗 
（1店）

建物、構築
物、長期前
払費用 

2,723 

福岡県 店舗 
（2店）

建物、構築
物、什器備
品 

3,424 

熊本県 店舗 
（2店）

建物、構築
物、什器備
品、長期前
払費用 

21,054 

減損損失の内訳は以下のとおりであります。 

科目 金額（千円） 

建物 37,448

什器備品 17,413

その他（有形固定資産） 5,081

その他 
（投資その他の資産） 6,925

なお、当該資産グループの回収可能価額は、使
用価値がマイナスであり、また処分価値もない
と認められるため回収可能価額を零として評
価しております。 

 

 
  当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位
について、各店舗及び各賃貸資産を基本単位とし
てグルーピングしております。 
営業活動から生ずる損益が継続してマイナス
である資産グループについて減損を認識し、各々
の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少
額を減損損失として計上いたしました。 

場所 用途 種類 減損損失
(千円) 

大阪府 店舗 
（2店） 

建物、構築
物、什器備
品、長期前
払費用 

19,785 

香川県 店舗 
（1店） 

建物、什器
備品、長期
前払費用 

10,360 

福岡県 店舗 
（1店） 

建物、什器
備品、長期
前払費用 

9,974 

減損損失の内訳は以下のとおりであります。 

科目 金額（千円） 

建物 15,844

什器備品 20,082

その他 
（有形固定資産） 

586

その他 
（投資その他の資産） 

3,607

なお、当該資産グループの回収可能価額は、
使用価値がマイナスであり、また処分価値も
ないと認められるため回収可能価額を零とし
て評価しております。 

   

５ 減価償却実施額 

有形固定資産      415,858千円 

無形固定資産       16,621 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産      385,707千円 

無形固定資産       17,490 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産      903,492千円 

無形固定資産       34,556  
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

 

前中間会計期間(自 平成18年９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) 

当中間会計期間増加株

式数(株) 

当中間会計期間減少株

式数(株) 

当中間会計期間末株式

数(株) 

普通株式 1,900 － － 1,900

合計 1,900 － － 1,900

 

当中間会計期間(自 平成19年９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) 

当中間会計期間増加株

式数(株) 

当中間会計期間減少株

式数(株) 

当中間会計期間末株式

数(株) 

普通株式 1,900 － － 1,900

合計 1,900 － － 1,900

 

前事業年度(自 平成18年９月１日 至 平成19年８月31日) 

自己株式の種類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数

(株) 

当事業年度減少株式数

(株) 

当事業年度末株式数

(株) 

普通株式 1,900 － － 1,900

合計 1,900 － － 1,900

 

 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前事業年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料 
 

１年内 122,645千円

１年超 439,790  

合計 562,435 
  

 
１年内 101,322千円

１年超 310,315 

合計 411,637 
  

 
１年内 111,462千円

１年超 355,906 

合計 467,369 
  

 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前事業年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

 

１株当たり純資産額 1,234.82円 

１株当たり中間純利益金額 60.83円 

  

 

１株当たり純資産額 1,275.83円 

１株当たり中間純利益金額 44.10円 

  

 

１株当たり純資産額 1,244.24円

１株当たり当期純利益金額 69.42円

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在していな

いため記載しておりません。 

 

 

 （注） １株当たり中間（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。 

 

前中間会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日） 

前事業年度 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日） 

中間（当期）純利益（千円） 603,983 452,408 700,793 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 603,983 452,408 700,793 

期中平均株式数（千株） 9,928 10,258 10,094 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

(2）【その他】 

該当事項はありません。 

 

 

 


