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（百万円未満切捨て） 

１．20年８月中間期の連結業績（平成20年２月21日～平成20年８月20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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 9,948 △5.0 202 49.6 201 20.3 161 118.4

19年８月中間期 10,472 △9.0 135 △73.9 167 △68.9 73 △79.8

20年２月期 20,431 ― 117 ― 140 ― △250 ―
 

 
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)当期純利益 

 円 銭 円 銭

20年８月中間期 14.46 ― 

19年８月中間期 6.62 ― 

20年２月期 △22.42 ― 

（参考）持分法投資損益  20年８月中間期 ― 百万円  19年８月中間期 ― 百万円  20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８月中間期 10,122 2,193 21.6 195.99 

19年８月中間期 11,140 2,363 21.2 211.11 

20年２月期 10,311 2,019 19.6 180.39 

（参考）自己資本   20年８月中間期 2,190百万円  19年８月中間期 2,360百万円  20年２月期 2,016百万円 

 

(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８月中間期 126 76 △200 951 

19年８月中間期 117 △190 △112 939 

20年２月期 417 △156 △413 960 

 
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 

 円 銭 円 銭 円 銭

20年２月期 ― ― 0.00 

21年２月期 ―  

21年２月期（予想）  10.00 
10.00 

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

（％表示は対前期増減率） 

 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 20,120 △1.5 610 417.8 610 334.6 250 ― 22.37 

S001632
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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に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

 

（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８月中間期 11,215,678株  19年８月中間期 11,215,678株  20年２月期 11,215,678株 

② 期末自己株式数 

    20年８月中間期   39,243株  19年８月中間期   36,290株  20年２月期   37,555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、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 
１．20年８月中間期の個別業績（平成20年２月21日～平成20年８月20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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 9,939 △4.9 189 82.4 201 35.9 163 156.5

19年８月中間期 10,452 △9.1 103 △79.0 147 △71.6 63 △82.0

20年２月期 20,412 ― 76 ― 111 ― △268 ―

 

 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 円 銭 

20年８月中間期 14.65  

19年８月中間期 5.71 

20年２月期 △23.99 

 

(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８月中間期  9,872 1,982 20.1 177.34 

19年８月中間期 10,829 2,131 19.7 190.67 

20年２月期 10,031 1,793 17.9 160.44 

（参考）自己資本   20年８月中間期 1,982百万円  19年８月中間期 2,131百万円  20年２月期 1,793百万円 

 

２．21年２月期の個別業績予想（平成20年２月21日～平成21年２月20日） 
（％表示は対前期増減率） 

 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 20,100 △1.5 590 669.7 600 440.1 250 ― 22.37 

 

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であります。従いまして、実際の業績は様々な

要因により、これら業績予想とは異なることがありますことをご了承下さい。 
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１．経営成績 

(1)経営成績に関する分析 

①当中間期の経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速や原油・原材料価格の高騰の影

響に伴う企業収益の減少により、雇用情勢は悪化し、企業の設備投資は弱含みで推移いたしま

した。また、諸物価の上昇による生活防衛意識の高まりで個人消費意欲は減退し、今後の先行

き不透明感の拡がりから、景気の減速懸念が強まっております。 

当社グループが属する衣料品小売業界におきましては、大型小売店販売額は前年比で0.3％減

少いたしましたが、婦人・子供服・洋品販売額においては、前年比で5.4％の減少と他の販売額

に比べても、非常に厳しい状況でありました。 

こうした状況の中、当社グループは、平成23年２月期を 終年度とする「中期経営計画

（CS10）」に基づき、①ショップブランド戦略、②商品戦略、③販売戦略、④組織・人事戦略、

⑤コーポレート・ガバナンス政策を重点項目として、新たな収益計画の達成に向けて全社一丸

となり取組んで参りました。 

当中間連結会計期間の経営成績につきましては、生活必需品等の値上がりなどによる個人消

費の低迷やゴールデンウィーク後の商品対応の遅れなどにより、既存店売上高伸び率は5.8％減

と非常に厳しく、売上高は５億24百万円減収の99億48百万円（前年同期比5.0％減）となりまし

た。 

また、利益面につきましては、適時・適量の在庫コントロールの効果により、売上総利益率

は52.2％と前年同期比で1.9ポイント改善いたしましたが、売上高の減少に伴い売上総利益は71

百万円減益となりました。しかしながら、販売費・管理費等の削減が効を奏した結果、営業利

益は前中間連結会計期間に比べ66百万円増益の２億２百万円（前年同期比49.6％増）、経常利

益は前中間連結会計期間に比べ34百万円増益の２億１百万円（前年同期比20.3％増）となりま

した。中間純利益につきましては、１億61百万円（前年同期比118.4％増）と前中間連結会計期

間に比べ87百万円の増益となりました。 

 

1）レディス小売部門 

当社グループの主力であるレディス小売部門は、春はワンピースやショートパンツといった

ボヘミアン調のファッション傾向を中心に展開し、初夏から夏にかけてはサファリやエスニッ

クテイストが加わり、布帛スモック、クチュール系カットソー、クロップドパンツ、デニムサ

ロペットを中心に動きが見られ、布帛トップス、カットソー、水着が好調に推移いたしました。

しかしながら、ゴールデンウィーク後の品揃えの切替対応の遅れや、梅雨入り後の降水量が平

年を上回る天候不順が影響し、梅雨明け後の恵まれた天候にも係らず、当中間連結会計期間の

既存店売上高伸び率は5.9％減と非常に厳しい結果に終わりました。 

このような状況下、Peakイーラde沼津店始め６店舗を新規に出店し、ショップブランド戦略

を推進するべく、３店舗の改装・改修を実施し、５店舗を退店いたしました。その結果、当中

間連結会計期間末の店舗数は、281店舗となり前中間連結会計期間末に比べ１店舗減少いたしま

した。 

売上高は、94億12百万円（前年同期比4.5％減）と前中間連結会計期間に比べ４億41百万円の
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減収となりました。 

ショップブランド別の店舗数の内訳は、「ルシカ」20店舗、「ファズビー」２店舗、「ホレ

ストハート」２店舗、「エスアイツーシー」40店舗、「キャンディリング」９店舗、「ナウヒ

ア」14店舗、「ピーク」54店舗、「ドゥビサージュ」５店舗、「スズタン」110店舗、「ザ・テ

ップ」１店舗、ラージサイズの「スプル」９店舗、「カブリ」15店舗となっております。 

 

2）メンズ小売部門 

当社グループのメンズ小売部門は、布帛トップスとニットカットソーのウェアリングに堅調

な動きがみられましたが、トータルコーディネイトまでの拡がりが見られなかったことからボ

トムスが苦戦し、また、グッズの主軸であるベルト、バッグの落ち込みにより大きく前年を割

り込む結果となり、既存店売上高伸び率は4.2％減と厳しい状況でありました。店舗につきまし

ては、新規にRseek天神コア店１店舗を出店し、１店舗を退店した結果、当中間連結会計期間末

の店舗数は、18店舗となりました。 

ショップブランド別の店舗数の内訳は「ロードス」14店舗、「ラジカルスポット」３店舗、

「アールシーク」１店舗となっております。 

売上高は５億34百万円（前年同期比13.6％減）と前中間連結会計期間に比べ83百万円の減収

となりました。 

 

3）衣料卸売部門 

当中間連結会計期間における当社グループ外に対する卸売高は１百万円（前年同期比73.5％

増）と前中間連結会計期間に比べ591千円の増収となりました。 

 

②販売実績 

前中間連結会計期間 

(自 平成19年2月21日 

至 平成19年8月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年2月21日 

至 平成20年8月20日) 区分 

売上高 

（千円） 

構成比

（％）

売上高 

（千円） 

構成比

（％） 

前年同期比

（％） 

ドレス･アウター 1,157,645 11.1 1,127,476 11.3 △2.6

布帛トップス 748,880 7.1 832,320 8.4 11.1

セータートップス 1,170,322 11.2 875,323 8.8 △25.2

カットソートップス 2,966,674 28.3 3,094,390 31.1 4.3

スカート・パンツ 2,132,221 20.4 1,905,155 19.1 △10.6

ファッション雑貨他 1,678,264 16.0 1,578,302 15.9 △6.0

レディス小売部

門 

小計 9,854,008 94.1 9,412,968 94.6 △4.5

メンズ小売部門 商品売上高 618,018 5.9 534,165 5.4 △13.6

衣料卸売部門 商品売上高 805 0.0 1,396 0.0 73.5

合計 10,472,832 100.0 9,948,530 100.0 △5.0

(注)1.金額は販売価格によります。 

2.表示金額の記載につきましては、千円未満を切り捨てて表示しております。 

3.「ファッション雑貨他」には、水着等が含まれております。 

4.上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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③通期の見通し 

通期の見通しにつきましては、原油・原材料価格の高騰を背景に設備投資や個人消費の伸び

が鈍化する状況下にあり、国内景気の減速は現実味を帯びたものとなり、衣料品小売業界にお

いても、個人消費意欲の減退による衣料品への支出の減少や少子高齢化によるマーケットの縮

小等、企業間・業態間の格差は一層鮮明さを増すものと予想されます。 

こうした状況下、当社グループは売上総利益率の向上（商品戦略）、人時売上高の向上（販

売戦略）、１店舗当たり年間売上高の向上（出店戦略）を３つの重点戦略とし、商品戦略と連

動した販売戦略を推進し、各ショップブランドの確立による出店戦略を進め、三位一体となっ

ての相乗効果で営業力強化を図り、｢中期経営計画（CS10）｣の実現に取組んで参ります。 

下期の新規出店につきましては、９店舗を出店し、通期では16店舗を計画しております。 

以上の状況を踏まえ、通期連結業績予想につきましては、売上高201億20百万円（前年同期比

1.5％減）、営業利益６億10百万円（同417.8％増）、経常利益６億10百万円（同334.6％増）、

当期純利益２億50百万円（前連結会計年度は当期純損失２億50百万円）を見込んでおります。 

 

(2)財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

当中間連結会計期間末の総資産は、101億22百万円（前年同期比9.1％減）と前中間連結会計

期間末に比べ10億18百万円減少いたしました。それは主にたな卸資産の減少による流動資産の

減少と長期差入保証金の回収等による固定資産の減少によるものであります。 

 

（ロ）負債 

当中間連結会計期間末の流動負債は、借入金の返済等により前中間連結会計期間末に比べ７

億42百万円減少の58億71百万円（同11.2％減）となりました。 

固定負債は前中間連結会計期間末に比べ１億５百万円減少の20億57百万円（同4.9％減）とな

りました。 

 

（ハ）純資産 

当中間連結会計期間末の純資産は、21億93百万円（同7.2％減）と前中間連結会計期間末に比

べ１億70百万円減少いたしました。それは、利益剰余金の減少によるものであります。 

また、自己資本比率は21.6％と対前年同期比で0.4ポイント良化いたしました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により１億26百

万円増加し、投資活動により76百万円増加し、財務活動により２億円減少した結果、現金及び

現金同等物の当中間連結会計期間末残高は９億51百万円（前年同期比1.3％増）となりました。 
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（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が前中間連結会計期間に比

べ82百万円増加の２億33百万円となったことにより、また、売上債権は増加しましたが、たな

卸資産の減少等により、１億26百万円の収入となりました。 

この結果、営業活動全体としては前中間連結会計期間に比べ９百万円（7.7％増）の収入の増

加となりました。 

 

（ロ）投資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・フローは、新規出店や改装・改修店への投資等による支出があ

りましたが、退店等に伴う保証金の回収による収入が２億54百万円あった結果、76百万円の収

入となりました。 

前中間連結会計期間は新規出店や改装・改修店への投資及び定期預金の預入による支出によ

り１億90百万円の支出でありました。 

 

（ハ）財務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・フローは、短期借入金の返済等により２億円の支出となりまし

た。 

この結果、財務活動全体としては前中間連結会計期間と比べ88百万円の支出の増加となりま

した。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  
平成18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期 

平成20年８月 

中間期 

自己資本比率 ％ 17.5 21.7 19.6 21.6 

時価ベースの自己資本

比率 
％ 61.1 63.7 22.1 29.8 

債務償還年数 年 7.6 5.2 11.7 18.6 

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ 
倍 24.8 24.8 8.1 4.9 

(注)1.自己資本比率：自己資本／総資産 

2.時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

3.債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー（中間期については、キャッシュ・フロー

を年額に換算するため２倍にしております） 

4.インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

*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。 

*株式時価総額は、中間（期末）株価終値×中間（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。 

*営業キャッシュ・フローは、中間連結（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。有利子負債は中間連結（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、利払いについては、

中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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(3)利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社の配当政策の基本方針といたしましては、当期の業績と将来の事業展開を考慮し、事業の

拡大並びに収益力向上のための内部留保に努めるとともに、株主資本配当率及び配当性向など株

主の利益還元にも十分配慮の上、総合的に判断し、決定すべきものであると考えております。 

当期の剰余金の配当（予想）につきましては、上記の基本方針及び当期の業績を勘案し、１株

当たり10円の期末配当とする予定であります。その結果、当期の配当性向(連結)は44.7％になる

予定であります。 

内部留保資金につきましては、経営体質の強化及び設備投資等、将来の事業展開に役立てるこ

とを基本方針としております。 

 

(4)事業等のリスク 

近の有価証券報告書（平成20年５月14日提出）における内容から重要な変更がないため開示

を省略しております。 
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２．企業集団の状況 

近の有価証券報告書（平成20年５月14日提出）における｢事業系統図（事業の内容）｣及び｢関係会

社の状況｣から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

３．経営方針 

(1)会社の経営の基本方針、(2)中長期的な会社の経営戦略 

平成20年２月期決算短信（平成20年４月３日開示）により開示を行った内容から重要な変更が

ないため開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

     http://www.suzutan.co.jp/ 

（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  

 

(3)会社の対処すべき課題 

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。 
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４． 中間連結財務諸表等 

(1) 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８月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成20年２月20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   939,400 951,942  960,920

２ 受取手形及び売掛金   1,069,917 973,775  752,339

３ たな卸資産   1,332,815 1,124,013  1,326,850

４ 繰延税金資産   4,357 1,921  3,651

５ その他   42,306 65,373  24,642

貸倒引当金   △2,100 △2,100  △2,100

流動資産合計   3,386,697 30.4 3,114,925 30.8  3,066,305 29.7

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物   1,138,899 952,671  967,074

(2) その他   147,199 103,020  118,336

有形固定資産合計   1,286,098 11.5 1,055,692 10.4  1,085,411 10.5

２ 無形固定資産   273,297 2.5 159,869 1.6  216,435 2.1

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   8,100 7,020  8,100

(2) 長期差入保証金   6,966,857 6,385,164  6,696,839

(3) 繰延税金資産   270 442  425

(4) その他   307,541 251,000  263,190

貸倒引当金   △1,088,077 △851,630  △1,025,491

投資その他の資産 
合計 

  6,194,690 55.6 5,791,997 57.2  5,943,062 57.7

固定資産合計   7,754,087 69.6 7,007,559 69.2  7,244,909 70.3

資産合計   11,140,785 100.0 10,122,484 100.0  10,311,215 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成19年８月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成20年２月20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   1,312,489 1,174,141  1,193,511

２ 短期借入金   4,200,000 3,700,000  3,900,000

３ 未払費用   710,523 674,369  684,444

４ 未払法人税等   94,388 87,770  161,872

５ 繰延税金負債   ― 9,867  ―

６ 賞与引当金   87,992 81,815  85,547

７ その他   208,505 143,096  149,137

流動負債合計   6,613,898 59.4 5,871,060 58.0  6,174,512 59.9

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金   1,000,000 1,000,000  1,000,000

２ 繰延税金負債   216 76  179

３ 退職給付引当金   1,122,452 1,021,811  1,078,139

４ 預り保証金   36,130 32,630  34,380

５ その他   4,368 3,328  4,198

固定負債合計   2,163,167 19.4 2,057,846 20.3  2,116,898 20.5

負債合計   8,777,065 78.8 7,928,906 78.3  8,291,411 80.4
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前中間連結会計期間末 

(平成19年８月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成20年２月20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   1,414,203 12.7 1,414,203 14.0  1,414,203 13.7

２ 利益剰余金   982,956 8.8 819,778 8.1  658,263 6.4

３ 自己株式  △35,938 △0.3 △36,858 △0.4  △36,380 △0.3

株主資本合計  

 

2,361,221 21.2 2,197,123 21.7  2,036,085 19.8

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ 繰延ヘッジ損益   △5,120 △0.0 14,661 0.2  △10,798 △0.1

２ 為替換算調整勘定   4,032 0.0 △21,348 △0.2  △8,890 △0.1

評価・換算差額等 
合計 

  △1,087 △0.0 △6,687 △0.0  △19,688 △0.2

Ⅲ 少数株主持分   3,585 0.0 3,141 0.0  3,407 0.0

純資産合計   2,363,719 21.2 2,193,577 21.7  2,019,803 19.6

負債及び純資産合計   11,140,785 100.0 10,122,484 100.0  10,311,215 100.0
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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19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成19年２月21日 
至 平成20年２月20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   10,472,832 100.0 9,948,530 100.0  20,431,741 100.0

Ⅱ 売上原価   5,209,440 49.7 4,756,512 47.8  10,135,538 49.6

売上総利益   5,263,391 50.3 5,192,017 52.2  10,296,202 50.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 店舗使用料  1,791,851 1,782,615 3,579,855 

２ 給料手当  1,670,473 1,658,437 3,429,255 

３ 賞与引当金繰入  87,992 81,815 85,547 

４ 退職給付費用  35,038 19,341 68,608 

５ 減価償却費  185,358 166,797 377,425 

６ その他  1,357,541 5,128,254 49.0 1,280,904 4,989,912 50.2 2,637,698 10,178,391 49.8

営業利益   135,136 1.3 202,105 2.0  117,811 0.6

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  5,198 2,908 9,090 

２ 受取配当金  ― ― 30 

３ 仕入割引  22,250 21,852 44,387 

４ 不動産収入  56,433 54,006 112,867 

５ 受取手数料  4,564 1,557 8,434 

６ 営業補償金  24,517 ― 31,215 

７ 雑収入  1,536 114,501 1.1 1,908 82,233 0.8 5,278 211,306 1.0

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  24,158 26,524 52,825 

２ 貸倒引当金繰入  ― 4,000 21,723 

３ 不動産原価  52,100 50,516 103,954 

４ 雑支出  5,818 82,077 0.8 1,712 82,754 0.8 10,255 188,758 0.9

経常利益   167,560 1.6 201,584 2.0  140,359 0.7
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前中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成19年２月21日 
至 平成20年２月20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
(％)

Ⅵ 特別利益    

１ 貸倒引当金戻入益  13,169 47,480 38,041 

２ その他  ― 13,169 0.1 ― 47,480 0.5 952 38,994 0.2

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※１ 14,886 13,336 39,859 

２ 減損損失 ※２ 14,866 1,513 239,375 

３ 投資有価証券評価損  ― 29,753 0.3 1,080 15,930 0.2 ― 279,234 1.4

税金等調整前 
中間純利益又は 
税金等調整前 
当期純損失(△) 

  150,976 1.4 233,135 2.3  △99,881 △0.5

法人税、住民税及び 
事業税 

 77,156 69,778 150,369 

法人税等調整額  △411 76,745 0.7 1,630 71,408 0.7 125 150,494 0.7

少数株主利益   244 0.0 145 0.0  330 0.0

中間純利益又は 
当期純損失(△) 

  73,987 0.7 161,581 1.6  △250,706 △1.2
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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19年２月21日 至 平成19年８月20日) 

 

株主資本 
 

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年２月20日残高(千円) 1,414,203 1,020,792 △34,341 2,400,654

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △111,823  △111,823

 中間純利益 73,987  73,987

 自己株式の取得 △1,596 △1,596

 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) 

 

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
― △37,836 △1,596 △39,432

平成19年８月20日残高(千円) 1,414,203 982,956 △35,938 2,361,221

 

評価・換算差額等 
 

繰延ヘッジ損益
為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成19年２月20日残高(千円) △516 △854 △1,370 3,419 2,402,703

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △111,823

 中間純利益  73,987

 自己株式の取得  △1,596

 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) 

△4,603 4,886 283 165 448

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△4,603 4,886 283 165 △38,984

平成19年８月20日残高(千円) △5,120 4,032 △1,087 3,585 2,363,719
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当中間連結会計期間(自 平成20年２月21日 至 平成20年８月20日) 

 

株主資本 
 

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成20年２月20日残高(千円) 1,414,203 658,263 △36,380 2,036,085

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  

 中間純利益 161,581  161,581

 自己株式の取得 △577 △577

 自己株式の処分 △66 100 34

 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) 

 

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
― 161,515 △477 161,038

平成20年８月20日残高(千円) 1,414,203 819,778 △36,858 2,197,123

 

評価・換算差額等 
 

繰延ヘッジ損益
為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成20年２月20日残高(千円) △10,798 △8,890 △19,688 3,407 2,019,803

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  

 中間純利益  161,581

 自己株式の取得  △577

 自己株式の処分  34

 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) 

25,459 △12,458 13,001 △265 12,735

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

25,459 △12,458 13,001 △265 173,773

平成20年８月20日残高(千円) 14,661 △21,348 △6,687 3,141 2,193,577
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前連結会計年度(自 平成19年２月21日 至 平成20年２月20日) 

 

株主資本 
 

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年２月20日残高(千円) 1,414,203 1,020,792 △34,341 2,400,654

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △111,823  △111,823

 当期純損失(△) △250,706  △250,706

 自己株式の取得 △2,039 △2,039

 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 
(千円) ― △362,529 △2,039 △364,569

平成20年２月20日残高(千円) 1,414,203 658,263 △36,380 2,036,085

 

評価・換算差額等 
 

繰延ヘッジ損益
為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成19年２月20日残高(千円) △516 △854 △1,370 3,419 2,402,703

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当  △111,823

 当期純損失(△)  △250,706

 自己株式の取得  △2,039

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額) 

△10,281 △8,036 △18,317 △12 △18,330

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

△10,281 △8,036 △18,317 △12 △382,899

平成20年２月20日残高(千円) △10,798 △8,890 △19,688 3,407 2,019,803
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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19年２月21日 

至 平成19年８月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年２月21日 

至 平成20年８月20日) 

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19年２月21日 

至 平成20年２月20日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

 １ 税金等調整前中間純利益又は 

   税金等調整前当期純損失(△) 
 150,976 233,135 △99,881

 ２ 減価償却費  185,574 166,979 377,858

３ 減損損失  14,866 1,513 239,375

 ４ 貸倒引当金の増減額(減少は△)  △13,169 △43,480 △16,318

 ５ 賞与引当金の増減額(減少は△)  △7,692 △3,732 △10,137

 ６ 退職給付引当金の増減額 

    (減少は△) 
 △39,084 △56,328 △83,397

 ７ 受取利息及び受取配当金  △5,198 △2,908 △9,121

 ８ 支払利息  24,158 26,524 52,825

 ９ 投資有価証券評価損  ― 1,080 ―

 10 固定資産除却損  14,886 13,336 39,859

 11 売上債権の増減額(増加は△)  △230,487 △222,223 84,376

 12 たな卸資産の増減額(増加は△)  22,900 202,253 27,915

 13 仕入債務の増減額(減少は△)  162,706 △17,440 46,977

 14 未払金の増減額(減少は△)  4,695 △24,641 23,448

 15 未払消費税等の増減額(減少は△)  △33,334 38,624 △46,709

 16 未払費用の増減額(減少は△)  35,542 △10,201 8,885

 17 その他  △7,733 △9,589 △27,758

    小計  279,606 292,903 608,197

 18 利息及び配当金の受取額  3,611 4,264 7,384

 19 利息の支払額  △23,567 △25,967 △51,522

 20 法人税等の支払額  △143,014 △146,106 △147,651

 21 法人税等の還付額  625 1,170 625

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー 
 117,260 126,263 417,032

 



（株）鈴丹（8193） 平成21年２月期 中間決算短信 

  ― 18 ―  

 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日 

至 平成19年８月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年２月21日 

至 平成20年８月20日) 

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19年２月21日 

至 平成20年２月20日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

 １ 定期預金の預入による支出  △100,000 ― △100,000

 ２ 有形固定資産の取得による支出  △175,022 △98,207 △351,120

 ３ 無形固定資産の取得による支出  ― △2,550 △2,000

 ４ 長期前払費用の取得による支出  △18,475 △19,714 △34,807

 ５ 保証金の支払による支出  △127,610 △55,385 △230,017

 ６ 保証金の回収による収入  232,579 254,556 564,694

 ７ 預り保証金の返還による支出  △1,750 △1,750 △3,500

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー 
 △190,279 76,949 △156,751

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

 １ 短期借入による収入  4,800,000 4,000,000 9,500,000

 ２ 短期借入金の返済による支出  △4,800,000 △4,200,000 △9,800,000

 ３ 自己株式の取得による支出  △1,596 △577 △2,039

 ４ 自己株式の売却による収入  ― 34 ―

 ５ 配当金の支払額  △110,873 △155 △111,135

 ６ 少数株主への配当金の支払額  △179 △156 △179

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー 
 △112,649 △200,855 △413,354

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額 
 4,403 △11,336 △6,671

Ⅴ 現金及び現金同等物 

  の増減額(減少は△) 
 △181,265 △8,978 △159,744

Ⅵ 現金及び現金同等物 

  の期首残高 
 1,120,665 960,920 1,120,665

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高 
※１ 939,400 951,942 960,920
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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19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日) 

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

１ 連結の範囲に関す

る事項 

 子会社は、全て連結して

おります。 

 連結子会社の数 ２社 

 連結子会社名は、鈴丹時

装有限公司、鈴丹ビックス

㈱であります。 

同左 同左 

２ 持分法の適用に関

する事項 

非連結子会社及び関連会

社がないため、該当事項は

ありません。 

同左 同左 

３ 連結子会社の中間

決算日(事業年度)

等に関する事項 

 連結子会社のうち鈴丹時

装有限公司の中間決算日は

６月30日であります。中間

連結財務諸表の作成にあた

っては同日現在の中間財務

諸表を使用し、中間連結決

算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必

要な調整を行っておりま

す。 

同左  連結子会社のうち鈴丹時

装有限公司の決算日は12月

31日であります。連結財務

諸表の作成にあたっては、

同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生

じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行

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 

 ① 有価証券 

   その他有価証券 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① 有価証券 

   その他有価証券 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① 有価証券 

   その他有価証券 

     時価のないもの 

     移動平均法によ

る原価法 

    時価のないもの 

同左 

    時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

   商品 ：売価還元原

価法による

原価法 

   貯蔵品： 終仕入原

価法による

原価法 

 ② たな卸資産 

同左 

 ② 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19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日) 

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

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

   当社及び国内連結子

会社は定率法を、在

外連結子会社は所在

地国の会計基準に基

づく定額法を採用し

ております。取得原

価で、什器備品の約

3.0％が定額法によ

り償却されておりま

す。 

   ただし、当社及び国

内連結子会社におい

ては、平成10年４月

１日以降取得した建

物（建物附属設備を

除く）については定

額法によっておりま

す。 

   なお、主な耐用年数

は次のとおりであり

ます。 

    建物及び構築物 

３年～30年

 

（会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社

は、法人税法の改正（（所

得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日

法律第６号）及び（法人税

法施行令の一部を改正する

政令 平成19年３月30日

政令第83号））に伴い、当

中間連結会計期間から、平

成19年４月１日以降に取得

したものについては、改正

後の法人税法に基づく方法

に変更しております。 

 なお、これに伴う損益へ

の影響は軽微であります。

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

   当社及び国内連結子

会社は定率法を、在

外連結子会社は所在

地国の会計基準に基

づく定額法を採用し

ております。取得原

価で、什器備品の約

2.8％が定額法によ

り償却されておりま

す。 

   ただし、当社及び国

内連結子会社におい

ては、平成10年４月

１日以降取得した建

物（建物附属設備を

除く）については定

額法によっておりま

す。 

   なお、主な耐用年数

は次のとおりであり

ます。 

    建物及び構築物 

５年～15年

 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社

は、法人税法の改正（（所

得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日

法律第６号）及び（法人税

法施行令の一部を改正する

政令 平成19年３月30日

政令第83号））に伴い、当

中間連結会計期間から、平

成19年３月31日以前に取得

したものについては、償却

可能限度額まで償却が終了

した翌年から５年間で均等

償却する方法によっており

ます。 

なお、これに伴う損益へ

の影響は軽微であります。

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

   当社及び国内連結子

会社は定率法を、在

外連結子会社は所在

地国の会計基準に基

づく定額法を採用し

ております。取得原

価で、什器備品の約

2.9％が定額法によ

り償却されておりま

す。 

   ただし、当社及び国

内連結子会社におい

ては、平成10年４月

１日以降取得した建

物(建物附属設備を

除く)について定額

法によっておりま

す。 

   なお、主な耐用年数

は次のとおりであり

ます。 

   建物及び構築物 

３年～30年

（会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社

は、法人税法の改正（（所

得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日

法律第６号）及び（法人税

法施行令の一部を改正する

政令 平成19年３月30日

政令第83号））に伴い、当

連結会計年度から、平成19

年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の

法人税法に基づく方法に変

更しております。 

 なお、これに伴い営業利

益及び経常利益は3,953千

円減少し、税金等調整前当

期純損失は3,953千円増加

しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日) 

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

  ② 無形固定資産 

   （ソフトウェア） 

   見込利用可能期間 

   （５年）に基づく定

額法によっておりま

す。 

 ② 無形固定資産 

   （ソフトウェア） 

同左 

 ② 無形固定資産 

   （ソフトウェア） 

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 

 ③ 長期前払費用 

同左 

 (3) 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

勘案し、回収不能見

込額を計上しており

ます。 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

(3) 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 

   従業員の賞与の支給

に充てるために支給

見込額のうち当中間

連結会計期間負担額

を計上しておりま

す。 

 ② 賞与引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給

に充てるために支給

見込額のうち当連結

会計年度負担額を計

上しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日) 

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

  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

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

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。なお、会計

基準変更時差異（当

初1,021,906千円、

処理年数15年）につ

いて、平成14年２月

期に大量退職者に係

る部分を一時償却し

た残額512,855千円

から、さらに厚生年

金基金の代行部分に

ついて平成15年２月

に厚生労働大臣から

将来分支給義務免除

の認可を受けたこと

に伴い、代行部分に

係る部分の一時償却

額を控除した後の未

処理額215,476千円

を残存処理年数13年

により按分した額を

費用処理することと

しております。ま

た、過去勤務債務

は、その発生時の従

業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数

（６年）による定額

法により費用処理し

ております。さらに

数理計算上の差異

は、各連結会計年度

の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以

内の一定年数（６

年）による定額法に

よりそれぞれ発生の

翌連結会計年度から

費用処理しておりま

す。国内連結子会社

は従業員の退職金の

支給に備えるため、

退職金規定に基づく

自己都合による中間

連結会計期間末要支

給額を計上してお

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

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

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。なお、会計

基準変更時差異（当

初1,021,906千円、

処理年数15年）につ

いて、平成14年２月

期に大量退職者に係

る部分を一時償却し

た残額512,855千円

から、さらに厚生年

金基金の代行部分に

ついて平成15年２月

に厚生労働大臣から

将来分支給義務免除

の認可を受けたこと

に伴い、代行部分に

係る部分の一時償却

額を控除した後の未

処理額215,476千円

を残存処理年数13年

により按分した額を

費用処理することと

しております。ま

た、過去勤務債務

は、その発生時の従

業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数

（６年）による定額

法により費用処理し

ております。さらに

数理計算上の差異

は、各連結会計年度

の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以

内の一定年数（６

年）による定額法に

よりそれぞれ発生の

翌連結会計年度から

費用処理しておりま

す。国内連結子会社

は従業員の退職金の

支給に備えるため、

退職金規程に基づく

自己都合による中間

連結会計期間末要支

給額を計上してお

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

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

づき計上しておりま

す。なお、会計基準

変更時差異（当初

1,021,906千円、処

理年数15年）につい

て、平成14年２月期

に大量退職者に係る

部分を一時償却した

残額512,855千円か

ら、さらに厚生年金

基金の代行部分につ

いて平成15年２月に

厚生労働大臣から将

来分支給義務免除の

認可を受けたことに

伴い、代行部分に係

る部分の一時償却額

を控除した後の未処

理額215,476千円を

残存処理年数13年に

より按分した額を費

用処理することとし

ております。また、

過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以

内の一定年数（６

年）による定額法に

より費用処理してお

ります。さらに数理

計算上の差異は、各

連結会計年度の発生

時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一

定年数（６年）によ

る定額法により、そ

れぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処

理しております。 

国内連結子会社は従

業員の退職金の支給

に備えるため、退職

金規程に基づく自己

都合による連結会計

年度末要支給額を計

上しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日) 

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

 (4) 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。 

 (4) 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) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   為替予約が付されて

いる外貨建金銭債務

等については、振当

処理を行っておりま

す。 

(4) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 

    

(5) 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 

  ・ヘッジ手段 

    為替予約取引 

  ・ヘッジ対象 

    外貨建金銭債務等

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

   輸入取引の為替相場

の変動によるリスク

を軽減する目的で先

物為替予約取引を行

い、キャッシュ・フ

ローを固定化してお

ります。 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性評価

の方法 

   振当処理を行った為

替予約は有効性の評

価を省略しておりま

す。 

 ④ ヘッジの有効性評価

の方法 

同左 

 ④ ヘッジの有効性評価

の方法 

同左 

 (6) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

(5) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

   消費税等の会計処理 

   税抜方式を採用して

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 

５ 中間連結(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

満期日が到来する流動性が

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

ない短期的な投資を計上し

ております。 

同左 同左 
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表示方法の変更 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日) 

（中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間において営業外収益の「雑収入」

に含めて表示しておりました「営業補償金」（前中間連

結会計期間160千円）については、営業外収益の100分の

10超となったため、当中間連結会計期間より区分掲記し

ております。 

――― 

 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

項目 
前中間連結会計期間末 
(平成19年８月20日) 

当中間連結会計期間末 
(平成20年８月20日) 

前連結会計年度末 
(平成20年２月20日) 

※１ 有形固定資産の減価償

却累計額 
1,719,669千円 1,772,978千円 1,745,581千円

 

(中間連結損益計算書関係) 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日) 

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

※１ 固定資産除却損の内訳 建物及び構築物 5,338千円

什器備品 204 

長期前払費用 1,196 

解体費用 8,147 

計 14,886 
 

建物及び構築物 5,759千円

機械装置 194 

什器備品 324 

長期前払費用 411 

解体費用 6,646 

計 13,336 
 

建物及び構築物 7,978千円

機械装置 75 

什器備品 498 

長期前払費用 1,309 

解体費用 29,997 

計 39,859 
 

※２ 

 

減損損失 当社グループは以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しまし

た。 

用途 種類 場所 店舗数

店舗設備 建物等 千葉県 ２ 

店舗設備 建物等 愛知県 ２ 

店舗設備 建物等 大阪府他 ２ 

なお、資産のグルーピングはキャ

ッシュ・フローを生み出す 小単

位として、店舗を基本単位として

グルーピングしております。営業

活動から生ずる損益が継続してマ

イナスであり、資産グループの固

定資産簿価を回収できないと判断

した資産グループの帳簿価額を回

収可能価額（０円）まで減額し、

当該減少額を減損損失（14,866千

円）として特別損失に計上いたし

ました。 
 
(減損損失の金額) 

種類 金額 

建物及び構築物 10,492千円

什器備品 792 

長期前払費用 3,581 

計 14,866 
  

当社グループは以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しまし

た。 

用途 種類 場所 店舗数

店舗設備 建物等 兵庫県 １ 

なお、資産のグルーピングはキャ

ッシュ・フローを生み出す 小単

位として、店舗を基本単位として

グルーピングしております。営業

活動から生ずる損益が継続してマ

イナスであり、資産グループの固

定資産簿価を回収できないと判断

した資産グループの帳簿価額を回

収可能価額（０円）まで減額し、

当該減少額を減損損失（1,513千

円）として特別損失に計上いたし

ました。 

 

 
 
(減損損失の金額) 

種類 金額 

建物及び構築物 1,314千円

什器備品 5 

長期前払費用 194 

計 1,513 
 

当社グループは以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しまし

た。 

用途 種類 場所 店舗数

店舗設備 建物等 千葉県 ５ 

店舗設備 建物等 兵庫県 ４ 

店舗設備 建物等 
神奈川県

他 
42 

なお、資産のグルーピングはキャ

ッシュ・フローを生み出す 小単

位として、店舗を基本単位として

グルーピングしております。営業

活動から生ずる損益が継続してマ

イナスであり、資産グループの固

定資産簿価を回収できないと判断

した資産グループの帳簿価額を回

収可能価額（０円）まで減額し、

当該減少額を減損損失（239,375

千円）として特別損失に計上いた

しました。 

(減損損失の金額) 

種類 金額 

建物及び構築物 201,912千円

什器備品 7,161 

長期前払費用 30,301 

計 239,375 
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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19年２月21日 

至 平成19年８月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年２月21日 

至 平成20年８月20日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年２月21日 

至 平成20年２月20日) 

１.発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
発行済株式 

の種類 

 普通株式(千株) 

前連結会計年度末 
株式数 

11,215 

当中間連結会計期間 
増加株式数 

― 

当中間連結会計期間 
減少株式数 

― 

当中間連結会計期間末 
株式数 

11,215 

 

２.自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
自己株式の 

種類 

 普通株式(株) 

前連結会計年度末 
株式数 

33,350 

当中間連結会計期間 
増加株式数 

2,940 

当中間連結会計期間 
減少株式数 

― 

当中間連結会計期間末 
株式数 

36,290 

(注)当中間連結会計期間増加株式数は単元

未満株式の買取りによるものでありま

す。 

 

 

３.配当に関する事項 

配当金支払額 

平成19年５月16日開催の定時株主総会に

おいて次のとおり決議しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

(イ)配当金の総額 111,823千円 

(ロ)１株当たり配当額 10円 

(ハ)基準日 平成19年２月20日 

(ニ)効力発生日 平成19年５月17日 
 

１.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
発行済株式 

の種類 

 普通株式(千株)

前連結会計年度末 
株式数 

11,215 

当中間連結会計期間 
増加株式数 

― 

当中間連結会計期間 
減少株式数 

― 

当中間連結会計期間末
株式数 

11,215 

 

２.自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
自己株式の 

種類 

 普通株式(株) 

前連結会計年度末 
株式数 

37,555

当中間連結会計期間 
増加株式数 

1,794

当中間連結会計期間 
減少株式数 

106

当中間連結会計期間末
株式数 

39,243

(注)当中間連結会計期間増加株式数は単元

未満株式の買取りによるものであり、

当中間連結会計期間減少株式数は単元

未満株式の買増しによるものでありま

す。 

３.配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 
 

１.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
発行済株式 

の種類 

 普通株式(千株)

前連結会計年度末 
株式数 

11,215 

当連結会計年度 
増加株式数 

― 

当連結会計年度 
減少株式数 

― 

当連結会計年度末 
株式数 

11,215 

 

２.自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
自己株式の 

種類 

 普通株式(株) 

前連結会計年度末 
株式数 

33,350

当連結会計年度 
増加株式数 

4,205

当連結会計年度 
減少株式数 

―

当連結会計年度末 
株式数 

37,555

(注)当連結会計年度増加株式数は単元未満

株式の買取りによるものであります。

 

 

 

３.配当に関する事項 

配当金支払額 

平成19年５月16日開催の定時株主総会に

おいて次のとおり決議しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

(イ)配当金の総額 111,823千円

(ロ)１株当たり配当額 10円

(ハ)基準日 平成19年２月20日

(ニ)効力発生日 平成19年５月17日
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(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19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日) 

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

※１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 

現金及び預金勘定 939,400千円

現金及び現金 
同等物 

939,400 

    

※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 

現金及び預金勘定 951,942千円

現金及び現金 
同等物 

951,942 

    

※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 

現金及び預金勘定 960,920千円

現金及び現金 
同等物 

960,920 

    

 

(リース取引関係) 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日) 

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

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引(借主側) 

１. リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

   該当事項はありません。 

該当事項はありません。 １. リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

   該当事項はありません。 

 ２. 未経過リース料中間期末残高

相当額 

   該当事項はありません。 

 ２. 未経過リース料期末残高相当

額 

   該当事項はありません。 

 ３. 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 ―千円

減価償却費 
相当額 

154 

支払利息 
相当額 

― 

 

 ３. 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 ―千円

減価償却費 
相当額 

154 

支払利息 
相当額 

― 

 
 ４. 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方

法 

    リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする

定額法によっておりま

す。 

 ４. 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方

法 

    リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする

定額法によっておりま

す。 

   ・利息相当額の算定方法 

    リース料総額とリース物

件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、

各期への配分方法につい

ては、利息法によってお

ります。 

   ・利息相当額の算定方法 

    リース料総額とリース物

件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、

各期への配分方法につい

ては、利息法によってお

ります。 
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(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

前中間連結会計期間末 
（平成19年８月20日） 

当中間連結会計期間末 
（平成20年８月20日） 

前連結会計年度末 
（平成20年２月20日） 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 
 非上場株式 

8,100 7,020 8,100

計 8,100 7,020 8,100

（注）当中間連結会計期間末において、その他有価証券で時価評価されていない株式について1,080千円の 

   減損処理を行っております。 

 

 (デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末（平成19年８月20日） 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から

除いております。 

 

当中間連結会計期間末（平成20年８月20日） 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から

除いております。 

 

前連結会計年度末（平成20年２月20日） 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から

除いております。 
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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(自 平成19年２月21日 至 平成19年８月20日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「婦人服小売業等」の割合がいず

れも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(自 平成20年２月21日 至 平成20年８月20日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「婦人服小売業等」の割合がいず

れも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成19年２月21日 至 平成20年２月20日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める

「婦人服小売業等」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の

記載を省略しております。 

 

所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成19年２月21日 至 平成19年８月20日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所

在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(自 平成20年２月21日 至 平成20年８月20日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所

在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成19年２月21日 至 平成20年２月20日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割

合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

海外売上高 

前中間連結会計期間(自 平成19年２月21日 至 平成19年８月20日) 

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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成20年２月21日 至 平成20年８月20日) 

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。 

 

前連結会計年度(自 平成19年２月21日 至 平成20年２月20日) 

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。 

 

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日) 

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

１株当たり純資産額 211円11銭 195円99銭 180円39銭

１株当たり中間純利益 
又は１株当たり当期純 
損失(△) 

6円62銭 14円46銭 △22円42銭

 なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失

が計上されており、また、

潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前中間連結会計期間末

(平成19年８月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年８月20日) 

前連結会計年度末 

(平成20年２月20日) 

純資産の部の合計額(千円) 2,363,719 2,193,577 2,019,803

純資産の部の合計額から控除する
金額(千円) 

3,585 3,141 3,407

（うち少数株主持分） (3,585) (3,141) (3,407)

普通株式に係る中間期末(期末)の
純資産額(千円) 

2,360,134 2,190,436 2,016,396

１株当たり純資産額の算定に用い
られた中間期末(期末)の普通株式
の数 (千株) 

11,179 11,176 11,178

 

２ １株当たり中間純利益又は１株当たり当期純損失(△) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日

至 平成19年８月20日)

当中間連結会計期間 

(自 平成20年２月21日 

至 平成20年８月20日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年２月21日

至 平成20年２月20日)

中間純利益又は当期純損失(△) 
(千円) 

73,987 161,581 △250,706

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る中間純利益又は 
普通株式に係る当期純損失(△) 
(千円) 

73,987 161,581 △250,706

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,181 11,177 11,179
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(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． 中間財務諸表等 

(1) 中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成19年８月20日) 

当中間会計期間末 

(平成20年８月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年２月20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   607,208 671,239  667,871

２ 受取手形   4,200 4,200  4,200

３ 売掛金   1,001,344 918,551  689,898

４ たな卸資産   1,345,223 1,129,125  1,324,845

５ その他   43,922 66,871  26,624

貸倒引当金   △2,100 △2,100  △2,100

流動資産合計   2,999,799 27.7 2,787,887 28.2  2,711,340 27.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物   1,126,809 945,135  955,779

(2) その他   156,115 108,702  126,737

有形固定資産合計   1,282,925 11.9 1,053,838 10.7  1,082,517 10.8

２ 無形固定資産   272,124 2.5 158,695 1.6  215,262 2.2

３ 投資その他の資産    

(1) 長期差入保証金   6,958,447 6,376,982  6,688,549

(2) その他   404,121 346,500  359,770

貸倒引当金   △1,088,077 △851,630  △1,025,491

投資その他の資産 
合計 

  6,274,491 57.9 5,871,852 59.5  6,022,828 60.0

固定資産合計   7,829,540 72.3 7,084,386 71.8  7,320,607 73.0

資産合計   10,829,340 100.0 9,872,274 100.0  10,031,947 100.0
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前中間会計期間末 

(平成19年８月20日) 

当中間会計期間末 

(平成20年８月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年２月20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   302,015 251,638  302,307

２ 買掛金   948,758 889,805  853,379

３ 短期借入金   4,200,000 3,700,000  3,900,000

４ 未払費用   713,566 676,976  685,528

５ 未払法人税等   85,354 87,061  155,696

６ 繰延税金負債   ― 9,867  ―

７ 賞与引当金   86,237 80,495  83,747

８ その他 ※３  204,318 141,234  146,574

流動負債合計   6,540,249 60.4 5,837,078 59.1  6,127,233 61.1

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金   1,000,000 1,000,000  1,000,000

２ 退職給付引当金   1,121,432 1,020,561  1,076,939

３ その他   36,130 32,630  34,380

固定負債合計   2,157,563 19.9 2,053,191 20.8  2,111,320 21.0

負債合計   8,697,813 80.3 7,890,270 79.9  8,238,553 82.1

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   1,414,203 13.0 1,414,203 14.3  1,414,203 14.1

２ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  22,368 22,368 22,368 

(2) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  736,013 567,628 404,001 

利益剰余金合計   758,382 7.0 589,997 6.0  426,370 4.3

３ 自己株式   △35,938 △0.3 △36,858 △0.4  △36,380 △0.4

株主資本合計   2,136,647 19.7 1,967,342 19.9  1,804,192 18.0

Ⅱ 評価・換算差額等    

 繰延ヘッジ損益   △5,120 14,661  △10,798

評価・換算差額等 
合計 

  △5,120 △0.0 14,661 0.2  △10,798 △0.1

純資産合計   2,131,527 19.7 1,982,003 20.1  1,793,394 17.9

負債及び純資産合計   10,829,340 100.0 9,872,274 100.0  10,031,947 100.0
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成19年２月21日 
至 平成20年２月20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   10,452,945 100.0 9,939,000 100.0  20,412,510 100.0

Ⅱ 売上原価   5,213,344 49.9 4,769,505 48.0  10,142,323 49.7

売上総利益   5,239,601 50.1 5,169,495 52.0  10,270,187 50.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※５  5,135,623 49.1 4,979,827 50.1  10,193,537 49.9

営業利益   103,977 1.0 189,667 1.9  76,649 0.4

Ⅳ 営業外収益 ※１  125,979 1.2 93,842 0.9  222,882 1.0

Ⅴ 営業外費用 
※２
※５

 82,071 0.8 82,483 0.8  188,443 0.9

経常利益   147,885 1.4 201,026 2.0  111,088 0.5

Ⅵ 特別利益 ※３  13,169 0.1 47,480 0.5  38,994 0.2

Ⅶ 特別損失 ※４  29,719 0.2 15,500 0.2  279,074 1.3

税引前中間純利益 
又は税引前当期 
純損失(△) 

  131,335 1.3 233,006 2.3  △128,991 △0.6

法人税、住民税 
及び事業税 

  67,528 0.7 69,313 0.7  139,213 0.7

中間純利益又は 
当期純損失(△) 

  63,807 0.6 163,693 1.6  △268,204 △1.3
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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19年２月21日 至 平成19年８月20日) 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益 

剰余金 

 
資本金 

利益準備金 

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２月20日残高(千円) 1,414,203 11,186 795,211 806,397 △34,341 2,186,259

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  11,182 △123,005 △111,823  △111,823

 中間純利益  63,807 63,807  63,807

 自己株式の取得  △1,596 △1,596

 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) 

― 11,182 △59,198 △48,015 △1,596 △49,612

平成19年８月20日残高(千円) 1,414,203 22,368 736,013 758,382 △35,938 2,136,647

 

評価・換算差額等 
 

繰延ヘッジ損益
評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年２月20日残高(千円) △516 △516 2,185,742

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △111,823

 中間純利益  63,807

 自己株式の取得  △1,596

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△4,603 △4,603 △4,603

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△4,603 △4,603 △54,215

平成19年８月20日残高(千円) △5,120 △5,120 2,131,527
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当中間会計期間(自 平成20年２月21日 至 平成20年８月20日) 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益 

剰余金 

 
資本金 

利益準備金 

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20年２月20日残高(千円) 1,414,203 22,368 404,001 426,370 △36,380 1,804,192

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当   

 中間純利益  163,693 163,693  163,693

 自己株式の取得  △577 △577

 自己株式の処分  △66 △66 100 34

 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) 

― ― 163,626 163,626 △477 163,149

平成20年８月20日残高(千円) 1,414,203 22,368 567,628 589,997 △36,858 1,967,342

 

評価・換算差額等 
 

繰延ヘッジ損益
評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成20年２月20日残高(千円) △10,798 △10,798 1,793,394

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  

 中間純利益  163,693

 自己株式の取得  △577

 自己株式の処分  34

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

25,459 25,459 25,459

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

25,459 25,459 188,609

平成20年８月20日残高(千円) 14,661 14,661 1,982,003
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前事業年度(自 平成19年２月21日 至 平成20年２月20日) 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益 
剰余金 

 
資本金 

利益準備金 
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２月20日残高(千円) 1,414,203 11,186 795,211 806,397 △34,341 2,186,259

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当  11,182 △123,005 △111,823  △111,823

 当期純損失(△)  △268,204 △268,204  △268,204

 自己株式の取得  △2,039 △2,039

 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) ― 11,182 △391,210 △380,027 △2,039 △382,067

平成20年２月20日残高(千円) 1,414,203 22,368 404,001 426,370 △36,380 1,804,192

 

評価・換算差額等 
 

繰延ヘッジ損益
評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年２月20日残高(千円) △516 △516 2,185,742

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当  △111,823

 当期純損失(△)  △268,204

 自己株式の取得  △2,039

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△10,281 △10,281 △10,281

事業年度中の変動額合計(千円) △10,281 △10,281 △392,348

平成20年２月20日残高(千円) △10,798 △10,798 1,793,394
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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19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成19年２月21日 
至 平成20年２月20日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

    移動平均法による

原価法 

 ② その他有価証券 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

同左 

 

 ② その他有価証券 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

同左 

 

 ② その他有価証券 

    時価のないもの 

    移動平均法による

原価法 

   時価のないもの 

同左 

   時価のないもの 

同左 

    

 (2) たな卸資産 

  商品 ：売価還元原価

法による原価

法 

  貯蔵品： 終仕入原価

法による原価

法 

(2) たな卸資産 

同左 

(2) たな卸資産 

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、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)

については、定額法に

よっております。 

  なお、主な耐用年数は

次のとおりでありま

す。 

   建物 ５年～15年 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 （会計方針の変更） 

  法人税法の改正（（所

得税法等の一部を改正

する法律 平成19年３

月30日 法律第６号）

及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政

令第83号））に伴い、

当中間会計期間から、

平成19年４月１日以降

に取得したものについ

ては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更

しております。 

  なお、これに伴う損益

への影響は軽微であり

ます。 

（追加情報） 

  法人税法の改正（（所

得税法等の一部を改正

する法律 平成19年３

月30日 法律第６号）

及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政

令第83号））に伴い、

当中間会計期間から、

平成19年３月31日以前

に取得したものについ

ては、償却可能限度額

まで償却が終了した翌

年から５年間で均等償

却する方法によってお

ります。 

  なお、これに伴う損益

への影響は軽微であり

ます。 

（会計方針の変更） 

  法人税法の改正（（所

得税法等の一部を改正

する法律 平成19年３

月30日 法律第６号）

及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政

令第83号））に伴い、

当事業年度から、平成

19年４月１日以降に取

得したものについて

は、改正後の法人税法

に基づく方法に変更し

ております。 

  なお、これに伴い営業

利益及び経常利益は、

3,930千円減少し、税

引 前 当 期 純 損 失 は

3,930千円増加してお

ります。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成19年２月21日 
至 平成20年２月20日) 

 (2) 無形固定資産 

  （ソフトウェア） 

  見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法に

よっております。 

(2) 無形固定資産 

  （ソフトウェア） 

同左 

(2) 無形固定資産 

  （ソフトウェア） 

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 

(3) 長期前払費用 

同左 

３ 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

能性を勘案し、回収不

能見込額を計上してお

ります。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に

充てるために支給見込

額のうち当中間会計期

間負担額を計上してお

ります。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に

充てるために支給見込

額のうち当期負担額を

計上しております。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成19年２月21日 
至 平成20年２月20日) 

 (3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、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。な

お、会計基準変更時差

異（当初1,021,906千

円、処理年数15年）に

ついて、平成14年２月

期に大量退職者に係る

部分を一時償却した残

額512,855千円から、

さらに厚生年金基金の

代行部分について平成

15年２月に厚生労働大

臣から将来分支給義務

免除の認可を受けたこ

とに伴い、代行部分に

係る部分の一時償却額

を控除した後の未処理

額215,476千円を残存

処理年数13年により按

分した額を費用処理す

ることとしておりま

す。また、過去勤務債

務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数（６

年）による定額法によ

り費用処理しておりま

す。さらに数理計算上

の差異は、各事業年度

の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の

一定年数（６年）によ

る定額法により、それ

ぞれ発生の翌事業年度

から費用処理しており

ます。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、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

づき計上しておりま

す。なお、会計基準変

更 時 差 異 （ 当 初

1,021,906千円、処理

年数15年）について、

平成14年２月期に大量

退職者に係る部分を一

時 償 却 し た 残 額

512,855千円から、さ

らに厚生年金基金の代

行部分について平成15

年２月に厚生労働大臣

から将来分支給義務免

除の認可を受けたこと

に伴い、代行部分に係

る部分の一時償却額を

控除した後の未処理額

215,476千円を残存処

理年数13年により按分

した額を費用処理する

こととしております。

また、過去勤務債務

は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間

以内の一定年数（６

年）による定額法によ

り費用処理しておりま

す。さらに数理計算上

の差異は、各事業年度

の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の

一定年数（６年）によ

る定額法により、それ

ぞれ発生の翌事業年度

から費用処理しており

ます。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成19年２月21日 
至 平成20年２月20日) 

４ 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。 

――― 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 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  為替予約が付されてい

る外貨建金銭債務等に

ついては、振当処理を

行っております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

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 

 ・ヘッジ手段 

  為替予約取引 

 ・ヘッジ対象 

  外貨建金銭債務等 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

  輸入取引の為替相場の

変動によるリスクを軽

減する目的で先物為替

予約取引を行い、キャ

ッシュ・フローを固定

化しております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジの有効性評価の

方法 

  振当処理を行った為替

予約は有効性の評価を

省略しております。 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

６ 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 

税抜方式を採用しており

ます。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

項目 
前中間会計期間末 

（平成19年８月20日） 

当中間会計期間末 

（平成20年８月20日） 

前事業年度末 

（平成20年２月20日） 

※１ 有形固定資産の減価償

却累計額 
1,685,968千円 1,746,981千円 1,713,859千円

 ２ 偶発債務 関係会社「鈴丹時装有限公司」の

金融機関借入に対する保証債務 

47,777千円

(387千米ドル)

関係会社「鈴丹時装有限公司」の

金融機関借入に対する保証債務 

43,293千円

(355千米ドル)

関係会社「鈴丹時装有限公司」の

金融機関借入に対する保証債務 

30,727千円

(284千米ドル)

※３ 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、流動負債の「その

他」に含めております。 

同左 ――― 
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(中間損益計算書関係) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成19年２月21日 
至 平成20年２月20日) 

※１ 営業外収益の主要項目 受取利息 3,174千円

受取配当金 12,793 

仕入割引 22,250 

不動産収入 56,433 

営業補償金 24,517 
 

受取利息 1,429千円

受取配当金 11,668 

仕入割引 21,852 

不動産収入 54,006 
 

受取利息 5,331千円

受取配当金 12,824 

仕入割引 44,387 

不動産収入 112,867 

営業補償金 31,215 
 

※２ 営業外費用の主要項目 支払利息 24,158千円

不動産原価 52,100 
 

支払利息 26,524千円

貸倒引当金繰入 4,000 

不動産原価 50,516 
 

支払利息 52,825千円

貸倒引当金繰入 21,723 

不動産原価 103,954 
 

※３ 特別利益の主要項目 貸倒引当金戻入益 13,169千円
 

貸倒引当金戻入益 47,480千円
 

貸倒引当金戻入益 38,041千円
 

※４ 特別損失の主要項目 固定資産除却損 

建物 5,338千円

什器備品 171 

長期前払費用 1,196 

解体費用 8,147 

計 14,853 
 

固定資産除却損 

建物 2,665千円

構築物 2,949 

什器備品 233 

長期前払費用 411 

解体費用 6,646 

計 12,907 
 

固定資産除却損 

建物 7,978千円

什器備品 413 

長期前払費用 1,309 

解体費用 29,997 

計 39,698 
 

    

 減損損失 

 当社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしまし

た。 

用途 種類 場所 店舗数

店舗設備 建物等 千葉県 ２ 

店舗設備 建物等 愛知県 ２ 

店舗設備 建物等 大阪府他 ２ 

なお、資産のグルーピングはキャ

ッシュ・フローを生み出す 小単

位として、店舗を基本単位として

グルーピングしております。営業

活動から生ずる損益が継続してマ

イナスであり、資産グループの固

定資産簿価を回収できないと判断

した資産グループの帳簿価額を回

収可能価額(０円)まで減額し、当

該減少額を減損損失(14,866千円)

として特別損失に計上いたしまし

た。 
 
(減損損失の金額) 

種類 金額 

建物 10,492千円

什器備品 792 

長期前払費用 3,581 

計 14,866 
  

減損損失 

 当社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしまし

た。 

用途 種類 場所 店舗数

店舗設備 建物等 兵庫県 １ 

なお、資産のグルーピングはキャ

ッシュ・フローを生み出す 小単

位として、店舗を基本単位として

グルーピングしております。営業

活動から生ずる損益が継続してマ

イナスであり、資産グループの固

定資産簿価を回収できないと判断

した資産グループの帳簿価額を回

収可能価額(０円)まで減額し、当

該減少額を減損損失(1,513千円)

として特別損失に計上いたしまし

た。 

 

 
 
(減損損失の金額) 

種類 金額 

建物 1,314千円

什器備品 5 

長期前払費用 194 

計 1,513 

 

投資有価証券評価損 1,080千円
 

減損損失 

 当社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしまし

た。 

用途 種類 場所 店舗数

店舗設備 建物等 千葉県 ５ 

店舗設備 建物等 兵庫県 ４ 

店舗設備 建物等 
神奈川県
他 

42 

なお、資産のグルーピングはキャ

ッシュ・フローを生み出す 小単

位として、店舗を基本単位として

グルーピングしております。営業

活動から生ずる損益が継続してマ

イナスであり、資産グループの固

定資産簿価を回収できないと判断

した資産グループの帳簿価額を回

収可能価額(０円)まで減額し、当

該減少額を減損損失(239,375千

円)として特別損失に計上いたし

ました。 

(減損損失の金額) 

種類 金額 

建物 201,912千円

什器備品 7,161 

長期前払費用 30,301 

計 239,375 
  

※５ 減価償却実施額 有形固定資産 113,853千円

無形固定資産 58,661 
 

有形固定資産 97,809千円

無形固定資産 59,116 
 

有形固定資産 234,999千円

無形固定資産 117,523 
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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19年２月21日 

至 平成19年８月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成20年２月21日 

至 平成20年８月20日) 

前事業年度 

(自 平成19年２月21日 

至 平成20年２月20日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 自己株式の種類 

 普通株式(株) 

前事業年度末株式数 33,350 

当中間会計期間 
増加株式数 

2,940 

当中間会計期間 
減少株式数 

― 

当中間会計期間末 
株式数 

36,290 

(注)当中間会計期間増加株式数は、単元未

満株式の買取りによるものでありま

す。 
  

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 自己株式の種類

 普通株式(株) 

前事業年度末株式数 37,555 

当中間会計期間 
増加株式数 

1,794 

当中間会計期間 
減少株式数 

106 

当中間会計期間末 
株式数 

39,243 

(注)当中間会計期間増加株式数は、単元未

満株式の買取りによるものであり、当

中間会計期間減少株式数は、単元未満

株式の買増しによるものであります。
  

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 自己株式の種類

 普通株式(株) 

前事業年度末株式数 33,350 

当事業年度 
増加株式数 

4,205 

当事業年度 
減少株式数 

― 

当事業年度末株式数 37,555 

(注)当事業年度増加株式数は、単元未満株

式の買取りによるものであります。 
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成19年２月21日 
至 平成20年２月20日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引(借主側) 

１.リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

   該当事項はありません。 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引(借主側) 

   該当事項はありません。 

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引(借主側) 

１.リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

   該当事項はありません。 

２.未経過リース料中間期末残高相

当額 

   該当事項はありません。 

 ２.未経過リース料期末残高相当額 

   該当事項はありません。 

３.支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 ―千円 

減価償却費 
相当額 

154 

支払利息 
相当額 

― 

 

 ３.支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 ―千円

減価償却費 
相当額 

154 

支払利息 
相当額 

― 

 
４.減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。 

 ４.減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。 

  ・利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利

息法によっております。 

   ・利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利

息法によっております。 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成19年８月20日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

当中間会計期間末(平成20年８月20日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

前事業年度末(平成20年２月20日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 

 

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

(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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（添付資料） 

平成 20 年 10 月２日 
株式会社 鈴 丹 

 
１.前期実績および21年2月期の業績予想 
 （連結） 

 20/2期実績 21/2期予想 

 金額 百分比 金額 百分比

対前期 

増減額 

対前期 

増減率 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

売 上 高 20,431 100.0 20,120 100.0 △311 △1.5

売 上 総 利 益 10,296 50.4 10,560 52.5  

販 管 費 10,178 49.8 9,950 49.5  

営 業 利 益 117 0.6 610 3.0 492 417.8

営 業 外 収 益 211 1.0 150 0.7  

営 業 外 費 用 188 0.9 150 0.7  

経 常 利 益 140 0.7 610 3.0 469 334.6

特 別 利 益 38 0.2 47 0.2  

特 別 損 失 279 1.4 257 1.3  

税 金 等 調 整 前 
当 期 純 利 益 

△99 △0.5 400 2.0 499 ―

法 人 税 等 150 0.7 150 0.7  

当 期 純 利 益 △250 △1.2 250 1.2 500 ―

 
 
 （個別） 

 20/2期実績 21/2期予想 

 金額 百分比 金額 百分比

対前期 

増減額 

対前期 

増減率 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

売 上 高 20,412 100.0 20,100 100.0 △312 △1.5

売 上 総 利 益 10,270 50.3 10,530 52.4  

販 管 費 10,193 49.9 9,940 49.5  

営 業 利 益 76 0.4 590 2.9 513 669.7

営 業 外 収 益 222 1.0 160 0.8  

営 業 外 費 用 188 0.9 150 0.7  

経 常 利 益 111 0.5 600 3.0 488 440.1

特 別 利 益 38 0.2 47 0.2  

特 別 損 失 279 1.3 257 1.3  

税引前当期純利益 △128 △0.6 390 1.9 518 ―

法 人 税 等 139 0.7 140 0.7  

当 期 純 利 益 △268 △1.3 250 1.2 518 ―
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２.店舗の状況 

 20/2期 20/8中間期 21/2期計画 対前期増減

 店 店 店 店

出 店 22 7 16 △6 

退 店 18 6 11 △7 

期 末 店 舗 数 298 299 303 5 

(うちユニー内店舗) 24 25 27 3 

改 装 ・ 改 修 店 11 3 8 △3 

 

 
 
３．平成21年2月期 下期の新店・改装店 

 店  舗  名 所在地 オープン日（予定） 

新店オープン ＰＯ△ＯΣ 越谷イオンレイクタウン店 埼玉県 2008年 9月26日 

 Deux VISAGES エアポートウォーク名古屋店 愛知県 2008年10月21日 

 Deux VISAGES スマーク伊勢崎店 群馬県 2008年11月中旬 

 Deux VISAGES 菖蒲モラージュ店 埼玉県 2008年11月下旬 

 Deux VISAGES イオンモール ミエル都城店 宮崎県 2008年11月下旬 

改装オープン Peaｋ 日吉津イオン店 鳥取県 2008年10月17日 

 su*pu*re 川崎BE店 神奈川県 2008年11月中旬 

 
 
 
 



（株）鈴丹 （8193）平成21年２月期 中間決算短信 
 

― 3 ― 

４．ショップブランド別店舗数 

 20/2期 出店 退店 業態変更 20/8中間期 増減 

 店 店 店 店 店 店

LUCCICA（ルシカ） 20 1 1  20 0 

FAZBEE（ファズビー） 2    2 0 

Forest Heart（ホレストハート） 2( 5)    2( 5) 0 

S.I2.C.（エスアイツーシー） 41  1  40 △1 

Deux VISAGES（ドゥビサージュ） 4 1   5 1 

CANDY RING（キャンディリング） 9    9 0 

NOWHERE（ナウヒア） 14    14 0 

Peaｋ（ピーク）  50 4 1 1 54 4 

suzutan（スズタン） 113  2 △1 110 △3 

the.tep（ザ・テップ） 1    1 0 

su*pu*re（スプル） 9( 2)    9( 2) 0 

COVELY（カブリ） 15(66)    15(66) 0 

ＰＯ△ＯΣ（ロードス） 15  1  14 △1 

RADICALSPOT（ラジカルスポット） 3    3 0 

Rseek（アールシーク） 0 1   1 1 

計 298 7 6 0 299 1 

※（ ）は複合型出店のため店舗数には入れておりません。 

 

 
 
５．設備投資（個別） 

 20/2期実績 20/8中間期実績 21/2期計画 増減額 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

投 資 額 701 185 474 △227 

減 価 償 却 額 376 166 334 △42 

 
 
６．20年8月中間期の客単価・商品単価・既存店売上の状況 

 19/8中間期実績 20/8中間期実績

 前期比（％） 前期比（％） 

客 数 91.9 93.4 

客 単 価 98.8 101.8 

商 品 単 価 98.5 100.8 

既 存 店 売 上 87.6 94.2 
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