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１．平成20年８月中間期の業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日）

(1）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 11,071 1.4 28 △67.7 116 △30.7 39 △23.5

19年８月中間期 10,923 11.3 88 △70.8 168 △49.3 51 △84.1

20年２月期 23,964 － 851 － 1,010 － 485 －

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

円 銭 円 銭

20年８月中間期 1 63 -  

19年８月中間期 2 13 -  

20年２月期 19 90 -  

（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）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 12,227 5,099 41.7 209 10

19年８月中間期 11,389 4,782 42.0 196 00

20年２月期 12,205 5,183 42.5 212 42

（参考）自己資本 20年８月中間期 5,099百万円 19年８月中間期 4,782百万円 20年２月期 5,183百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年８月中間期 935 △184 △388 2,451

19年８月中間期 135 △550 △378 809

20年２月期 2,002 △880 △635 2,089

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 - - 5 00 5 00

21年２月期 - - －

21年２月期（予想） ー 5 00 5 00

３．平成21年２月期の業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28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 24,000 0.1 500 △41.3 650 △35.7 200 △58.8 8 20
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４．その他

(1）中間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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年８月中間期 24,470,822株 19年８月中間期 24,470,822株 20年２月期 24,470,822株

②　期末自己株式数 20年８月中間期 84,435株 19年８月中間期 68,250株 20年２月期 71,018株

（注）１株当たり中間（当期）純利益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。

(3）金額の表示単位の変更について

当社の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、百万円単位で記載しておりましたが、前事業年度

より千円単位で記載することに変更いたしました。なお、比較を容易にするため、前中間会計期間についても千円

単位に組替え表示しております。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(1）本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料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、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場合があります。

(2）通期の業績予想に関する事項につきましては、中間期の業績及び今後の見通しを勘案し、予想数値を修正いた

しました。
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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

①当期の概況

　当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格や資源の高騰により、企業収益は伸び悩みまし

た。また個人消費につきましても可処分所得が伸び悩むなか、ガソリン、食料品など諸物価の値上

がりで、節約志向が高まり厳しい環境となりました。

　このようななか、当社では、更なる“お客様満足業”を目指し、「全てはお客様満足の為に」を

最重要課題と位置づけ、引き続きＣＳ調査、研修を行い、接客サービスの一層の向上を目指しまし

た。また提携カード会員数も順調に増加し、32万人を超えました。しかしながら個人消費の低迷に

より客数・客単価が落ち込み、既存店売上高前年比は9.3％の減少となりました。

　商品面では、スーツ、ドレスシャツ、ネクタイなどのビジネス関連衣料は比較的堅調に推移いた

しましたが、カジュアル衣料は全般的に苦戦いたしました。

　　店舗面では、新業態である25～30坪程度の小規模で、明るく、おしゃれなシャツ専門店「SHIRTS 

CODE」を６店舗、大人の男女を対象としたメンズ・レディース複合店「m.f.editorial」を８店舗な

ど合計18店舗出店いたしました。一方、低効率店舗など10店舗を退店し、当中間期末店舗数は247店

舗（タカキュー、メイル アンド コー等148店舗、セマンティックデザイン、ムービン等58店舗、エ

ム エフ エディトリアル26店舗、シャツ コード８店舗、アラウンド ザ シューズ４店舗、ウィルク

スバシュフォード３店舗）となっております。

　利益面では、生産調達ルートの見直し及び在庫管理の強化等により商品粗利益率は改善しました

が、人件費、出店投資等の先行投資もあり、販売費及び一般管理費増をカバーするに至りませんで

した。

　以上の結果、当中間会計期間における売上高は110億７千１百万円（前年同期比1.4％増）、営業

利益は２千８百万円（同67.7％減）、経常利益は１億１千６百万円（同30.7％減）、中間純利益は

３千９百万円（同23.5％減）となりました。

②通期の見通し

　下期の見通しにつきましては、米国の金融危機の更なる影響が懸念され、景気及び消費の動向の

不透明感は一層強まっております。　

　このようななか、当社は客数減少に歯止めをかけるべく、月毎に高付加価値商品を“マンスリー

パワーアイテム”として展開し、売場を活性化させてまいります。また会員セールの充実を図り、

集客力を高めてまいります。

　レディースの商品企画では、スタイリストの矢野悦子氏をプロデューサーに迎え「エレガントで

かわいい、エレガントでカッコイイ」をコンセプトに大人の女性向けの商品を新たに展開いたしま

す。一方では、商品コントロールの強化および物流改善にも取り組み、スーツの梱包にはドライパッ

クを導入、また中国工場から各店舗への直接配送を開始し、コストの削減を図ってまいります。

　その他、環境にも配慮し、スーツは裏地にリサイクル繊維を使用、ボタンはポリエステルから天

然のナットボタン（椰子の実）へ変更し、ECOへの取り組みを拡大してまいります。

　通期の業績見通しにつきましては、景気減速による個人消費の低迷が顕著となり、下半期につき

ましても消費環境の好転が見込めないことから、平成20年４月11日に公表しました数値を売上高240

億円（当初発表に対し５億円減）、営業利益５億円（同２億円減）、経常利益６億５千万円（同１

億５千万円減）、当期純利益２億円（同２億円減）に修正しております。
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(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　　当中間会計期間末の資産につきましては、122億２千７百万円と前中間会計期間末に比べて８億

３千８百万円増加しております。これは、流動資産で現金及び預金が16億４千２百万円増加しま

したが、繰延税金資産が３億１千３百万円、固定資産で有形・無形固定資産が２億９百万円、差

入保証金・敷金が２億４千万円減少したこと等によるものであります。

　　負債につきましては、71億２千８百万円と前中間会計期間末に比べて５億２千２百万円増加し

ております。これは、流動負債の支払手形・買掛金で10億７百万円の増加となりましたが、固定

負債の長期借入金が３億８千７百万円減少したこと等によるものであります。

　　純資産につきましては、50億９千９百万円と前中間会計期間末に比べて３億１千６百万円増加

しております。これは、利益剰余金が３億５千１百万円増加したこと等によるものであります。

　なお、自己資本比率は41.7％となり、前中間会計期間末に比べて0.3％減少いたしました。

②キャッシュ・フローの状況

　　当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、24億５千１百万円と前中間会計期間末に比

べて、16億４千２百万円増加いたしました。

　　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、９億３千５百万円の収入（前年同期は１億３千５百万

円の収入）となりました。これは主に、税引前中間純利益は３千５百万円（前年同期比９千８百

万円減）となり、非資金的費用の減価償却費・減損損失を計４億２千５百万円（同４千８百万円

増）計上し、仕入債務の増加６億３千６百万円（同10億６千３百万円増）があったこと等による

ものです。なお、仕入債務の増加は、主に期末日が金融機関の休日だった為、実際の決済日に合

わせて処理している影響によるものです。

（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－は、１億８千４百万円の支出（前年同期は５億５千万円の

支出）となりました。これは保証金敷金が３億１百万円返還（前年同期比１億２百万円減）され

たものの、新規出店等により有形固定資産を３億３千６百万円取得（同２億２千５百万円減）、

及び保証金敷金を１億２百万円差入れ（同５千８百万円減）たこと等によるものです。

（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、３億８千８百万円の支出（前年同期は３億７千８百万

円の支出）となりました。これは長期借入金を２億３千８百万円返済（前年同期比１千万円増）

したこと、及び配当金の支払を１億１千９百万円したこと等によるものです。
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当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期
平成20年８月

中間期

自己資本比率（％） 21.3 28.2 38.7 42.5 41.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
61.0 112.0 86.0 35.6 31.9

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
36.3 2.3 1.7 1.0 1.8

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
0.5 15.4 23.6 38.9 47.2

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

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）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２）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３）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を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、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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、経営基盤の強化や事業展開への備えなどに配慮しつつ、株主の皆様へは業績に応じ、適

正な配当を行うことを基本的な配当政策と考えております。内部留保資金につきましては、今後の

店舗新設、改装等の店舗に対する設備投資資金及びシステム整備に係る費用に活用し、企業価値の

増大を図ります。

　当期の配当につきましては、平成20年４月11日発表のとおり、期末配当金として１株当たり５円

（年間）を予定しております。その他に株主優待制度を設けており、毎年２月末日現在の株主の皆

様に当社各店舗で使用できる株主優待券を贈呈させていただいております。
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(4）事業等のリスク

①ファッショントレンド及びお客様の嗜好の変化などによるリスク

　当社の扱う商品は、個人消費の動向、他社との競合に伴う市場変化などの要因に加え、ファッ

ショントレンドの変化やお客様の嗜好の変化による影響を受けやすいため、動向に合った商品の

企画と仕入れが行われなかった場合、業績に影響を受ける可能性があります。

②天候によるリスク

　当社の扱う商品は、季節毎にマーチャンダイジングを行っており、冷夏、暖冬、台風など天候

によって影響を受ける可能性があります。

③商品取引先によるリスク

　当社のプライベートブランド商品は、取引先を限定して生産を行っており、生産・企画面で瑕

疵があった場合、適正な時期に適量の商品を陳列することができなくなり、業績に影響を及ぼす

可能性があります。

④商品の生産体制について

　当社の扱う商品は、中国、ベトナム、ミャンマー、インドネシアなど諸外国で生産しているも

のが多いため、各国の政情や輸入手続に問題が発生した場合、商品供給に支障が出て、当社の業

績に影響を与える場合があります。

⑤テナント入居している商業施設について

　当社がテナント入居している商業施設の集客力が何らかの要因で低下した場合、業績に影響を

与える可能性があります。また商業施設側の経営が悪化した場合にも差入れている保証金、敷金

の回収が困難になり、業績に影響を与える可能性があります。

⑥個人情報に関するリスク

　当社はクレジットカード会社との提携による顧客管理と、当社独自のメンバーズカード発行に

よる顧客情報を扱っております。これらの個人情報の管理については、社内体制の整備、情報イ

ンフラにおけるセキュリティの確保、従業員への教育等の対応を行っております。しかしながら、

万一当該情報の漏洩、流出があった場合には、損害賠償の発生、社会的信用の低下などにより業

績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦税制改正に関するリスク

　今後消費税率が引き上げられた場合、消費が落ち込む等の影響が予想されます。また、多人数

のパートタイマーを雇用しているため、社会保険料等が改正された場合、人件費の増加が予想さ

れ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑧固定資産の減損損失に関するリスク

　固定資産の減損損失判定において、店舗の損益状況の悪化により減損損失を認識した場合、業

績に影響を及ぼす可能性があります。　
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２．企業集団の状況

当中間会計期間の当社のグループは、当社、子会社１社、その他の関係会社１社及びその他の関

係会社の子会社２社となっております。

当中間会計期間の当社グループが営んでいる主な事業内容と、子会社、その他の関係会社及びそ

の他の関係会社の子会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。

　　 衣料品販売 　株式会社タカキュー （当社）

　　 衣料品修理・加工 　テイエムエムサービス株式会社 （子会社）

　　 純粋持株会社 　イオン株式会社 （その他の関係会社）

　　 ショッピングセンター賃貸　　イオンリテール株式会社 （その他の関係会社の子会社）

　　 ショッピングセンター賃貸　　イオンモール株式会社 （その他の関係会社の子会社）

以上の概要図は次のとおりです。

 
(その他の関係会社) 

イオン㈱ 

(その他の関係会社の子会社) 

イオンリテール㈱ 

(その他の関係会社の子会社) 

イオンモール㈱ 

 

(子会社) 

テイエムエムサービス㈱ 

 

当    

社 

 店舗の賃貸借 

 店舗の賃貸借 

衣料品 

サービス 

衣料品の 
修理・加工 

（注）その他の関係会社のイオン株式会社は、平成20年８月21日付で純粋持株会社となり、事業部門はイオンリテー

ル株式会社が継承しておりますので、移行後で記載しております。
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３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社は、創業以来「お客様最優先」を経営理念として、お客様に支持され信頼される企業を目指

しております。この経営理念のもと、「Ｅｎｊｏｙ　Ｆａｓｈｉｏｎ！　 Ｅｎｊｏｙ　Ｌｉｆｅ！」

をテーマに掲げ、「ファッション専門店をコアとした、ライフスタイル提案企業」として、お客様

に役立ちたいと考えます。そのために人材の育成強化に努め、お客様のニーズへの対応を迅速に行

い、より良い商品をリーズナブルな価格でご提供できるよう心掛けております。

(2）目標とする経営指標

　目標とする経営指標としましては、売上高経常利益率を重視し、調達ルートの開拓、在庫管理の

強化により粗利益率の改善を図る一方、販売費及び一般管理費の削減を実施して、中期的には売上

高経常利益率５％以上の達成を目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

　当社はさらなる業績向上を目指し、成長戦略を支える人材育成、安定的な財務基盤づくり、付加

価値の高い商品開発、システム再構築等の取り組みを引続き推進し、安定した利益の出せる経営の

基盤づくりのため、以下の戦略を進めてまいります。

＜営業戦略＞

「小売業」から「お客様満足業」への転換をテーマに、ＣＳ改善、会員拡大を図ります。

・接客に優る差別化はないという考え方のもと、店舗リサーチ、会員満足度調査の実施等により

さらなる顧客満足度向上を目指します。

・お客様に商品の本当の良さをお伝えし、スタイルコーディネーターとして、ファッションをトー

タルで提案する最高の接客を目指します。そのために、研修等を通じ社員教育を強化いたしま

す。

・提携カード獲得による固定客づくりを推進し、購買履歴等の分析によりタカキューファンづく

りに積極的に取組みます。

＜商品戦略＞

旬な商品をプライベートブランドで提供し、競合他社と差別化を図り、魅力度、競争力を高めてま

いります。

・市場の動向に目を向け、商品の品番を絞り、的中率を上げ、在庫の適正化を図ります。

・生産・調達ルートを見直し、品質の向上、粗利益率の改善を図ります。

・品質につきましては、当社独自の基準に基づき工場への指導徹底を図り、洗練されたデザイン

で価格もリーズナブルで着心地・品質も良く、丈夫で長く着られる商品＝タカキュークオリティ

の実現を目指します。

＜店舗戦略＞

当衣料品専門店業界を取巻く厳しい環境、お客様のライフスタイルの変化、固定客の裾野拡大及び

「まちづくり３法」に対応すべく、当社は業態の確立と新規開発を進め、多業態をもった専門店と

して安定化を図ります。

・「ＴＡＫＡ：Ｑ」「ＭＡＬＥ＆Ｃｏ.」「ｍ.ｆ.ｅｄｉｔｏｒｉａｌ」「ｓｅｍａｎｔｉｃｄｅ

ｓｉｇｎ」等の主力業態を育成し、業態の確立を目指します。また小規模で効率の良い新業態

の「ＳＨＩＲＴＳ ＣＯＤＥ」を育成・強化します。
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主な業態の特徴等

業態名 特徴及び主要取扱商品 メインターゲット

ＴＡＫＡ：Ｑ

タカキュー

ザ サードワードローブをコンセプトにプライベート

ブランドをトータルコーディネートで提案する品揃え

型ショップで、ビジネス，カジュアル衣料全般及び小

物、雑貨を展開

団塊、団塊ジュニアの２つのコ

ア世代の男性

ＭＡＬＥ＆Ｃｏ.

メイル アンド コー

大人の男をカッコよくというコンセプトで、ビジネス，

カジュアル衣料全般及び小物、雑貨を展開

団塊、団塊ジュニアの２つのコ

ア世代の男性

ｍ.ｆ.ｅｄｉｔｏｒｉａｌ

エム エフ エディトリアル

大人の男女のエレガンスカジュアルを中心としたトー

タルスタイリングショップで、ビジネス，カジュアル

衣料全般及び小物、雑貨を展開

大人の男女

ｓｅｍａｎｔｉｃｄｅｓｉｇｎ

セマンティックデザイン

ボトムをメインに洗練された旬のデザインのカジュア

ル衣料及び小物、雑貨を展開
１０歳代～２０歳代の男性

ＳＨＩＲＴＳ ＣＯＤＥ

シャツ コード

シャツ，ブラウスに加え、ネクタイ，アクセサリー等

を展開する、シンプルで爽やかなイメージのショップ
ビジネスマン、ＯＬ

ａｒｏｕｎｄ ｔｈｅ ｓｈｏｅｓ

アラウンド ザ シューズ

ギャラリーのような空間で洗練されたシューズを中心

に、ベルト、小物を展開するセレクトショップ
２０歳代～３０歳代の男女

Ｗｉｌｋｅｓ Ｂａｓｈｆｏｒｄ

ウィルクス バシュフォード

ゆとりある生活を楽しむ大人たちに向けた上質感ある

ショップで、ビジネス，カジュアル衣料全般及び小物、

雑貨を展開

団塊世代の男性
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４．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31日）
当中間会計期間末

（平成20年８月31日）
対前中間
期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

現金及び預金  809,002   2,451,732    2,089,617   

売掛金  965,962   1,025,890    1,059,837   

たな卸資産  2,560,829   2,398,931    2,414,381   

繰延税金資産  440,410   126,950    137,960   

その他  282,612   279,484    290,536   

流動資産合計   5,058,816 44.4  6,282,990 51.4 1,224,173  5,992,333 49.1

Ⅱ　固定資産            

有形固定資産 ※１           

建物  561,311   475,468    511,673   

器具備品  689,019   603,771    660,374   

その他  0   9,062    980   

有形固定資産合
計

 1,250,331   1,088,302   △162,029 1,173,028   

無形固定資産  332,207   284,475   △47,731 324,674   

投資その他の資
産

           

関係会社株式  321,437   244,409    247,789   

賃貸不動産 ※１ 26,086   16,097    19,835   

差入保証金  1,019,496   811,936    935,881   

敷金  3,559,773   3,526,731    3,611,200   

繰延税金資産  -   98,759    27,194   

その他  370,290   346,919    371,456   

貸倒引当金  △549,435   △473,392    △497,854   

投資その他の資
産合計

 4,747,650   4,571,461   △176,189 4,715,504   

固定資産合計   6,330,189 55.6  5,944,239 48.6 △385,949  6,213,208 50.9

資産合計   11,389,005 100.0  12,227,229 100.0 838,223  12,205,541 100.0
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前中間会計期間末

（平成19年８月31日）
当中間会計期間末

（平成20年８月31日）
対前中間
期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

支払手形 ※２ 210,256   936,490    276,005   

買掛金 ※２ 2,848,572   3,129,646    3,153,765   

短期借入金  563,448   477,828    563,448   

賞与引当金  129,000   113,594    95,900   

未払金  555,432   643,226    738,641   

その他 ※３ 391,313   346,916    530,495   

流動負債合計   4,698,023 41.2  5,647,702 46.2 949,679  5,358,256 43.9

Ⅱ　固定負債            

長期借入金  1,639,757   1,251,929    1,410,843   

退職給付引当金  31,571   21,179    21,179   

その他  236,674   207,332    232,185   

固定負債合計   1,908,002 16.8  1,480,440 12.1 △427,562  1,664,207 13.6

負債合計   6,606,026 58.0  7,128,142 58.3 522,116  7,022,463 57.5

            

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  2,000,000 17.6 2,000,000 16.4 - 2,000,000 16.4

２　資本剰余金  

(1）その他資本剰
余金

 568,718 568,634 568,718

資本剰余金合計  568,718 5.0 568,634 4.6 △0 568,718 4.7

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  500,000 500,000 500,000

(2）その他利益剰
余金

    

繰越利益剰余
金

 1,653,036 2,004,452 2,086,674

利益剰余金合計  2,153,036 18.9 2,504,452 20.5 351,415 2,586,674 21.2

４　自己株式  △19,283 △0.2 △22,352 △0.2 △3,069 △19,948 △0.2

株主資本合計  4,702,472 41.3 5,050,733 41.3 348,261 5,135,444 42.1

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券
評価差額金

 83,849 0.7 49,977 0.4 △33,872 51,988 0.4

２　繰延ヘッジ損益  △3,342 △0.0 △1,624 △0.0 1,717 △4,356 △0.0

評価・換算差額等
合計

 80,507 0.7 48,352 0.4 △32,154 47,632 0.4

純資産合計  4,782,979 42.0 5,099,086 41.7 316,107 5,183,077 42.5

負債純資産合計  11,389,005 100.0 12,227,229 100.0 838,223 12,205,541 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

対前中間
期比

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※１  10,923,461 100.0  11,071,399 100.0 147,937  23,964,735 100.0

Ⅱ　売上原価   4,596,583 42.1  4,413,049 39.9 △183,534  10,110,980 42.2

売上総利益   6,326,878 57.9  6,658,350 60.1 331,471  13,853,754 57.8

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

  6,238,501 57.1  6,629,801 59.8 391,300  13,002,582 54.2

営業利益   88,377 0.8  28,549 0.3 △59,828  851,172 3.6

Ⅳ　営業外収益 ※２  341,176 3.1  322,275 2.9 △18,900  670,952 2.7

Ⅴ　営業外費用 ※３  261,377 2.4  234,269 2.1 △27,108  511,969 2.1

経常利益   168,175 1.5  116,555 1.1 △51,620  1,010,155 4.2

Ⅵ　特別利益 ※４  69,044 0.6  53,408 0.4 △15,636  146,142 0.6

Ⅶ　特別損失 ※５  102,751 0.9  134,017 1.2 31,265  245,963 1.0

税引前中間（当
期）純利益

  134,469 1.2  35,946 0.3 △98,523  910,334 3.8

法人税、住民税
及び事業税

 50,936   54,249    103,669   

法人税等調整額  31,563 82,499 0.7 △58,080 △3,830 △0.1 △86,329 321,057 424,726 1.8

中間（当期）純
利益

  51,969 0.5  39,776 0.4 △12,193  485,608 2.0
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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３月１日　至平成19年８月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計その他資本剰

余金
資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金合
計

繰越利益
剰余金

平成19年２月28日　残高

（千円）
2,000,000 568,477 568,477 500,000 1,723,138 2,223,138 △14,738 4,776,877

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当     △122,072 △122,072  △122,072

中間純利益     51,969 51,969  51,969

自己株式の取得       △5,310 △5,310

自己株式の処分  241 241    765 1,007

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）
－ 241 241 － △70,102 △70,102 △4,544 △74,405

平成19年８月31日　残高

（千円）
2,000,000 568,718 568,718 500,000 1,653,036 2,153,036 △19,283 4,702,472

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

評価・換算差
額等合計 

平成19年２月28日　残高

（千円）
177,845 △4,229 173,615 4,950,493

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当    △122,072

中間純利益    51,969

自己株式の取得    △5,310

自己株式の処分    1,007

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

△93,995 886 △93,108 △93,108

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△93,995 886 △93,108 △167,514

平成19年８月31日　残高

（千円）
83,849 △3,342 80,507 4,782,979
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当中間会計期間（自平成20年３月１日　至平成20年８月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計その他資本剰

余金
資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金合
計

繰越利益
剰余金

平成20年２月29日　残高

（千円）
2,000,000 568,718 568,718 500,000 2,086,674 2,586,674 △19,948 5,135,444

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当     △121,999 △121,999  △121,999

中間純利益     39,776 39,776  39,776

自己株式の取得       △2,677 △2,677

自己株式の処分  △83 △83    273 189

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）
－ △83 △83 － △82,222 △82,222 △2,404 △84,711

平成20年８月31日　残高

（千円）
2,000,000 568,634 568,634 500,000 2,004,452 2,504,452 △22,352 5,050,733

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

評価・換算差
額等合計 

平成20年２月29日　残高

（千円）
51,988 △4,356 47,632 5,183,077

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当    △121,999

中間純利益    39,776

自己株式の取得    △2,677

自己株式の処分    189

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

△2,011 2,731 720 720

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△2,011 2,731 720 △83,990

平成20年８月31日　残高

（千円）
49,977 △1,624 48,352 5,099,086
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計その他資本剰

余金
資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金合
計

繰越利益
剰余金

平成19年２月28日　残高

（千円）
2,000,000 568,477 568,477 500,000 1,723,138 2,223,138 △14,738 4,776,877

事業年度中の変動額

剰余金の配当     △122,072 △122,072  △122,072

当期純利益     485,608 485,608  485,608

自己株式の取得       △5,975 △5,975

自己株式の処分  241 241    765 1,007

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）
－ 241 241 － 363,535 363,535 △5,210 358,567

平成20年２月29日　残高

（千円）
2,000,000 568,718 568,718 500,000 2,086,674 2,586,674 △19,948 5,135,444

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

評価・換算差
額等合計

平成19年２月28日　残高

（千円）
177,845 △4,229 173,615 4,950,493

事業年度中の変動額

剰余金の配当    △122,072

当期純利益    485,608

自己株式の取得    △5,975

自己株式の処分    1,007

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
△125,856 △127 △125,983 △125,983

事業年度中の変動額合計

（千円）
△125,856 △127 △125,983 232,583

平成20年２月29日　残高

（千円）
51,988 △4,356 47,632 5,183,077
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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

     

１　税引前中間（当期）純利益  134,469 35,946 △98,523 910,334

２　減価償却費  295,885 310,120 14,234 670,603

３　減損損失  80,942 115,051 34,109 194,064

４　貸倒引当金の減少額  △24,103 △24,461 △358 △75,684

５　賞与引当金の増減額（△は減
少）

 30,000 17,694 △12,306 △3,100

６　厚生年金基金脱退損失引当金の
減少額

 △20,000 △18,000 2,000 △57,000

７　退職給付引当金の減少額  △1,530 － 1,530 △11,922

８　賃貸借契約解約損  11,485 7,518 △3,966 28,999

９　固定資産売却益  △12,781 － 12,781 △12,798

10　固定資産除却損  10,928 12,135 1,207 26,616

11　受取利息及び配当金  △4,520 △8,021 △3,501 △6,567

12　支払利息  25,911 21,750 △4,161 52,198

13　売上債権の減少額  178,682 33,946 △144,735 84,807

14　たな卸資産の減少額  170,901 15,450 △155,451 317,348

15　仕入債務の増減額（△は減少）  △426,830 636,366 1,063,197 △55,889

16　未払消費税等の増減額（△は減
少）

 59,926 △72,748 △132,674 133,464

17　その他  △280,929 △43,960 236,969 △98,514

小計  228,437 1,038,789 810,352 2,096,962

18　法人税等の支払額  △93,336 △103,732 △10,396 △94,372

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 135,100 935,056 799,955 2,002,590
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前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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

     

１　有形固定資産の取得による支出  △562,396 △336,778 225,617 △830,002

２　有形固定資産の売却による収入  16,355 － △16,355 17,649

３　無形固定資産の取得による支出  △164,946 △16,778 148,168 △194,326

４　無形固定資産の売却による収入  1,058 － △1,058 1,058

５　関係会社の有償減資による収入  － － － 20,100

６　貸付による支出  △6,000 － 6,000 △21,000

７　貸付金の回収による収入  6,000 2,500 △3,500 7,250

８　出資金の回収による収入  3,350 － △3,350 3,350

９　保証金敷金の差入による支出  △161,894 △102,927 58,967 △384,008

10　保証金敷金の返還による収入  404,372 301,879 △102,492 629,934

11　その他の資産取得による支出  △43,528 △15,854 27,674 △92,551

12　預り保証金の返還による支出  △47,500 △29,350 18,150 △54,518

13　預り保証金の受入による収入  － 4,500 4,500 10,000

14　利息及び配当金の受取額  4,520 8,021 3,501 6,567

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △550,610 △184,786 365,823 △880,498

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  － － － 800,000

２　短期借入金の返済による支出  － △105,620 △105,620 △800,000

３　長期借入による収入  － 100,000 100,000 －

４　長期借入金の返済による支出  △228,914 △238,914 △10,000 △457,828

５　自己株式の取得による支出（純
額）

 △4,303 △2,488 1,814 △4,968

６　利息の支払額  △25,739 △21,553 4,186 △52,530

７　配当金の支払額  △119,669 △119,578 90 △120,285

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △378,625 △388,154 △9,528 △635,612

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△
は減少）

 △794,135 362,115 1,156,250 486,479

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,603,137 2,089,617 486,479 1,603,137

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

 809,002 2,451,732 1,642,730 2,089,617
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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３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法に

よっております。

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法に

よっております。

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法に

よっております。

その他有価証券

  時価のあるもの

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）によってお

ります。

その他有価証券

  時価のあるもの

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）によっております。

  時価のないもの

移動平均法による原価法に

よっております。

  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

個別法による原価法によって

おります。

(2)たな卸資産

同左

(2)たな卸資産

同左

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

によっております。

  

２．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

　定率法を採用しております。

　主要な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　　　３年～18年

器具備品　　　　３年～８年

(1)有形固定資産

　定率法を採用しております。

　主要な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　　　３年～18年

器具備品　　　　３年～８年

（追加情報）

　法人税法改正に伴い、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。

　これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益がそれ

ぞれ4,236千円減少しております。

(1)有形固定資産

　定率法を採用しております。

　主要な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　　　３年～18年

器具備品　　　　３年～８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）に基づく定額法を採

用しております。

(2)無形固定資産

同左

(2)無形固定資産

同左

(3)賃貸不動産

　定率法を採用しております。

　主要な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　　　６年～20年

器具備品　　　　３年～６年

(3)賃貸不動産

同左

(3)賃貸不動産

同左

㈱タカキュー（8166）平成 21 年２月期 中間決算短信（非連結）

－ 18 －



項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

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

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、支給見込額に基づき計

上しております。

(2)賞与引当金

同左

(2)賞与引当金

同左

(3)厚生年金基金脱退損失引当金

　厚生年金基金を脱退するにあ

たって発生する損失に備えるため、

一括掛け金の見込み額を計上して

おります。

(3)厚生年金基金脱退損失引当金

　厚生年金基金を脱退するにあ

たって発生する損失に備えるため、

一括掛け金の見込み額を計上して

おります。

（追加情報）

　　厚生年金基金を脱退するにあ

たって発生する損失に備えるた

め、一括掛け金の見込額を計上

しておりましたが、当社が加入

する東京メリヤス卸商厚生年金

基金からの脱退手続が進展しな

いため、当面脱退申し入れを見

合わせることを決めたことに伴

い、当該引当金全額（18,000千

円）を戻入れております。

(3)厚生年金基金脱退損失引当金

　厚生年金基金を脱退するにあ

たって発生する損失に備えるため、

一括掛け金の見込み額を計上して

おります。

（追加情報）

　　当社が加入する東京メリヤス

卸商厚生年金基金から事業所脱

退する意思決定を行っておりま

すが、脱退手続が進展しない間

に、加入員の減少等もあり損失

見込額は減少しております。

(4)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

平成14年２月１日に改訂した退職

金規程により算定した当中間会計

期間末における退職給付債務に基

づき計上しております。 

　当社は、従来採用していた適格

退職年金制度を平成14年１月31日

に廃止し、その時点における要支

給額を将来の退職時に支払うこと

として退職金規程を平成14年２月

１日に改訂いたしました。このた

め、廃止日時点の要支給額を基に

退職給付債務を算定しております。

なお、退職金規程改訂日以後の勤

務に係る報酬は、毎月の給与報酬

により精算する方法を採用してお

ります。 

(4)退職給付引当金

同左 

(4)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

平成14年２月１日に改訂した退職

金規程により算定した当事業年度

末における退職給付債務に基づき

計上しております。 

　当社は、従来採用していた適格

退職年金制度を平成14年１月31日

に廃止し、その時点における要支

給額を将来の退職時に支払うこと

として退職金規程を平成14年２月

１日に改訂いたしました。このた

め、廃止日時点の要支給額を基に

退職給付債務を算定しております。

なお、退職金規程改訂日以後の勤

務に係る報酬は、毎月の給与報酬

により精算する方法を採用してお

ります。 

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。

同左 同左

㈱タカキュー（8166）平成 21 年２月期 中間決算短信（非連結）

－ 19 －



項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

５．ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。また、金利スワップについ

て特例処理の条件を充たしてい

る場合には特例処理を採用して

おります。

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ取引

ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ対象　変動金利支払の借

入金

ヘッジ方針

当社は、ヘッジ対象の範囲内で

借入金の金利変動リスクをヘッ

ジする手段として金利スワップ

のみを利用することとしており

ます。

ヘッジ方針

同左

ヘッジ方針

同左

ヘッジ有効性の評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ

対象とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にし

て判断しております。

ヘッジ有効性の評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ

対象とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にし

て判断しております。ただし、

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。

ヘッジ有効性の評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ

対象とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にし

て判断しております。

６．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フロー

計算書）における資金の範

囲

　中間キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

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 　キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動に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。

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

(1)消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

(1)消費税等の会計処理

同左

(1)消費税等の会計処理

同左
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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の変更

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（有形固定資産の減価償却の方法） ───── （有形固定資産の減価償却の方法）

　当中間会計期間より、法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する法律 平成

19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政令 平成19年３月

30日 政令第83号））に伴い、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産について

は、改正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税引

前中間純利益は、それぞれ9,976千円減少し

ております。　

　当事業年度より、法人税法の改正（（所

得税法等の一部を改正する法律 平成19年３

月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成19年３月30日 

政令第83号））に伴い、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産については、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益は、それぞれ40,612千円減少

しております。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

（中間貸借対照表）

　「器具備品」は前中間期まで、有形固定資産の「その他」に含めて

表示していましたが、当中間期末において資産の総額の100分の５を

超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間末の「器具備品」の金額は425,963千円であります。

 

─────
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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31日）
当中間会計期間末

（平成20年８月31日）
前事業年度末

（平成20年２月29日）

※１．有形固定資産及

び賃貸不動産の減

価償却累計額

有形固定資産 2,655,175千円

賃貸不動産 1,059,082千円

有形固定資産 2,950,544千円

賃貸不動産 1,031,077千円

有形固定資産 2,846,412千円

賃貸不動産 1,063,285千円

※２．期末日満期手形

及びファクタリン

グ対象の買掛金

───── 　中間期末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理し、ファ

クタリング対象の買掛金の会計処理は、

実際の決済日をもって処理しておりま

す。

　なお、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の中間期

末日満期手形及びファクタリング対象

の買掛金が中間期末残高に含まれてお

ります。

支払手形 380,243千円

ファクタリング対象

の買掛金

672,861千円

─────

※３．消費税等 　仮払消費税等と仮受消費税等は相殺

して、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

同左 ─────

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１．過去１年間の売

上高

　事業の性質上、

春夏にあたる上半

期については、単

価も売上高も低く、

売上高の比重は下

半期に高くなりま

す。

前年下半期 12,184,245千円

当上半期 10,923,461

計 23,107,707

前年下半期 13,041,273千円

当上半期 11,071,399

計 24,112,672

─────

※２．営業外収益のう

ち重要なもの

受取利息    1,852千円 2,597千円 3,898千円

賃貸不動産収入 274,794 259,916 544,081

※３．営業外費用のう

ち重要なもの

支払利息      25,911千円 21,750千円 52,198千円

賃貸不動産費用 216,536 190,273 419,424

※４．特別利益のうち

重要なもの

固定資産売却益      12,781千円 －千円 12,798千円

貸倒引当金戻入

益

24,103 24,461 64,184

厚生年金基金脱

退損失引当金戻

入益

20,000 18,000 57,000
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※５．特別損失のうち

重要なもの

賃貸借契約解約

に伴う損失金

 11,485千円  7,518千円  28,999千円

固定資産除却損  8,822千円

（建物 5,936）

（器具備品 2,885）

 11,446千円

（建物 3,576）

（器具備品 7,869）

（賃貸不動産 0）

 20,955千円

（建物 10,858）

（器具備品 10,096）

固定資産の減損

損失

 当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上いたしました。

　　　　　　　　　（単位：千円）

場所 用途 種類 減損損失

営業店舗

(m.f.edito

rialエアリ

名取店他6

営業店舗)

 

店舗設備
建物及び器

具備品等
80,942

 計  80,942

 当社は、資産のグルーピングを営

業店舗・賃貸店舗については店舗毎、

保養所等については物件毎としてお

ります。このうち営業店舗について

は、営業損益が継続して損失となる

店舗を、それぞれの帳簿価額を回収

可能額まで減額し、当該減少額を減

損損失（80,942千円）として特別損

失に計上いたしました。その内訳は、

建物32,343千円、器具備品34,930千

円、その他13,668千円であります。

 なお、営業店舗に係る資産の回収

可能額は、主に使用価値により測定

し、割引率は５％を用いております。

 当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上いたしました。

　　　　　　　　　（単位：千円）

場所 用途 種類 減損損失

営業店舗

(m.f.edito

rialイオン

日の出店他

12営業店

舗)

店舗設備
建物及び器

具備品等
114,078

賃貸店舗

(坂戸店) 
店舗設備 建物等 973

 計  115,051

 当社は、資産のグルーピングを営

業店舗・賃貸店舗については店舗毎、

保養所等については物件毎としてお

ります。このうち営業店舗・賃貸店

舗については、営業損益又は賃貸損

益が継続して損失となる店舗を、そ

れぞれの帳簿価額を回収可能額まで

減額し、当該減少額を減損損失

（115,051千円）として特別損失に計

上いたしました。その内訳は、建物

42,477千円、器具備品55,508千円、

その他16,092千円、賃貸不動産973千

円であります。

 なお、営業店舗及び賃貸店舗に係

る資産の回収可能額は、主に使用価

値により測定し、割引率は５％を用

いております。

当事業年度において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を

計上いたしました。

　　　　　　　　 （単位：千円） 

場所 用途 種類 減損損失 

営業店舗

(ATS茶屋町

店他15営業

店舗)

店舗設備
建物及び

器具備品等
192,016

賃貸店舗

(坂戸店)
店舗設備 建物等 2,048

 計  194,064

当社は、資産のグルーピングを営

業店舗・賃貸店舗については店舗毎、

保養所等については物件毎としてお

ります。このうち営業店舗・賃貸店

舗については、営業損益又は賃貸損

益が継続して損失となる店舗を、そ

れぞれの帳簿価額を回収可能額まで

減額し、当該減少額を減損損失

（194,064千円）として特別損失に計

上いたしました。その内訳は、建物

78,553千円、器具備品85,671千円、

その他27,790千円、賃貸不動産2,048

千円であります。 

 なお、営業店舗及び賃貸店舗に係

る資産の回収可能額は、主に使用価

値により測定し、割引率は５％を用

いております。

　６．減価償却実施額

(1)有形固定資産 237,390千円 243,125千円     542,111千円

(2)無形固定資産 37,178 42,669 78,989

(3)賃貸不動産 4,202 2,765 8,405
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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３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）

発行済株式

普通株式 24,470,822 － － 24,470,822

合計 24,470,822 － － 24,470,822

自己株式

普通株式　（注） 56,383 14,678 2,811 68,250

合計 56,383 14,678 2,811 68,250

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加14,678株は単元未満株式の買取り、減少2,811株は単元未満株式買増請求によ

るものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当する事項はありません。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月17日

定時株主総会
普通株式 122,072 5 平成19年２月28日 平成19年５月18日

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

該当する事項はありません。 
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当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20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）

発行済株式

普通株式 24,470,822 － － 24,470,822

合計 24,470,822 － － 24,470,822

自己株式

普通株式　（注） 71,018 14,424 1,007 84,435

合計 71,018 14,424 1,007 84,435

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加14,424株は単元未満株式の買取り、減少1,007株は単元未満株式買増請求によ

るものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当する事項はありません。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月16日

定時株主総会
普通株式 121,999 5 平成20年２月29日 平成20年５月19日

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

該当する事項はありません。 
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前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（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）

発行済株式

普通株式 24,470,822 － － 24,470,822

合計 24,470,822 － － 24,470,822

自己株式

普通株式　（注） 56,383 17,446 2,811 71,018

合計 56,383 17,446 2,811 71,018

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加17,446株は単元未満株式の買取り、減少2,811株は単元未満株式買増請求によ

るものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当する事項はありません。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月17日

定時株主総会
普通株式 122,072 5 平成19年２月28日 平成19年５月18日

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月16日

定時株主総会
普通株式 121,999 利益剰余金 5 平成20年２月29日 平成20年５月19日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

千円　

現金及び預金勘定 809,002

現金及び現金同等物 809,002

千円　

現金及び預金勘定 2,451,732

現金及び現金同等物 2,451,732

千円　

現金及び預金勘定 2,089,617

現金及び現金同等物 2,089,617

（リース取引関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．リース物件の

所有権が借主に

移転すると認め

られるもの以外

のファイナン

ス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固定
資産
（器具備
品）

1,226 366 859

合計 1,226 366 859

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固定
資産
（器具備
品）

1,226 612 613

合計 1,226 612 613

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

有形固定
資産
（器具備
品）

1,226 489 736

合計 1,226 489 736

②　未経過リース料中間期末残高相当

額等 

未経過リース料中間期末残高相当

額

②　未経過リース料中間期末残高相当

額等 

未経過リース料中間期末残高相当

額

②　未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内    238千円

１年超 654

合計 892

１年内     251千円

１年超 403

合計 654

１年内  244千円

１年超 530

合計 774

③　支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

支払リース料    139千円

減価償却費相当

額
122

支払利息相当額 25

支払リース料 139千円

減価償却費相当

額
122

支払利息相当額 19

支払リース料 279千円

減価償却費相当

額
245

支払利息相当額 47

④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　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。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティ

ング・リース取

引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内       15,000千円

１年超 10,000

合計 25,000

１年内 10,000千円

１年超 -

合計 10,000

１年内  15,000千円

１年超 2,500

合計 17,500

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあ

りません。

（減損損失について）

　　　　　　　　同左　

（減損損失について）

　　　　　　　　同左　
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（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）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 140,513 281,437 140,924

２．時価のない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

子会社株式
40,000

非上場株式

当中間会計期間末（平成20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）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 140,513 224,509 83,996

２．時価のない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

子会社株式
19,900

非上場株式

前事業年度末（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）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 140,513 227,889 87,376

２．時価のない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

子会社株式
19,900

非上場株式

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間末（平成19年８月31日現在）

　デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用して処理しておりますので、該当事項はありません。

当中間会計期間末（平成20年８月31日現在）

　デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用して処理しておりますので、該当事項はありません。

前事業年度末（平成20年２月29日現在）

　デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用して処理しておりますので、該当事項はありません。

（持分法損益等）

　関連会社がないため記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 196円00銭

１株当たり中間純利益 2円13銭

１株当たり純資産額 209円10銭

１株当たり中間純利益 1円63銭

１株当たり純資産額 212円42銭

１株当たり当期純利益 19円90銭

　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）１．１株当たり中間純利益又は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19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

中間（当期）純利益（千円） 51,969 39,776 485,608

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）
51,969 39,776 485,608

期中平均株式数（株） 24,409,032 24,393,690 24,405,340

　（注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。　

前中間会計期間末
(平成19年８月31日)

当中間会計期間末
(平成20年８月31日)

前事業年度末
(平成20年２月29日)

純資産の部の合計額（千円） 4,782,979 5,099,086 5,183,077

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（千円） 
4,782,979 5,099,086 5,183,077

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

（株）

24,402,572 24,386,387 24,399,804

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 
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５．販売の状況
 

 

前中間会計期間

（自　平成19年３月１日

　　至　平成19年８月31日）

当中間会計期間　

（自　平成20年３月１日　

　　至　平成20年８月31日）

前事業年度

（自　平成19年３月１日　

　　至　平成20年２月29日）　

区分 売上高(千円) 構成比(%) 売上高(千円) 構成比(%) 売上高(千円) 構成比(%)

重衣料 4,144,323 37.9 4,186,727 37.8 8,779,196 36.6

中衣料 575,568 5.3 457,820 4.1 2,895,743 12.1

軽衣料 5,959,596 54.6 6,121,927 55.3 11,788,508 49.2

その他衣料等 243,973 2.2 304,923 2.8 501,286 2.1

合計 10,923,461 100.0 11,071,399 100.0 23,964,735 100.0

（注）１．その他衣料等はスカート、ワンピースのほか、クレジットカード会員獲得に伴う手数料収入であります。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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