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半期報告書提出予定日   平成20年11月21日             配当支払開始予定日  平成20年11月18日 
 
当社は、平成20年9月1日をもって持株会社に移行しましたが、本中間決算短信は平成20年8月31日時点の（旧社名）株式会社リ

オチェーン（単体）の決算数値を記載しております。 

（百万円未満切捨て） 
1. 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) 

 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 10,599  (  △8.8) 180  ( △65.4)     246  ( △57.4)      30  ( △86.4) 

19年8月中間期 11,620  ( △12.8) 522  ( △48.5)     578  ( △46.6)     224  ( △56.0) 

20年  2月期 22,475 569 691 173  
 

 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 2    28 － 
19年8月中間期 16    75 － 

20年  2月期 12    96 － 

(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 23,195 14,001          60.4 1,043   96 
19年8月中間期 18,785 14,421          76.8 1,073   94 

20年    2月期 18,248       14,185          77.7 1,057   35 

(参考) 自己資本        20年8月中間期  14,001百万円     19年8月中間期  14,421百万円   20年2月期    14,185百万円 
 

(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   680 △151         4,650 11,385 

19年8月中間期    87 △337         △148 8,356 

20年    2月期    65       △2,371 △249 6,198 
 
2. 配当状況 

 1株当たり配当金 

（基準日） 第1四半期末 中間期末 第3四半期末 期末 年間 
 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭  円 銭  

20年2月期 ― 7.00 ― 11.00 18.00 

21年2月期（実績） ― 4.00 ― ―  

21年2月期（予想） ― ― ―  5.00  9.00 

 

3. 21年2月期の連結業績予想 （平成20年3月1日～平成21年2月28日）               （％表示は対前期増減率） 
 

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 21,499 （△4.3） 430  (△24.4) 556  (△19.6) 80 （△53.7） 6  00 
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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 13,430,000株 19年8月期 13,430,000株 20年2月期 13,430,000株 

  ② 期末自己株式数            20年8月中間期     17,802株  19年8月期       1,550株 20年2月期     14,180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、25ページ「１株当たり情報」をご覧

下さい。 

 

 
※ 上記の予想は、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ております。実際の業績は、今後の様々

な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、  
3ページをご参照下さい。 
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１ 経 営 成 績 
 

(１) 経営成績に関する分析 

 

  ① 当中間会計期間の概況 

当中間会計期間におけるわが国経済は、米国をはじめ世界的経済の減速と株価の低迷等により、企業収

益も悪化するなど景気後退感が広がってまいりました。 

婦人服専門店業界におきましては、大型ショッピングセンターの増加による商圏の激変が続くなか、生活必

需品の値上げにより消費マインドは低下し、厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況のもとで、当社は、接客販売に注力するとともに魅力あるスタイルを提案して、カスタマー

サービスの徹底に努めてまいりました。 

店舗につきましては、エルベンス札幌ポールタウン店（札幌市中央区）等7店舗の新規出店を行いました。

既存店につきましては、店舗活性化のため7店舗の改装を行いました。一方、経営合理化等のため7店舗の退

店をいたしました。従いまして、当中間会計期間末現在の店舗数は、RIO店 122店舗、クレドソル店 98店舗、

C.D.S.店 27店舗、アンファス店 4店舗、エルベンス店 10店舗、マルティーヌ店 23店舗の合計 284店舗と

なりました。今後も、当社が展開する６つのショップブランドを店舗立地の特性および客層を考慮して、合理

的な出店に努めてまいります。 

この結果、当中間会計期間の営業成績につきましては、売上高105億99百万円（前年同期比8.8％減）、経

常利益2億46百万円（同57.4％減）、中間純利益30百万円（同86.4％減）となりました。 

 

   ② 通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、サブプライムローンに端を発する世界的経済の減速により国内経済は更なる

景気後退が強まるものと予想されます。 

このような状況のもとで、当社は、より一層お客様の立場に立った商品開発および営業活動に努め、お客様

のご満足度を高めるサービスを提供してまいります。 

当社は、平成20年9月1日付で、当社の営む婦人服等小売事業を新設分割にて新設会社「株式会社リオチ

ェーン」に承継するとともに、当社は持株会社に移行し、商号を「株式会社リオチェーンホールディングス」

へ変更いたしました。 

これにより、当社は第3四半期以降、連結決算となり、平成21年2月期の通期業績予想につきましては、

連結ベースでの予想としております。 

通期の業績（連結）は、売上高214億99百万円（前年同期比4.3％減）、経常利益5億56百万円（同19.6％

減）、当期純利益80百万円（同53.7％減）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 

  流動資産は、155 億 13 百万円（前年同期比 45.6％増）となりました。これは、主に現金及び預金の増加 47 億

22百万円、売掛金の増加1億17百万円によるものであります。 

  固定資産は、76億82百万円（前年同期比5.5%減）となりました。これは、主に投資その他の資産の投資有価証

券の減少2億28百万円、差入保証金の減少1億74百万円によるものであります。 

  流動負債は、91億11百万円（前年同期比118.9％増）となりました。これは、主に短期借入金の増加48億円、

支払手形の増加5億7百万円、未払法人税等の減少1億63百万円、買掛金の減少75百万円によるものであります。 

  純資産は、140億1百万円（前年同期比2.9％減）となりました。 
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② キャッシュ・フローの状況 

      当中間会計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物は、前期末と比較して 51 億

86百万円増加し、113億85百万円となりました。 

      また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローにつきましては、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) 

      当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は、6億80百万円となりました。 

これは、主に税引前中間純利益を1億52百万円、減価償却費及び償却費2億16百万円をそれぞれ計上し、たな

卸資産の減少が2億76百万円、仕入債務の減少が3億96百万円、投資有価証券売却益が1億22百万円、売上債

権の増加が2億20百万円あったこと等によるものであります。 

    (投資活動によるキャッシュ・フロー） 

      当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は、1億51百万円となりました。 

これは、主に定期預金の預入による支出19億円、定期預金の払出しによる収入19億円、有形固定資産の取得に

よる支出2億83百万円、差入保証金の償還による収入1億63百万円あったこと等によるものであります。 

    (財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は、46億50百万円となりました。 

      これは、主に短期借入による収入48億円と配当金の支払1億47百万円によるものであります。 

   

（参考） キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 

    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21年2月 

中間期 

自己資本比率(％) 69.7 69.7 74.0 77.7 60.4 

時価ベースの自己資本比率（％） 78.6 85.0 57.1 44.9 28.0 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛ-対有利子負債比率（％） － － － － 705.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） － － － － 1,092.0 
  

（注） 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＝有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

       インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー／利払い 

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

       （2） 営業キャッシュ・フローは、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。 

      （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、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 

      当社は、株主への利益還元を経営上の重要課題と位置づけております。 

   利益配分につきましては、損益状況を総合的に勘案のうえ、内部留保に努めながら、安定した配当を行うことを基本

方針としております。 

なお、内部留保金につきましては、新規出店店舗及び既存店舗改装の設備投資資金などに充当し、今後の店舗網の

拡充に備えるとともに、競争力の強化に努めてまいります。 

以上の配当方針に基づき、当期の中間配当金につきましては、１株あたり4円とさせていただきました。 

また期末配当金につきましては、１株あたり5円を予定しており、これにより当期の年間配当は、1株あたり9円

となる見込みであります。 
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  (４) 事業等のリスク 

   当社の事業その他に影響を及ぼす可能性があると考えられる重要な要因には、以下のようなものがあります。 

なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存で

あります。記載された事項で、将来に関する事項は、本資料発表日現在において入手可能な情報から当社の経営判

断や予測に基づくものであります。 

    ① 当社の経営成績は、天候不順や自然災害等により、商品の販売動向や店舗運営に影響を受ける可能性があり

ます。 

    ② ファッションを取扱う婦人服専門店業界におきましては、トレンドの変化により商品のライフサイクルが短

くなり、当社の提案するスタイルが顧客の嗜好と大きな差が生じた場合には、商品の販売動向に影響を受ける

可能性があります。 

③ 当社の企画する商品は、主に中国やアジア各国で生産しております。このため中国やアジア各国の政治情

勢・経済環境・自然災害等により、商品の生産活動に影響を受ける可能性があります。 

④ 当社は、ショッピングセンターやファッションビルにテナントとして出店しております。出店につきまして

は、出店先であるディベロッパーの信用状態を調査し、決定しておりますが、ディベロッパーの破綻が発生し

た場合、差入保証金、売上預け金の全額または一部が回収不能になる可能性があります。 

    ⑤ 顧客情報保護については、プロジェクトチームを設置し、細心の注意を払っておりますが、万一、外部漏洩

事件が発生した場合は、社会的信用問題や個人への賠償問題等、業績の悪影響を受ける可能性があります。 

⑥ 当社は、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しておりますが、翌期以降も収益性の低下した店舗等に

ついて、さらに減損損失を計上することが必要になった場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

         

      なお、業績に影響を与える要因は、これらに限定されるものではありません。  
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２ 企業集団の状況 

  当社の企業集団の状況は、次のとおりであります。 

株式会社アサヒリオ（親会社）は、動産・不動産売買、不動産の賃貸・管理及びリース･レンタル会社であり、当

社は同社から不動産の一部を賃借し、当社の使用する情報機器のリースを行っておりますとともに、損害保険会社の

代理店として、当社の加入する損害保険契約について代理業を行っております。 

 株式会社リオ横山（その他の関係会社）はベビー・子供・婦人服の製造販売及び不動産の賃貸・管理会社であり、

当社は同社から商品の仕入を行い、また同社から不動産の一部を賃借しております。 

株式会社リオチェーンスタッフ（非連結子会社）は、企業経営および店舗運営のコンサルタント会社であり、人材

育成及び経営合理化のセミナーを開催しております。 

有限会社敦賀クレドソル（非連結子会社）は、店舗運営の受託会社として、当社の敦賀ポートン店の運営を行って

おります。 

  

  以上を図示すると、次のとおりであります。 

  

 

                                                                                    

不動産の賃借                          商品の仕入 

損害保険契約の代理                      不動産の賃貸 

                              情報機器のリース                             

                                                                                                                            

                                                                                                                  

                                                                                    

 

                                       店舗の運営委託        従業員の出向           

 

 

 

 

(注) 子会社である有限会社敦賀クレドソル及び株式会社リオチェーンスタッフは、小規模であるため連結しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非連結子会社 
有限会社敦賀クレドソル 

非連結子会社 
株式会社リオチェーンスタッフ 

 
 

当 社   

親会社 
株式会社アサヒリオ 

その他の関係会社 
株式会社リオ横山 
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 ３ 経 営 方 針 

   （１）会社の経営の基本方針、目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略、会社の対処すべき課題、その他、

会社の経営上重要な事項 

     平成20年2月期決算短信（平成20年4月18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。 

     当社決算短信は、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） 

      （ＵＲＬ http://www.riochain.co.jp ） 

       

    

http://www.riochain.co.jp/
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   中間財務諸表等 

  (1) 中間財務諸表 

①中間貸借対照表                                                               (単位：千円未満切捨） 

前中間会計期間末 

平成19年8月31日現在 

当中間会計期間末 

平成20年8月31日現在 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

平成20年2月29日現在 科   目 

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比

(資産の部） 

Ⅰ 流動資産 

 % %  % 

1.現金及び預金 8,456,365 13,178,519 8,098,896  

    2.売掛金 714,234 831,725 611,661  

    3.有価証券 － 106,653 －  

    4.たな卸資産 1,143,999 1,010,747 1,286,839  

    5.繰延税金資産 82,088 51,192 60,594  

    6.その他 259,973 334,800 277,929  

      流動資産合計 10,656,661 56.7 15,513,639 66.9 10,335,922  56.6 

Ⅱ 固定資産   

  (1) 有形固定資産   ※1  

    1.建物 1,364,665 1,337,450 1,440,937  

    2.その他 78,682 93,282 90,962  

      有形固定資産合計 1,443,348 7.7 1,430,733 6.2 1,531,899  8.4 

  (2) 無形固定資産 30,605 0.2 33,463 0.1 30,596  0.2 

  (3) 投資その他の資産  

    1.投資有価証券 1,180,003 951,167 1,027,986  

    2.差入保証金 4,417,754 4,243,162 4,306,260  

    3.繰延税金資産 － 38,155 －  

    4.その他 1,112,559 1,040,294 1,070,837  

    5.貸倒引当金 △55,613 △54,970 △55,270  

      投資その他の資産合計 6,654,702 35.4 6,217,809 26.8 6,349,813  34.8 

      固定資産合計 8,128,656 43.3 7,682,006 33.1 7,912,309  43.4 

      資産合計 18,785,318 100.0 23,195,646 100.0 18,248,231  100.0
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                                               （単位：千円未満切捨）  

前中間会計期間末 

平成19年8月31日現在 

当中間会計期間末 

平成20年8月31日現在 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

平成20年2月29日現在 科   目 

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比

(負債の部） 

Ⅰ 流動負債 

% %  % 

1.支払手形    ※2 2,084,002 2,591,459 2,182,638  

2.買掛金 1,067,085 991,841 1,004,218  

3.短期借入金 － 4,800,000 －  

4.未払法人税等 301,000 138,000 63,000  

5.賞与引当金 122,000 80,000 112,000  

6.役員賞与引当金 －  －  900  

7.その他         ※3 588,535 509,859 556,468  

      流動負債合計 4,162,622 22.1 9,111,160 39.3 3,919,225  21.5 

Ⅱ 固定負債    

   1.役員退職慰労引当金 119,875 74,491 123,225  

   2.繰延税金負債  72,452  － 12,406  

   3.その他 9,013 8,149 8,149   

     固定負債合計 201,341 1.1 82,640 0.3 143,780  0.8 

    負債合計 4,363,963 23.2 9,193,801 39.6 4,063,005  22.3 

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本  

   1.資本金 2,127,500 11.3 2,127,500 9.2 2,127,500  11.7 

   2.資本剰余金  

   (1）資本準備金 1,987,500 1,987,500 1,987,500  

資本剰余金合計 1,987,500 10.6 1,987,500 8.6 1,987,500  10.9 

   3.利益剰余金  

   (1) 利益準備金 404,100 404,100 404,100  

  (2）その他利益剰余金  

    別途積立金 8,760,000 8,760,000 8,760,000  

    繰越利益剰余金 894,962 633,022 750,026  

     利益剰余金合計 10,059,063 53.6 9,797,122 42.2 9,914,126  54.3 

  4.自己株式 △1,240 △0.0 △11,605 △0.1 △9,524  △0.1 

   株主資本合計 14,172,822 75.5 13,900,517 59.9 14,019,601  76.8 

Ⅱ 評価・換算差額等  

   1.その他有価証券評価差額金 248,788 1.3 101,328 0.5   165,994  0.9 

   2.繰延ヘッジ損益 △256 △0.0 － － △370  △0.0 

    評価･換算差額等合計 248,531 1.3 101,328 0.5 165,623  0.9 

    純資産合計 14,421,354 76.8 14,001,845 60.4 14,185,225  77.7 

    負債及び純資産合計 18,785,318 100.0 23,195,646 100.0 18,248,231  100.0 
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  ②中間損益計算書                                                            （単位：千円未満切捨）  

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 科   目 

金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 百分比

  

Ⅰ 売上高 11,620,995 

% 

100.0 10,599,580 

% 

100.0 

 

22,475,722  

% 

100.0 

Ⅱ 売上原価             ※1 5,909,582 50.9 5,489,914 51.8 11,471,700  51.0 

売上総利益 5,711,413 49.1 5,109,665 48.2 11,004,022  49.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 5,188,544 44.6 4,928,765 46.5 10,434,218  46.5 

    営業利益 522,868 4.5 180,900 1.7 569,803  2.5 

Ⅳ 営業外収益           ※2 56,238 0.5 66,269 0.6 122,630  0.6 

Ⅴ 営業外費用            312 0.0 761 0.0 714  0.0 

    経常利益             578,794 5.0 246,408 2.3 691,720  3.1 

Ⅵ 特別利益             ※3 109,225 0.9 188,138 1.8 119,820  0.5 

Ⅶ 特別損失             ※4 206,547 1.8 281,760 2.7 324,163  1.4 

    税引前中間(当期)純利益 481,471 4.1 152,786 1.4 487,376  2.2 

    法人税、住民税及び事業税 278,673 2.4 119,430 1.1 317,400  1.4 

    法人税等調整額 △22,114 △0.2 2,785 0.0 △3,999  △0.0 

    中間(当期)純利益 224,912 1.9 30,569 0.3 173,975  0.8 
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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） 
（単位：千円未満切捨） 

 株主資本 

 資本剰余金 

 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成19年2月28日残高 2,127,500 1,987,500 1,987,500 

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 ―  ―  ―  

中間純利益 ―  ―  ―  

 自己株式の取得 ―  ―  ―  

 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 ―  ―  ―  

平成19年8月31日残高 2,127,500 1,987,500 1,987,500

 

 株主資本 

 利益剰余金 

 その他利益剰余金 

 
利益準備金 

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2月28日残高 404,100  8,760,000 817,764 9,981,865  △1,120  14,095,744 

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当 ―   ―  △147,714 △147,714  ―   △147,714 

中間純利益 ―   ―  224,912 224,912  ―   224,912 

 自己株式の取得 ―   ―  ―  ―   △119  △119 

 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 ―   ―  77,198 77,198  △119  77,078 

平成19年8月31日残高 404,100  8,760,000 894,962 10,059,063  △1,240  14,172,822 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額合計 

純資産合計 

平成19年2月28日残高 350,325 △0 350,324  14,446,069 

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 ―   ―   ―    △147,714 

中間純利益 ―   ―   ―    224,912 

 自己株式の取得 ―   ―   ―    △119 

 株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
△101,536  △256 △101,793  △101,793 

中間会計期間中の変動額合計 △101,536  △256 △101,793  △24,714 

平成19年8月31日残高 248,788  △256 248,531  14,421,354 
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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） 
（単位：千円未満切捨） 

 株主資本 

 資本剰余金 

 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成20年2月29日残高 2,127,500 1,987,500 1,987,500 

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 ―  ―  ―  

中間純利益 ―  ―  ―  

 自己株式の取得 ―  ―  ―  

 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 ―  ―  ―  

平成20年8月31日残高 2,127,500 1,987,500 1,987,500

 

 株主資本 

 利益剰余金 

 その他利益剰余金 

 
利益準備金 

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20年2月29日残高 404,100  8,760,000 750,026 9,914,126  △9,524  14,019,601 

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当 ―   ―  △147,574 △147,574  ―   △147,574 

中間純利益 ―   ―  30,569 30,569  ―   30,569 

 自己株式の取得 ―   ―  ―  ―   △2,080  △2,080 

 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 ―   ―  △117,004 △117,004  △2,080  △119,084 

平成20年8月31日残高 404,100  8,760,000 633,022 9,797,122  △11,605  13,900,517 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額合計 

純資産合計 

平成20年2月29日残高 165,994 △370 165,623  14,185,225 

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 ―   ―   ―    △147,574 

中間純利益 ―   ―   ―    30,569 

 自己株式の取得 ―   ―   ―    △2,080 

 株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
△64,666  370 △64,295  △64,295 

中間会計期間中の変動額合計 △64,666  370 △64,295  △183,380 

平成20年8月31日残高 101,328  ―  101,328  14,001,845 
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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） 
（単位：千円未満切捨） 

 株主資本 

 資本剰余金 

 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成19年2月28日残高 2,127,500 1,987,500 1,987,500 

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 ―  ―  ―  

別途積立金の積立 ―  ―  ―  

当期純利益 ―  ―  ―  

 自己株式の取得 ―  ―  ―  

 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 ―  ―  ―  

平成20年2月29日残高 2,127,500 1,987,500 1,987,500

 

 株主資本 

 利益剰余金 

 その他利益剰余金 

 
利益準備金 

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2月28日残高 404,100  8,760,000 817,764 9,981,865  △1,120  14,095,744 

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当 ―   ―  △241,713 △241,713  ―   △241,713 

別途積立金の積立 ―   ―  ―  ―   ―   ―  

当期純利益 ―   ―  173,975 173,975  ―   173,975 

 自己株式の取得 ―   ―  ― ―   △8,403  △8,403 

 株主資本以外の項目の事業

年度の変動額（純額） 
―   ― ― ―  ―  ― 

事業年度中の変動額合計 ―   ―  △67,738 △67,738  △8,403  △76,142 

平成20年2月29日残高 404,100  8,760,000 750,026 9,914,126  △9,524  14,019,601 
 

評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額合計 

純資産合計 

平成19年2月28日残高 350,325 △0  350,324  14,446,069 

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 ―  ―  ―   △241,713 

別途積立金の積立 ―  ―  ―   ―  

当期純利益 ―  ―  ―   173,975 

 自己株式の取得 ―  ―  ―   △8,403 

 株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
△184,330 △370 △184,701  △184,701 

事業年度中の変動額合計 △184,330 △370 △184,701  △260,843 

平成20年2月29日残高 165,994 △370 165,623  14,185,225 
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④中間キャッシュ・フロー計算書                                                   (単位：千円未満切捨） 

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 
科  目 

金  額 金  額 金  額 

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 481,471 152,786  487,376 

  2. 減価償却費及び償却費 182,829 216,405  413,761 

  3. 減損損失 86,533 51,833  129,484 

  4. 貸倒引当金の減少額 △23,990 △300  △24,334 

  5. 受取利息及び受取配当金 △13,178 △17,637  △30,384 

  6. 支払利息 ― 467  ― 

  7. 投資有価証券売却益 △70,229 △122,838  △70,229 

  8. 固定資産除却損 83,963 44,155  143,718 

  9. 売上債権の減少額（△増加額） 9,734 △220,063  112,307 

 10. たな卸資産の減少額 231,919 276,091  89,080 

 11. 仕入債務の減少額（△増加額） △697,262 396,443  △661,492 

 12. その他 △46,310 △104,500  △98,609 

     小   計 225,479 672,843  490,679 

 13. 利息及び配当金の受取額 9,313 18,690  24,833 

 14. 利息の支払額 ― △623  ― 

 15. 法人税等の支払額 △147,380 △10,201  △449,975 

  営業活動によるキャッシュ･フロー 87,411 680,709  65,538 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ･フロー  

1. 定期預金の預入れによる支出 △400,000 △1,900,000  △2,200,000 

2. 定期預金の払出しによる収入 ― 1,900,000  ― 

3. 有形固定資産の取得による支出 △184,931 △283,913  △559,692 

4. 投資有価証券の取得による支出 △11,065 △98,196  △11,065 

5. 投資有価証券の売却及び償還による収入 111,501 181,188  121,635 

  6. 差入保証金の差入による支出 △42,989 △99,042  △95,169 

  7. 差入保証金の償還による収入 192,020 163,128  361,846 

  8. その他 △1,743 △14,275  10,633 

  投資活動によるキャッシュ･フロー △337,208 △151,111  △2,371,811 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー  

  1. 短期借入れによる収入 ― 4,800,000  ― 

  1. 自己株式の取得による支出 △119 △2,080  △8,403 

  2. 配当金の支払額 △148,014 △147,126  △240,721 

  財務活動によるキャッシュ･フロー △148,133 4,650,792  △249,125 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― 5,885  ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △397,930 5,180,391  △2,555,398 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,754,295 6,198,896  8,754,295 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 8,356,365 11,385,173  6,198,896 
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中間財務諸表作成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) たな卸資産 
 
 
 
 
 
 
 
 
（2） 有価証券 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
①商品  
売価還元法による原価法 
(但し,本部在庫品は 終仕入
原価法) 
 

②材料及び貯蔵品 
終仕入原価法 

 
 

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 
  時価のあるもの 
    中間決算末日の市場価格等
    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） 
  時価のないもの 
    移動平均法による原価法 

 
 
 
 
①商品 
          同    左 
 
 
 
②材料及び貯蔵品 
          同    左 
 
 
①子会社株式 
          同    左 
 
②その他有価証券 
   時価のあるもの 
    同  左 
 
 
 
 

   時価のないもの 
    同  左 
 
 

 
 
 
 
①商品 
          同    左 
 
 
 
②材料及び貯蔵品 
          同    左 
 
 
①子会社株式 
          同    左 
 
②その他有価証券 
時価のあるもの 

     決算末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） 
  時価のないもの 
    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（建物附属設備
は除く）については、定額法 
（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
計期間より平成19年4月1日以
降に取得した有形固定資産につ
いて、改正後の法人税法に基づく
減価償却の方法に変更しており
ます。 
この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税引
前中間純利益は、それぞれ1,165
千円減少しております。 
 

 
 
 

定率法 
ただし、平成10年4月1日以降
に取得した建物（建物附属設備
は除く）については、定額法 
（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
計期間より平成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。 
この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税引
前中間純利益が、それぞれ2,532
千円減少しております。 
 

 
 
 

定率法 
ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降
に取得した建物（建物附属設備
は除く）については、定額法 
（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、当事業年度より平成19年4
月1日以降に取得した有形固定資産
について、改正後の法人税法に基づ
く減価償却の方法に変更しており
ます。 
この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税引前当期
純利益は、それぞれ19,108 千円減
少しております 
 

  (2) 無形固定資産 
      （ソフトウェア） 
 
  (3) 長期前払費用 

社内における利用可能期間（5年
）による定額法 
 
定額法 

    同  左 
 
 
    同  左 
 
 

    同  左 
 
 
    同  左 
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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 

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
可能性を検討し、回収不能見込額
を計上しております。 
 

 
      同  左 
 
 
 
 
 
 

 
      同  左 
 
 
 
 
 
 

(2) 賞与引当金 
 
 
 
 

従業員及び出向受入社員の賞与
の支払いに充てるため、支給見込
額のうち当中間会計期間対応額
を計上しております。 
 

      同  左 
 
 
 

従業員及び出向受入社員の賞与
の支払いに充てるため、支給見込
額のうち当期期間対応額を計上
しております。 

(3) 役員賞与引当金 ― ― 役員の賞与の支払いに充てるため、

支給見込額を計上しております。 

 

(4) 退職給付引当金 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

従業員及び出向受入社員の退
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、当中間会計期間について
は、年金資産見込額が退職給付債
務見込額に未認識数理計算上の
差異を加減した額を超過してい
るため、超過額を前払年金費用と
して投資その他の資産のその他
に含めて計上しております。  
数理計算上の差異については、そ
の発生時の従業員等の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（8年
）による按分額をそれぞれ発生の
翌期より費用処理することとし
ております。 

従業員及び出向受入社員の退
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、当中間会計期間について
は、年金資産見込額が退職給付債
務見込額に未認識数理計算上の
差異を加減した額を超過してい
るため、超過額を前払年金費用と
して投資その他の資産のその他
に含めて計上しております。   
数理計算上の差異については、そ
の発生時の従業員等の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（7年
）による按分額をそれぞれ発生の
翌期より費用処理することとし
ております。 

従業員及び出向受入社員の退職給
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、適格年金制度部分について
は、年金資産見込額が退職給付債務
見込額に未認識数理計算上の差異
を加減した額を超過しているため、
超過額を前払年金費用として投資
その他の資産のその他に含めて計
上しております。   
数理計算上の差異については、その
発生時の従業員等の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（7年）によ
る按分額をそれぞれ発生の翌期よ
り費用処理することとしておりま
す。 
 （追加情報） 
従業員の平均残存勤務期間の短縮
に伴い数理計算上の差異の費用処
理年数の見直しを行った結果、当期
より8年から7年に短縮しておりま
す。この結果、従来の方法と比べて
営業利益、経常利益及び税引前当期
純利益が、それぞれ10,520 千円減
少しております。 
 

  (5) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払いに充

てるため、内規に基づく中間会計
期間末要支払額を計上しており
ます。 

     同  左 役員の退職慰労金の支払いに充

てるため、内規に基づく期末要支
払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 

４ リ－ス取引の処理方法 

 
 

リ－ス物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の
ファイナンス・リ－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 

 
 
 
 
 

５ ヘッジ会計の方法 

 

（1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっておりま
す。ただし、為替予約が付され
ている外貨建金銭債務について
は、振当処理を行なっておりま
す。 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 
 ①ヘッジ手段 

デリバティブ取引（為替予約
取引） 

 ②ヘッジ対象 
  相場変動等による損失の可

能性があり、相場変動等が評
価に反映されていないもの及
びキャッシュ・フローが固定
されその変動が回避されるも
の。（外貨建金銭債務） 

（3）ヘッジ方針 
社内管理規程に基づき、外貨建
取引の為替レートの変動による
リスクをヘッジするため、為替
予約を締結しております。 

（4）ヘッジの有効性評価の方法
予定取引について為替予約を付
しているため、その後の為替相
場の変動による相関関係は完全
に確保されており、その判定を
もって有効性の判定に代えてお
ります。 
（当中間会計期間末における有
効性の評価を省略しておりま
す。） 

 

同  左 
 

（1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっておりま
す。ただし、為替予約が付され
ている外貨建金銭債務について
は、振当処理を行なっておりま
す。 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 
 ①ヘッジ手段 

デリバティブ取引（為替予約
取引） 

 ②ヘッジ対象 
  相場変動等による損失の可

能性があり、相場変動等が評
価に反映されていないもの及
びキャッシュ・フローが固定
されその変動が回避されるも
の。（外貨建金銭債務） 

（3）ヘッジ方針 
社内管理規程に基づき、外貨建
取引の為替レートの変動による
リスクをヘッジするため、為替
予約を締結しております。 

（4）ヘッジの有効性評価の方法
予定取引について為替予約を付
しているため、その後の為替相
場の変動による相関関係は完全
に確保されており、その判定を
もって有効性の判定に代えてお
ります。 
（当期末における有効性の評価
を省略しております。） 

 
 

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 
 
 
 

手許現金、要求払預金及び取得日

から 3 ヶ月以内に満期日の到来
する流動性の高い、容易に換金可
能であり、かつ、価値の変動につ
いて僅少なリスクしか負わない
短期的な投資からなっておりま
す。 
 

        同    左 

 
 
 
 
 
 
 

      同  左 

 
 
 
 
 
 
 

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 

消費税等の会計処理は、税抜方
式によっております。 

 
 
 

       同  左 

 
 
 
 

    同  左 
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注記事項 
（中間貸借対照表関係）                                                                 （単位：千円未満切捨） 

項   目 
前中間会計期間末 

平成19年8月31日現在 

当中間会計期間末 

平成20年8月31日現在 

前事業年度末 

平成20年2月29日現在 

※1 有形固定資産の減価 
 償却累計額 

2,213,070千円 2,416,961千円 2,269,976千円 

※2 期末日満期手形 

  

― 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しており

ます。 
なお、当中間会計期間末日が金

融機関の休日であったため、次

の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期間末残高に含ま

れております。 
 
 支払手形  682,028千円 

 

― 

※3 消費税等の表示 仮受消費税等及び仮払消費税 同  左 ― 
 
 

 
 

等は相殺後の金額を流動負債

の「その他」に含めて表示して

おります。 
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  （中間損益計算書関係）                                （単位：千円未満切捨） 

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 減価償却実施額    

 

 

 有形固定資産 

 無形固定資産 

           176,040千円 

             1,797千円 

           209,584千円 

             1,542千円 

           400,793千円 

             3,182千円 

※2 営業外収益のうち    

 

 

 受取利息 

受取配当金 

債務振替益 

  仕入割引 

             5,872千円 

7,306千円 

7,285千円 

            25,658千円 

 

            11,525千円 

6,112千円 

4,385千円 

            25,321千円 

 

            15,677千円 

14,706千円 

12,332千円 

            53,240千円 

※3 特別利益のうち    

 投資有価証券売却

益 

貸倒引当金戻入益 

受取補償金 

 

 

70,229千円 

            23,990千円 

                ― 

 

122,838千円 

               300千円 

65,000千円 

 

            70,229千円 

24,334千円 

            11,321千円 

※4 特別損失のうち    

 固定資産除却損 建物             83,325千円 

長期前払費用        638千円 

計               83,963千円 

建物             43,502千円 

長期前払費用        652千円 

計               44,155千円 

建物            138,223千円 

器具及び備品      2,832千円 

長期前払費用      2,662千円 

計              143,718千円 

 支払退店補償金 34,563千円 28,598千円 46,973千円 

 役員退職功労加算

金 

  ― 148,466千円 ―  

 減損損失 当社は以下の減損損失を計上 
しております。 
 

場所 用途 種類
金額 

(千円)

静岡県 

他14件 

賃貸 

店舗 

建物 

土地 

長期 

前払 

費用 

36,619

49,528

385

合 計 86,533

 
資産のグルーピングは、主に店舗
単位としております。 
このうち、営業キャッシュ・フロ
ーが悪化している店舗について、
帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、減損損失86,533千円を計
上しました。 
なお、店舗用建物等の回収可能価
額は主に使用価値により測定 
し、割引率は3.6％を用いており
ます。 
また、土地の回収可能性は、 
正味売却価額により測定し、正味
売却価額は路線価を基準に測定
しております。 

 

当社は以下の減損損失を計上 
しております。 
 

場所 用途 種類
金額 

(千円)

千葉県

他14件

店舗 建物 

長期 

前払 

費用 

50,545

 

1,288

合 計 51,833

 
資産のグルーピングは、主に店舗
単位としております。 
このうち、営業キャッシュ・フロ
ーが悪化している店舗について、
帳簿価額を回収可能価額（零円）
まで減額し、減損損失51,833千
円を計上しました。 
なお、店舗用建物等の回収可能価
額は主に使用価値により測定 

し、割引率は3.6％を用いており

ます。 

 

当社は以下の減損損失を計上 
しております。 
 

場所 用途 種類
金額 

(千円)

静岡県 

他20件 

賃貸 

店舗 

建物 

土地 

長期

前払 

費用 

77,346

49,528
 

2,609

合 計 129,484

 
資産のグルーピングは、主に店舗
単位としております。 
このうち、営業キャッシュ・フロ
ーが悪化している店舗について、
帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、減損損失129,484千円を計
上しました。 
なお、店舗用建物等の回収可能価
額は主に使用価値により測定 

し、割引率は3.6％を用いており

ます。 

また、土地の回収可能価額は正味

売却価額により測定し、正味売却

価額は路線価を基準に測定して

おります。 
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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（平成19年3月1日から平成19年8月31日） 

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 

 

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 13,430,000 － －  13,430,000 

 

2 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 1,400 150 －  1,550 

 （注） 普通株式の自己株式数の増加150株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

４ 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5月24日 

定時株主総会 
普通株式 147,714千円 11.00円 平成19年2月28日 平成19年5月25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当中間会計期間末後となるもの 

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10月18日 

取締役会 
普通株式 93,999千円 利益剰余金 7.00円 平成19年8月31日 平成19年11月19日
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  当中間会計期間（平成20年3月1日から平成20年8月31日） 

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 

 

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 13,430,000 － －  13,430,000 

 

2 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 14,180 3,622 －  17,802 

 （注） 株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。 

     ① 取締役会決議に基づく市場からの買受によるものは、3,300株であります。 

     ② 単位未満株式の買取によるものは、322株であります。 

 

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

４ 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20年5月22日 

定時株主総会 
普通株式 147,574千円 11.00円 平成20年2月29日 平成20年5月23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当中間会計期間末後となるもの 

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20年10月24日 

取締役会 
普通株式 53,648千円 利益剰余金 4.00円 平成20年8月31日 平成20年11月18日
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  前事業年度（平成19年3月1日から平成20年2月29日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 

 

前事業年度末 

株式数 （株） 
増加株式数 （株） 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 13,430,000 － －  13,430,000 

 

２ 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） 
増加株式数 （株） 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 1,400 12,780 －  14,180 

 （注） 株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。 

         ① 取締役会決議に基づく市場からの買受によるものは、12,600株であります。 

     ②  単位未満株式の買取によるものは、180株であります。 

 

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

４ 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5月24日 

定時株主総会 
普通株式 147,714千円 11.00円 平成19年2月28日 平成19年5月25日

平成19年10月18日 

取締役会 
普通株式 93,999千円 7.00円 平成19年8月31日 平成19年11月19日

 

（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

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20年5月22日 

定時株主総会 
普通株式 147,574千円 利益剰余金 11.00円 平成20年2月29日 平成20年5月23日
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  （中間キャッシュ・フロ－計算書類関係） 

（単位：千円未満切捨） 
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 現金及び現金同等物の中間期末残高と中 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対 

間貸借対照表に掲記されている科目の金 間貸借対照表に掲記されている科目の金 照表に掲記されている科目の金額との関 

額との関係 額との関係 係 

 現金及び  現金及び  現金及び 

 預金勘定 
8,456,365千円 

 預金勘定 
13,178,519千円 

 預金勘定 
8,098,896千円 

有価証券 106,653千円 
 ―――――――――

  計 13,285,173千円 

 
 
預入期間が 3
ヶ月を超える
定期預金 

 
 
△100,000千円 預入期間が 3

ヶ月を超える
定期預金 

△1,900,000千円 

 
 
預入期間が 3
ヶ月を超える
定期預金 

 
 

△1,900,000千円 

 ―――――――――  ―――――――――  ――――――――― 

 現金及び  現金及び  現金及び 

現金同等物 
8,356,365千円 

現金同等物 
11,385,173千円 

現金同等物 
6,198,896千円 

      
 
  （リ－ス取引関係） 

（単位：千円未満切捨） 
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 

リース物件の所有権が借主に移転すると リース物件の所有権が借主に移転すると 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 認められるもの以外のファイナンス・リー 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 

  償却累計額相当額及び中間期末残高相 

  当額 

ス取引 

①  リース物件の取得価額相当額、減価

  償却累計額相当額及び中間期末残高相

  当額 

ス取引 

①  リース物件の取得価額相当額、減価

  償却累計額相当額及び期末残高相当額

   

 

 

有形固定資産 

「その他」 

 

 

有形固定資産 

「その他」 

 

 

有形固定資産 

「その他」 
 ――――――――  ――――――――  ―――――――― 

取得価額相当額  13,170 千円 取得価額相当額  8,528 千円 取得価額相当額  13,170 千円

減価償却累計額 

相当額 
6,085 千円 

減価償却累計額 

相当額 
5,317 千円

減価償却累計額 

相当額 
8,280 千円

 ――――――――  ――――――――  ―――――――― 

中間期末残高 

相当額 
7,085 千円 

中間期末残高 

相当額 
3,210 千円

期末残高 

相当額 
4,889 千円

 ――――――――  ――――――――  ―――――――― 

② 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 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内    3,874 千円 １年以内    2,692 千円 １年以内    3,100 千円

１年超 3,210 千円 １年超 518 千円 １年超 1,789 千円
―――――――――――――――――― ―――――――――――――――――― ――――――――――――――――――

   計 7,085 千円    計 3,210 千円    計 4,889 千円

なお、取得価額相当額及び未経過リース料 

中間期末残高相当額は、有形固定資産の中 

間期末残高等に占めるその割合が低いた 

め、「支払利子込み法」により、算定して 

おります。 

             同 左 

 

 

 

 

なお、取得価額相当額及び未経過リース料

期末残高相当額は、有形固定資産の期末残

高等に占めるその割合が低いため、「支払

利子込み法」により、算定しております。

 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

  支払リース料 2,195 千円   支払リース料 1,679 千円   支払リース料   5,301 千円

  減価償却費相当額 2,195 千円   減価償却費相当額 1,679 千円   減価償却費相当額 5,301 千円

   

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 
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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 

（単位：千円未満切捨） 
前中間会計期間末 

平成19年8月31日現在 

当中間会計期間末 

平成20年8月31日現在 

前事業年度末 

平成20年2月29日現在 

区分 

取得原価 
中間貸借対

照表計上額 
差  額 取得原価 

中間貸借対

照表計上額
差  額 取得原価 

貸借対照

表計上額
差  額 

株  式 330,196 749,056 418,859 359,744 530,330 170,586 327,697 607,149 279,451

債    券   

  国債・地方債 10,023 10,000 △23 ― ― ― ― ― ―

     計 340,220 759,056 418,835 359,744 530,330 170,586 327,697 607,149 279,451

  
   （注） 当中間会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について 7,799 千円減損処理を行っております。 

減損処理にあたっては、中間会計期間末（期末）における時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合には、全て減損処理を

行ない、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処

理を行っております。 

 
２ 時価評価されていない主な有価証券 

（単位：千円未満切捨） 

前中間会計期間末 

平成19年8月31日現在 

当中間会計期間末 

平成20年8月31日現在 

前事業年度末 

平成20年2月29日現在 
区分 

中間貸借対照表計上額 中間貸借対照表計上額 貸借対照表計上額 

 

その他有価証券 

非上場株式 

     

                 

     383,507 

 

 

 383,397 

             

             

383,397         

ＭＭＦ            ―      106,653 ― 

 
（デリバティブ取引関係） 

 
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 

デリバティブ取引については、ヘッジ会計

を適用しているため、注記の対象から除い

ております。 

同  左 同  左 
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（１株当たり情報） 

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株当たり純資産額 1,073.94円       1,043.96円        1,057.35円   

１株当たり中間（当期）純利益 16.75円       2.28円        12.96円   

 なお、潜在株式調整後１株当た            同  左 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、  り当期純利益金額については、

 潜在株式がないため記載して  潜在株式がないため記載して

 おりません。  おりません。 

    

    

 

  （注） 算定上の基礎 

  1. 1株当たり純資産額                                                                   （単位：千円未満切捨）  

             
前中間会計期間末 

平成19年8月31日現在

当中間会計期間末 

平成20年8月31日現在 

前事業年度末 

平成20年2月29日現在

純資産の部の合計金額 14,421,354 14,001,845  14,185,225 

純資産の部の合計額と1株当たり純資産額

の算定に用いられた普通株式に係る純資

産額との差額             （千円） ―   ―    ―    

普通株式に係る純資産額  （千円） 14,421,354 14,001,845    14,185,225 

普通株式の発行済株式数  （株) 13,430,000 13,430,000    13,430,000 

普通株式の自己株式数   （株） 1,550 17,802    14,180 

1 株当たり純資産額の算定に用いられた普

通株式の数        （株） 
13,428,450 13,412,198   13,415,820 

       

2. 1株当たり中間（当期）純利益                                                         （単位：千円未満切捨） 

 

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） 224,912 30,569  173,975    

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） 224,912 30,569  173,975  

普通株式の期中平均株式数（株） 13,428,531 13,412,604  13,426,101  
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（重要な後発事象） 

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 

会社分割による持株会社制への移行及び商号変更について 

平成20年6月6日開催の取締役会において、平成20年9月1日付で、当社の営む婦人服等小売事業を「株式会社リ

オチェーン」に新設分割にて承継することにより、当社を持株会社とする持株会社制へ移行すること及び本新設分割計

画について決議いたしました。 

これにより当社は持株会社に移行し、商号につきましては「株式会社リオチェーンホールディングス」に変更してお

ります。 

なお、新設分割計画及び商号変更のいずれも、平成20年8月7日に開催の臨時株主総会において承認されておりま

す。 

 

1. 会社分割（持株会社制移行）の目的 

婦人服専門店業界につきましては、大型ショッピングセンターの出店により、企業間競争が一段と激しくなるなか、

天候不順等により厳しい経営環境が続いております。このような状況のもとで、当社は、スタイル提案および品質を

重視した商品開発を行うとともに店頭でのコーディネート販売を徹底してまいります。さらに、合理的な出店および

既存店の活性化を図るなどスクラップアンドビルドを推進して、業績の向上に努力する所存であります。 

つきましては、今後、次の成長ステージに円滑に移行し、更なる企業価値の向上を目指すためには、マネジメント

体制の改革が急務な状況にあると認識しております。 

こうした観点から、「新たな成長モデルの構築」「事業再構築の実行」を確実に実現することを目的とし、平成20

年9 月1日付に持株会社へ移行しました。 

 

2.  会社分割の要旨 

（1）会社分割の日程 

平成20年6月6日    持株会社制移行決定及び新設分割計画承認取締役会 

平成20年6月16日    臨時株主総会基準日 

平成20年8月7日        新設分割計画承認の臨時株主総会  

平成20年9月1日        分割の効力発生日及び分割登記 

 

（2）分割方式 

当社を分割会社とし、新たに新設する「株式会社リオチェーン」を新設会社とする新設分割です。 

なお、当社は平成20年9月1日をもって、商号を「株式会社リオチェーンホールディングス」に変更しまし

た。 

 

（3）分割により減少する資本金の額等 

本新設分割に伴う当社の資本金の額等の増減はありません。 

 

（4）分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

 

（5） 新設会社が承継する権利義務 

「株式会社リオチェーン」（新設）が当社から承継する権利義務は、分割効力発生日現在の店舗運営事業に属す

る資産、債務その他の権利義務といたします。 

    なお、本新設分割において、新設会社が当社から承継する債務については重畳的債務引受の方法によるものと

いたします。 

（6） 債務履行の見込み 

本新設分割において、新設会社が本新設分割に際して発行する株式は、すべて当社に割当てられること及び

新設会社に承継される資産額は、新設会社において負債の額を上回っていることから、当社及び新設会社の債

務履行の見込みについて、問題はないものと判断しております。 
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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 

3．分割当事会社の概要 

 

 分割会社 

平成20年9月1日現在 

新設分割設立会社 

平成20年9月1日設立 

（１）商号 株式会社リオチェーンホールディングス

（平成20年9月1日付で株式会社リオチ

ェーンより商号変更）  

株式会社リオチェーン 

（新設）  

（２）主な事業内容 持株会社として事業会社の支配・管理 婦人服及び服飾雑貨小売チェーンストア

（３）設立年月日 昭和44年4月14日 平成20年9月1日 

（４）本店所在地 名古屋市中区平和一丁目1番20号 名古屋市中区平和一丁目1番20号 

（５）役員の役職・氏名 代表取締役会長  横山和幸 

代表取締役社長  横山卓幸 

常務取締役    天野仁志 

取締役      梅村二三男 

常勤監査役    長田潔 

社外監査役    高木博行 

社外監査役    瀬古正文 

代表取締役会長   横山和幸 

代表取締役社長   横山卓幸 

常務取締役     天野仁志 

取締役       梅村二三男 

常勤監査役     長田潔 

（６）資本金 21億2,750万円 5,000万円  

（７）発行済株式数 13,430,000株 100,000株  

（８）決算期 2月末日 2月末日 

（９）従業員数 18名 576名 

（10）大株主及び持株比率 ㈱アサヒリオ 30.7％ 

㈱リオ横山 19.3％ 

㈱三菱東京UFJ銀行 4.9％ 

横山和幸 4.2％ 

横山卓幸 4.0％ 

㈱大垣共立銀行 3.4％ 

㈱リオチェーンホールディングス 100％  
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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 

4．分割する事業部門の概要  

  （１）分割する部門の事業内容 

 

当社が営む婦人服等小売事業 

  

（２）分割する部門の平成20年2月期における経営成績 

 

   売上高  22,475百万円 

 

 （３）分割する部門の資産、負債の項目 

     

 婦人服等小売事業 

流動資産 3,265百万円 

固定資産 5,625百万円 

資産合計 8,890百万円 

流動負債 8,822百万円 

固定負債    10百万円 

負債合計 8,832百万円 
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（1）役員の異動 

        該当事項はありません。 

 

（2）その他 

   ① 当中間会計期間末日後の状況 

     該当事項はありません。 

   ② 訴訟 

     該当事項はありません。 
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 商品（種類）別売上高 
（単位：千円未満切捨） 

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 項   目 

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比

     ％     ％     ％ 

重 衣 料 類 

（ドレス、コートなど） 
1,225,290  10.5 1,413,116  13.3  2,692,853  12.0 

軽 衣 料 類 

（セーター、ブラウス 

スカート、パンツなど） 

8,646,352  74.4 7,703,561  72.7  16,338,916  72.7 

そ  の  他 

（ファッション雑貨など）
1,749,353  15.1 1,482,903  14.0  3,443,952  15.3 

合     計 11,620,995  100.0 10,599,580  100.0  22,475,722  100.0 

 


