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1.  21年1月期の連結業績（平成20年2月1日～平成21年1月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年1月期 13,070 6.9 499 △28.9 504 △31.6 214 △44.5
20年1月期 12,232 12.4 702 △15.4 738 △22.6 386 △18.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期

純利益
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年1月期 20.07 ― 2.8 5.1 3.8
20年1月期 35.82 ― 5.0 7.5 5.7

（参考） 持分法投資損益 21年1月期  7百万円 20年1月期  9百万円

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

21年1月期 10,024 7,808 77.7 745.48
20年1月期 9,863 7,837 79.3 727.75

（参考） 自己資本   21年1月期  7,785百万円 20年1月期  7,818百万円

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

21年1月期 421 △283 △205 3,130
20年1月期 778 △890 △179 3,210

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年1月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 125 59.8 1.6
21年1月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 128 33.5 1.6

22年1月期 
（予想）

― 0.00 ― 12.00 12.00 ――― 63.6 ―――

3.  22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期連結累計期間 6,440 2.2 200 10.5 203 3.0 79 △32.8 7.56
通期 13,025 △0.4 470 △5.9 477 △5.5 197 △8.2 18.86
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

新規 ― 社 （ 社名 ） 除外 ― 社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年1月期  10,834,000株 20年1月期  10,834,000株
② 期末自己株式数 21年1月期  390,500株 20年1月期  90,500株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年1月期の個別業績（平成20年2月1日～平成21年1月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年1月期 12,418 7.1 469 △26.8 471 △29.1 259 △30.8
20年1月期 11,598 13.7 641 △18.0 665 △25.6 374 △11.8

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

21年1月期 24.24 ―
20年1月期 34.71 ―

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

21年1月期 9,692 7,662 79.1 733.70
20年1月期 9,573 7,650 79.9 712.15

（参考） 自己資本 21年1月期  7,662百万円 20年1月期  7,650百万円

2.  22年1月期の個別業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、今後の経済状況等の変化により、実際の業績は予想数値と異なる結果となる
場合があります。業績事項に関する事項は添付資料の４ページをご覧ください。  

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

第2四半期累計期間 6,112 2.2 190 20.0 193 15.2 77 △50.5 7.37
通期 12,370 △0.4 450 △4.2 457 △3.1 189 △27.1 18.10
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当連結会計年度における我が国経済は、前半は原油価格を始めとする原材料価格の高騰等により企

業収益が急速に悪化し、後半はサブプライム住宅ローン問題に端を発する世界的な金融不安により、

景気の後退が顕著になってまいりました。 

当アパレルないし小売業界におきましては、食料品や日用品の物価高騰、年金問題や雇用環境の悪

化等による将来不安から個人消費が落込み、一段と厳しい経営環境となりました。 

このような状況のなか、「ファッションビジネスを通して、ファッションが好きなお客様に役立

ち、お客様への役立ちを我が天職とする」という経営理念に基づき、「お客様と満足と感動を共感し

ます」を合言葉に、ものづくり及び販売を行ってまいりました。 

(店舗の展開概況) 

当連結会計年度に直営店の出店19店舗、退店15店舗を行いました。ブランド別には以下のとおりで

あります。 

 
(ブランド別売上の概況) 

当連結会計年度におけるブランド別売上高は、以下のとおりであります。 

 
(注) 1. 「pual ce cin」には、「pual ce cin raciqu」を含んでおります。 

 2. その他は、主にロイヤリティ収入であります。 

 3. 「apporte par les marches」は、当連結会計年度において展開を中止いたしました。 

  

既存店の前連結会計年度に対する売上高比は、1.1％の減少となりました。 

  

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当連結会計年度の概況

ブランド 出店 退店
ブランド
変更

増減
当連結会計 
年度末 
店舗数

one after another 
NICE CLAUP

6 3 △1 2 46

natural couture 3 3 1 1 35

pual ce cin 2 1 1 19

remind me and forever 4 △4 9

ouvrage classe 3 3 5

apporte par les marches 1 △3 △4 ─

gramme's ― 1

ブランド複合ショップ 
(continuer de NICECLAUP)

2 2 3 3 7

アウトレットショップ 3 1 2 12

合計 19 15 ― 4 134

ブランド
前連結会計年度 

(千円)

当連結会計年度 

(千円)

増減 

(%)

one after another 
NICE CLAUP

4,784,222 4,783,336 △0.0

natural couture 3,013,811 3,074,596 2.0

pual ce cin 1,715,211 2,050,289 19.5

remind me and forever 1,414,209 1,998,909 41.3

ouvrage classe 148,757 242,367 62.9

apporte par les marches 195,505 ─ ─

gramme's 549,451 560,832 2.1

その他 411,145 360,528 △12.3

合計 12,232,315 13,070,860 6.9
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以上の結果、当連結会計年度の売上高は、13,070百万円(前連結会計年度比6.9％増)、売上総利益

は、7,435百万円(同4.3％増)となりました。当連結会計年度はアウトレットショップが好調に推移し

売上高を伸ばす要因となりましたが、反面、全体の売上高に占める割合が拡大したため売上総利益率

は前連結会計年度に比べ1.4ポイント低下いたしました。販売費及び一般管理費は、売上高の増加に

ともなう店舗経費の増加に加え、積極的な人材確保を進めてまいりました結果人件費が増加し、

6,935百万円(同7.9％増)となり、営業利益は499百万円(同28.9％減)、経常利益504百万円(同31.6％

減）となりました。特別利益に福利厚生施設兼賃貸用に所有いたしておりました不動産の処分により

固定資産売却益124百万円、特別損失に、不採算店舗及び低採算店舗の退店を行ったことによる固定

資産除却損54百万円、退店予定店舗及び一部不採算店舗の減損損失72百万円、有価証券市場低迷によ

り投資有価証券評価損12百万円等により156百万円を計上し、当期純利益は214百万円(同44.5％減)と

なりました。 

  

次期の見通しにつきましては、景気回復は見込み難く、個人消費は悪化するものと見込んでおり、

なお一層厳しい経営環境が続くと予想しております。 

このような状況のもと、お客様のニーズを的確につかんだものづくり、採算・効率を重視した直営

店の出店、退店及び改装を引続き進めていき、効率を重視した経営を行っていく所存であります。 

以上の方針のもと、現在、直営店の出店５店舗、退店５店舗が決定しております。また、販売費及

び一般管理費につきましては、積極的な人材確保によりここ数年伸び続けてきた人件費の伸び率は低

下する予定であり、他につきましても見直しを図り圧縮に努めてまいる所存であります。 

次期の連結業績につきましては、店舗の増加による売上高の増加は見込まず、売上高13,025百万円

(前連結会計年度費0.4％減)、営業利益470百万円(同5.9％減)、経常利益477百万円(同5.5％減)、当

期純利益197百万円(同8.2％減)を見込んでおります。 

なお、当企業集団が取扱う衣料品や雑貨などのファッション商品は、気象状況により売上が変動し

やすく、天候不順等の気象状況により業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当業界は、バー

ゲンセール期間がありその売上比率により売上総利益率が変動し、業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

② 次期の見通し
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流動資産は、前連結会計年度末に比べ、337百万円増加し、5,913百万円となりました。これは主に

受取手形及び売掛金の増加326百万円、たな卸資産の増加109百万円等に対して、現金及び預金の減少

72百万円等によるものであります。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため現金及

び預金の減少、受取手形及び売掛金の増加に一部影響しております。(現金及び預金の減少の詳しい

内容につきましては、連結キャッシュ・フロー計算書をご参照ください。) 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ、177百万円減少し、4,111百万円となりました。これは主に

有形固定資産の減少121百万円、投資有価証券の減少95百万円等に対し、敷金及び保証金の増加76百

万円等によるものであります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ、160百万円増加し、10,024百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ、173百万円増加し、1,756百万円となりました。これは主に

買掛金の増加147百万円によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ、15百万円増加し、459百万円となりました。これは主に退

職給付引当金の増加18百万円によるものであります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ、188百万円増加し、2,215百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、28百万円減少しし、7,808百万円となりました。増加要

因は当期純利益による214百万円、減少要因は利益処分による配当金の支払128百万円、自己株式の取

得による76百万円、その他有価証券評価差額金の減少42百万円であります。 

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

(資産)

(負債)

(純資産)
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当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比

べ79百万円減少し、3,130百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであります。

営業活動の結果得られた資金は、421百万円(前連結会計年度比45.9％減)となりました。 

増加の主な内訳は、税金等調整前当期純利益473百万円、減価償却費381百万円であり、減少の主な

内訳は、売上債権の増加額327百万円、法人税等の支払額252百万円であります。 

投資活動の結果使用した資金は、283百万円(前連結会計年度比68.1％減)となりました。 

これは主に、支出は、有形固定資産の取得による支出362百万円、敷金及び保証金の増加額73百万

円であり、収入は、有形固定資産の売却による収入151百万円であります。 

財務活動の結果使用した資金は、205百万円(前連結会計年度比14.8％増)となりました。 

これは、自己株式の取得による支出76百万円、配当金の支払額129百万円であります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
(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. 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 

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 

5. 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。 

6. 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。 

  

当社の利益配分につきましては、安定経営の根幹をなす株主の皆様からの支援及び協力体制に報いる

ため、配当性向を重要視した利益配当政策を基本として継続してまいる所存であります。ただし、業績

の進捗状況、将来展望等を総合的に勘案し、財務体質の強化を図りながら、都度配当政策を実施してま

いります。 

なお、当期の配当につきましては、１株当たり12円を予定しております。 

  

  

  

  

② 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)

平成17年１月期 平成18年１月期 平成19年１月期 平成20年１月期 平成21年１月期

自己資本比率(%) 80.4 80.7 78.1 79.3 77.7

時価ベースの自己資本比率(%) 47.8 124.4 76.1 41.0 23.2

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(%)

47.5 23.5 23.7 28.3 52.3

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍)

85.6 191.6 172.8 154.4 93.2

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当企業集団は、親会社の株式会社パルと当社、２社の連結子会社及び２社の関連会社で構成されており

ます。当社、親会社の株式会社パル及び子会社の株式会社アパラは、衣料並びにバッグ、アクセサリー等

の関連雑貨の企画・販売事業を行っており、当社及び株式会社パルは直営店を中心に、株式会社アパラは

卸売り中心に事業展開しております。子会社の株式会社ビーアップは、衣料品につけるタグ、ネーム等の

附属品及び店舗で使用するショッピングバッグ等の製造・販売事業を行っております。なお、株式会社Ｔ

ＷＯ－Ｏは、平成20年５月29日付で清算結了いたしました。関連会社のNICECLAUP H.K. LTD.は、当社商

品の香港での販売事業を行っておりましたが平成20年9月より営業を休止しております。関連会社の株式

会社マグスタイルは、生活雑貨の販売事業を行っております。 

主要ブランドは、当社「one after another NICE CLAUP」、「natural couture」、「pual ce cin」、

「remind me and forver」、株式会社アパラ「gramme's」であります。事業系統図は以下のとおりであり

ます。 

 

２ 企業集団の状況
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上記(1)から(3)につきましては、平成21年１月期中間決算短信(平成20年９月12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.niceclaup.co.jp/ 

  (ジャスダック証券取引所ホームページ(JDS検索ページ)) 

  http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

  

当該事項につきましては、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出しておりますので、

そちらをご参照ください。 

  

該当事項はありません。 

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(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

(4) 内部管理体制の整備・運用状況

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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４ 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度 

(平成20年１月31日)

当連結会計年度 

(平成21年１月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 4,032,707 3,960,592 △72,115

 ２ 受取手形及び売掛金 892,956 1,219,140 326,184

 ３ 有価証券 3,580 ─ △3,580

 ４ たな卸資産 474,145 583,539 109,393

 ５ 繰延税金資産 122,225 89,666 △32,559

 ６ その他 51,146 62,315 11,169

   貸倒引当金 △1,121 △1,763 △642

   流動資産合計 5,575,641 56.5 5,913,490 59.0 337,849

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 1,256,049 1,262,224 6,174

    減価償却累計額 642,456 613,592 729,671 532,552 87,214 △81,040

  (2) 車両運搬具 8,849 8,987 137

    減価償却累計額 3,649 5,199 4,658 4,328 1,009 △871

  (3) 土地 73,043 66,451 △6,591

  (4) その他 421,559 425,254 3,695

    減価償却累計額 261,354 160,204 298,062 127,192 36,707 △33,012

   有形固定資産合計 852,040 8.6 730,524 7.3 △121,515

 ２ 無形固定資産 35,748 0.4 27,458 0.3 △8,290

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※１ 469,997 374,586 △95,410

  (2) 保険積立金 937,543 934,018 △3,525

  (3) 敷金及び保証金 1,549,283 1,625,458 76,175

  (4) 繰延税金資産 333,793 303,779 △30,014

  (5) その他 121,451 121,372 △78

    貸倒引当金 △11,544 △5,901 5,643

   投資その他の資産合計 3,400,524 34.5 3,353,314 33.4 △47,210

   固定資産合計 4,288,313 43.5 4,111,297 41.0 △177,016

   資産合計 9,863,955 100.0 10,024,788 100.0 160,832
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前連結会計年度 

(平成20年１月31日)

当連結会計年度 

(平成21年１月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 759,894 907,664 147,769

 ２ 短期借入金 220,000 220,000 ─

 ３ 未払法人税等 98,197 7,530 △90,666

 ４ 賞与引当金 30,602 35,504 4,902

 ５ 役員賞与引当金 22,000 15,000 △7,000

 ６ 返品調整引当金 1,000 1,000 ─

 ７ その他 451,348 569,654 118,305

   流動負債合計 1,583,042 16.0 1,756,352 17.5 173,310

Ⅱ 固定負債

 １ 長期未払金 320,200 317,633 △2,566

 ２ 退職給付引当金 123,572 141,814 18,242

   固定負債合計 443,772 4.5 459,448 4.6 15,676

   負債合計 2,026,815 20.5 2,215,801 22.1 188,986

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 768,520 7.8 768,520 7.7 ─

 ２ 資本剰余金 807,750 8.2 807,750 8.1 ─

 ３ 利益剰余金 6,300,211 63.9 6,385,944 63.7 85,732

 ４ 自己株式 △50,104 △0.5 △126,904 △1.3 △76,799

   株主資本合計 7,826,377 79.4 7,835,309 78.2 8,932

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
△7,829 △0.1 △49,899 △0.5 △42,070

   評価・換算差額等合計 △7,829 △0.1 △49,899 △0.5 △42,070

Ⅲ 少数株主持分 18,592 0.2 23,576 0.2 4,983

   純資産合計 7,837,140 79.5 7,808,986 77.9 △28,153

   負債・純資産合計 9,863,955 100.0 10,024,788 100.0 160,832
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度 

 (自 平成19年２月１日   

 至 平成20年１月31日)

当連結会計年度 

 (自 平成20年２月１日   

 至 平成21年１月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 12,232,315 100.0 13,070,860 100.0 838,545

Ⅱ 売上原価 5,101,415 41.7 5,635,318 43.1 533,903

   売上総利益 7,130,900 58.3 7,435,542 56.9 304,641

    返品調整引当金戻入額 400 0.0 ─ ─ △400

   差引売上総利益 7,131,300 58.3 7,435,542 56.9 304,241

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 販売手数料 480,265 425,788 △54,477

 ２ 店舗経費 2,147,399 2,362,724 215,325

 ３ 給料手当 1,482,151 1,752,858 270,707

 ４ 賞与 202,496 217,735 15,238

 ５ 賞与引当金繰入額 30,602 35,504 4,902

 ６ 役員賞与引当金繰入額 22,000 15,000 △7,000

 ７ 退職給付費用 19,509 31,453 11,944

 ８ その他 2,044,359 6,428,783 52.6 2,094,818 6,935,883 53.1 50,459 507,099

   営業利益 702,517 5.7 499,658 3.8 △202,858

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 19,974 14,385 △5,588

 ２ 有価証券売却益 15,884 431 △15,452

 ３ 持分法による投資利益 9,735 7,896 △1,838

 ４ 受取賃貸料 6,447 4,589 △1,858

 ５ その他 3,295 55,335 0.5 4,943 32,245 0.3 1,647 △23,089

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4,985 4,607 △377

 ２ 投資事業組合損失 4,890 4,140 △750

 ３ 為替差損 9,142 17,342 8,200

 ４ その他 723 19,741 0.2 1,189 27,280 0.2 466 7,538

   経常利益 738,111 6.0 504,624 3.9 △233,486
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前連結会計年度 

(自 平成19年２月１日 

 至 平成20年１月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年２月１日 

 至 平成21年１月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※１ ― 124,459 124,459

 ２ 会員権売却益 9,205 ─ △9,205

 ３ 貸倒引当金戻入益 ― 9,205 0.1 420 124,879 0.9 420 115,674

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※２ ― 13 13

 ２ 固定資産除却損 ※３ 95,372 54,760 △40,611

 ３ 投資有価証券評価損 27,675 12,318 △15,356

 ４ 減損損失 ※４ 50,044 72,631 22,586

 ５ 賃貸借契約解約損 ─ 16,407 16,407

 ６ 貸倒引当金繰入額 6,000 179,091 1.5 ─ 156,133 1.2 △6,000 △22,958

   税金等調整前当期純利益 568,225 4.6 473,371 3.6 △94,853

   法人税、住民税 

   及び事業税
271,519 162,284 △109,235

   法人税等調整額 △97,531 173,988 1.4 91,448 253,732 2.0 188,980 79,744

   少数株主利益 7,458 0.0 4,983 0.0 △2,474

   当期純利益 386,778 3.2 214,654 1.6 △172,124
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前連結会計年度(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

  

 
  

 
  

(3) 連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年１月31日残高(千円) 768,520 807,750 6,043,441 ─ 7,619,711

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △130,008 △130,008

 当期純利益 386,778 386,778

 自己株式の取得 △50,104 △50,104

 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)
─ ─ 256,770 △50,104 206,666

平成20年１月31日残高(千円) 768,520 807,750 6,300,211 △50,104 7,826,377

評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年１月31日残高(千円) 8,966 8,966 11,134 7,639,811

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △130,008

 当期純利益 386,778

 自己株式の取得 △50,104

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△16,795 △16,795 7,458 △9,336

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

△16,795 △16,795 7,458 197,329

平成20年１月31日残高(千円) △7,829 △7,829 18,592 7,837,140
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当連結会計年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１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

平成20年１月31日残高(千円) 768,520 807,750 6,300,211 △50,104 7,826,377

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △128,922 △128,922

 当期純利益 214,654 214,654

 自己株式の取得 △76,799 △76,799

 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)
─ ─ 85,732 △76,799 8,932

平成21年１月31日残高(千円) 768,520 807,750 6,385,944 △126,904 7,835,309

評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成20年１月31日残高(千円) △7,829 △7,829 18,592 7,837,140

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △128,922

 当期純利益 214,654

 自己株式の取得 △76,799

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△42,070 △42,070 4,983 △37,086

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

△42,070 △42,070 4,983 △28,153

平成21年１月31日残高(千円) △49,899 △49,899 23,576 7,808,986
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度 

(自 平成19年２月１日 

 至 平成20年１月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年２月１日 

 至 平成21年１月31日)

比較増減

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

   税金等調整前当期純利益 568,225 473,371 △94,853

   減価償却費 348,797 381,693 32,895

   減損損失 50,044 72,631 22,586

   貸倒引当金の増加額又は減少額(△) 6,294 △5,000 △11,295

   返品調整引当金の減少額 △400 ─ 400

   賞与引当金の増加額 8,452 4,902 △3,550

   役員賞与引当金の減少額 △12,000 △7,000 5,000

   退職給付引当金の増加額 9,526 18,242 8,715

   受取利息及び配当金 △19,974 △14,385 5,588

   有価証券売却益 △15,884 △431 15,452

   投資事業組合損失 4,890 4,140 △750

      保険解約益 ─ △1,610 △1,610

   為替差損 4,888 10,463 5,575

   持分法による投資利益 △9,735 △7,896 1,838

   支払利息 4,985 4,607 △377

   固定資産売却益 ― △124,459 △124,459

   会員権売却益 △9,205 ─ 9,205

   固定資産売却損 ― 13 13

   固定資産除却損 95,372 54,760 △40,611

      投資有価証券評価損 27,675 12,318 △15,356

   売上債権の減少額又は増加額(△) 118,110 △327,702 △445,813

   棚卸資産の減少額又は増加額(△) 6,728 △109,393 △116,122

   その他流動資産の増加額 △3,913 △1,851 2,062

   その他固定資産の増加額 △30,252 △45,777 △15,524

   仕入債務の増加額 27,187 152,691 125,504

      その他流動負債の増加額 11,095 122,332 111,237

   長期未払金の減少額 ― △2,566 △2,566

   小計 1,190,908 664,093 △526,815

   利息及び配当金の受取額 18,466 14,241 △4,224

   利息の支払額 △5,038 △4,519 518

   法人税等の支払額 △426,223 △252,777 173,446

  営業活動によるキャッシュ・フロー 778,112 421,037 △357,075
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前連結会計年度 

(自 平成19年２月１日 

 至 平成20年１月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年２月１日 

 至 平成21年１月31日)

比較増減

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

   定期預金の純増減額 △41,482 △7,246 34,236

   有形固定資産の取得による支出 △547,641 △362,997 184,644

   有形固定資産の売却による収入 ― 151,706 151,706

   無形固定資産の取得による支出 △4,560 △1,993 2,566

   投資有価証券の取得による支出 △450,520 △6,447 444,073

   投資有価証券の売却及び償還による収入 281,545 25,723 △255,822

   保険積立金の減少額又は増加額(△) △1,015 5,135 6,151

   敷金及び保証金の増加額 △175,551 △73,677 101,873

   会員権の売却による収入 48,377 ─ △48,377

   貸付による支出 ─ △14,168 △14,168

  投資活動によるキャッシュ・フロー △890,849 △283,963 606,885

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   自己株式の取得による支出 △50,104 △76,799 △26,695

   配当金の支払額 △129,319 △129,171 148

  財務活動によるキャッシュ・フロー △179,424 △205,971 △26,546

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,888 △10,463 △5,575

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△) △297,049 △79,361 217,688

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,507,211 3,210,161 △297,049

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 3,210,161 3,130,799 △79,361

㈱ナイスクラップ(7598)　平成21年１月期　決算短信

－16－



  

 
  

(5) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数   ３社 

   ㈱ビーアップ 

   ㈱アパラ 

   ㈱ＴＷＯ－Ｏ

(1) 連結子会社の数   ２社 

   ㈱ビーアップ 

   ㈱アパラ 

   

 ㈱ＴＷＯ－Ｏについては清算

が結了したため、連結の範囲よ

り除いております。

２ 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用会社の数  ２社

関連会社

 NICE CLAUP H.K. LTD.

 ㈱マグスタイル

(1) 持分法適用会社の数  ２社

関連会社

 NICE CLAUP H.K. LTD.

 ㈱マグスタイル

３ 連結子会社の事業年度等に

関する事項

 すべての連結子会社の事業年度の末

日は、連結決算日と一致しておりま

す。

 同左

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

  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)

① 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    同左

    

   時価のないもの

    投資事業有限責任組合及びこ

れに類する組合への出資につい

ては、当該投資事業有限責任組

合及びこれに類する組合の直近

の決算書の当社持分割合で評

価、その他については移動平均

法による原価法

   時価のないもの

    同左

② たな卸資産

 ａ 商品、材料

   個別法による原価法

 ｂ 貯蔵品

   終仕入原価法

② たな卸資産

 ａ 商品、材料

   同左

 ｂ 貯蔵品

   同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31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

 建物 （建物附属設備は除く）  

ａ 平成10年３月31日以前に取得し

たもの  

   旧定率法によっております。

ｂ 平成10年４月１日から平成19年

３月31日までに取得したもの

ｃ 平成19年４月１日以降に取得し

たもの

   定額法によっております。

   

 建物以外

ａ 平成19年３月31日以前に取得し

たもの  

  旧定率法によっております。

ｂ 平成19年４月１日以降に取得し

たもの

  定率法によっております。

① 有形固定資産

 同左  

  

 

 

  

  

  

  

 

   

 

─ （追加情報）

法人税法の改正に伴い、当連

結会計年度より、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資

産については、改正前の法人税

法に規定する償却方法の適用に

より取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度

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

たり均等償却しております。

なお、この変更に伴う損益に

与える影響は軽微であります。

② 無形固定資産

  定額法によっております。

  ソフトウェア(自社利用分)につい

ては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法

② 無形固定資産

  同左

③ 長期前払費用

  定額法によっております。

③ 長期前払費用

  同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

(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、貸倒懸念債権及び破産更

生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

② 賞与引当金

  親会社及び一部の連結子会社は、

従業員に対して支給する賞与に備え

るため、支給見込額のうち当期の負

担すべき金額を計上しております。

② 賞与引当金

  同左

③ 役員賞与引当金

  親会社及び一部の連結子会社は、

役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき当

事業年度に見合う分を計上しており

ます。

③ 役員賞与引当金

  同左

④ 返品調整引当金

  親会社は、売上済み商品の返品の

損失に備えるため、決算の直近２ヶ

月間の卸売上金額に対し、直近２期

間の返品率及び当期の売買利益率を

乗じた金額を計上しております。

④ 返品調整引当金

  同左

⑤ 退職給付引当金

  親会社は、従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務に基づき計上してお

ります。

  数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(5年)による定額法によ

り翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。

⑤ 退職給付引当金

  同左

(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。

 同左

(5) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

 消費税及び地方消費税の会計処理

  税抜方式によっております。

 消費税及び地方消費税の会計処理

  同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。

 同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

６ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、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
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(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計処理の変更)

前連結会計年度 
(自 平成19年２月１日 
 至 平成20年１月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日)

(有形固定資産の減価償却方法の変更)

 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、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。

 この変更により、従来の方法と比して営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益が12,011千円減少して

おります。           

─
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(7) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年１月31日)

当連結会計年度 
(平成21年１月31日)

※１ 関連会社に対するものは次のとおりです。

投資有価証券 43,025千円

※１ 関連会社に対するものは次のとおりです。

投資有価証券 50,921千円

 ２ 偶発債務

  関係会社の仕入債務等に対する債務保証

㈱マグスタイル 2,077千円

計 2,077千円

 ２ 偶発債務

  関係会社の仕入債務等に対する債務保証

㈱マグスタイル 2,751千円

計 2,751千円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

※１          ─ ※１ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりです。

建物 116,332千円

器具及び備品 8,127

計 124,459千円

※２          ─ ※２ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりです。

車両運搬具 13千円

計 13千円

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。

建物 71,375千円

器具及び備品 9,549

長期前払費用 623

店舗等修繕費 13,823

計 95,372千円

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。

建物 23,608千円

器具及び備品 3,858

長期前払費用 48

店舗等修繕費 27,244

計 54,760千円

 

※４ 減損損失

 当連結会計年度において、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
金額 
(千円)

店舗
建物 
器具及び備品 
その他

41,278 
7,383 
1,382

 事業用資産について管理会計上の区分を基礎とし

て、原則として店舗毎に、また、遊休資産について

は、個別物件単位でグルーピングを行なっておりま

す。 

 競争の激化、賃料相場の上昇等により、収益性の低

下している店舗については、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、減損損失額を認識いたしました。

 

※４ 減損損失

 当連結会計年度において、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
金額 
(千円)

店舗
建物
器具及び備品 
その他

60,508 
10,999 
1,124

 同左
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(注) 自己株式の増加90,500株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加であります。 

  

 
  

 
  

 
  

 
(注) 自己株式の増加300,000株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加であります。 

  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 10,834,000 ― ― 10,834,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) ─ 90,500 ― 90,500

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４月25日 
定時株主総会

普通株式 130,008 12 平成19年１月31日 平成19年４月26日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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４月24日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 128,922 12 平成20年１月31日 平成20年４月25日

当連結会計年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 10,834,000 ─ ─ 10,834,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 90,500 300,000 ─ 390,500

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４月24日 
定時株主総会

普通株式 128,922 12 平成20年１月31日 平成20年４月25日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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21年４月23日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 125,322 12 平成21年１月31日 平成21年４月24日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 4,032,707千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △822,546千円

現金及び現金同等物 3,210,161千円
  

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,960,592千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △829,792千円

現金及び現金同等物 3,130,799千円
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前連結会計年度 (自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

衣料品セグメントのみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

当連結会計年度 (自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日) 

衣料品セグメントのみの単一セグメントであるため、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１日 至 平成20年１月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度 (自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度 (自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

当連結会計年度 (自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(注) 算定上の基礎 

1株当たり当期純利益 

 
  

  

該当事項はありません。 

  

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストッ

ク・オプション及び企業結合に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きく

ないと考えられるため、開示を省略いたします。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

 
１株当たり純資産額 727円75銭 １株当たり純資産額 745円48銭

 
１株当たり当期純利益 35円82銭 １株当たり当期純利益 20円07銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

―
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきま

しては、潜在株式がないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきま

しては、潜在株式がないため記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当期純利益(千円) 386,778 214,654

普通株式に係る当期純利益(千円) 386,778 214,654

普通株式の期中平均株式数(株) 10,797,420 10,693,867

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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５ 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成20年１月31日)

当事業年度 

(平成21年１月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 3,858,782 3,725,320 △133,462

 ２ 売掛金 840,530 1,155,419 314,889

 ３ 有価証券 3,580 ─ △3,580

 ４ 商品 432,357 528,665 96,307

 ５ 材料 99 ─ △99

 ６ 貯蔵品 11,369 12,086 716

 ７ 前渡金 786 1,399 613

 ８ 前払費用 17,138 18,918 1,779

 ９ 繰延税金資産 116,786 81,542 △35,243

 10 未収入金 2,157 3,472 1,314

 11 その他 ※１ 10,152 35,039 24,887

   貸倒引当金 △629 △1,151 △521

   流動資産合計 5,293,112 55.3 5,560,713 57.4 267,600

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 1,248,437 1,254,612 6,174

    減価償却累計額 637,074 611,362 723,727 530,884 86,653 △80,478

  (2) 車両運搬具 8,849 8,987 137

    減価償却累計額 3,649 5,199 4,658 4,328 1,009 △871

  (3) 器具及び備品 412,241 413,018 777

    減価償却累計額 255,110 157,131 290,658 122,360 35,547 △34,770

  (4) 土地 73,043 66,451 △6,591

  (5) 建設仮勘定 1,310 2,115 804

   有形固定資産合計 848,048 8.9 726,140 7.5 △121,907

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 27,664 18,885 △8,778

  (2) 電話加入権 4,688 4,688 ─

   無形固定資産合計 32,353 0.3 23,574 0.2 △8,778
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前事業年度 

(平成20年１月31日)

当事業年度 

(平成21年１月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 426,972 323,665 △103,307

  (2) 関係会社株式 34,000 34,000 ─

  (3) 出資金 200 210 10

  (4) 関係会社長期貸付金 ─ 117,000 117,000

  (5) 破産更生債権等 ※１ 145,822 6,196 △139,625

  (6) 長期前払費用 46,698 54,153 7,455

   (7) 繰延税金資産 349,153 321,730 △27,423

  (8) 保険積立金 937,313 933,098 △4,215

  (9) 敷金及び保証金 1,531,465 1,607,640 76,175

  (10) 出店等予約保証金 19,836 17,338 △2,497

  (11) 会員権 46,019 41,834 △4,185

  (12) その他 500 500 ─

     貸倒引当金 △138,044 △74,901 63,143

    投資その他の資産合計 3,399,935 35.5 3,382,465 34.9 △17,470

       固定資産合計 4,280,337 44.7 4,132,180 42.6 △148,156

       資産合計 9,573,450 100.0 9,692,894 100.0 119,443
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前事業年度 

(平成20年１月31日)

当事業年度 

(平成21年１月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 674,229 741,873 67,644

 ２ 短期借入金 220,000 220,000 ─

 ３ 未払金 287,969 327,625 39,656

 ４ 未払費用 88,719 124,885 36,166

 ５ 未払法人税等 87,520 2,966 △84,553

 ６ 未払消費税等 36,547 47,199 10,652

 ７ 前受金 12,370 11,560 △810

 ８ 預り金 18,540 43,710 25,169

 ９ 賞与引当金 29,800 35,000 5,200

 10 役員賞与引当金 22,000 15,000 △7,000

 11 返品調整引当金 1,000 1,000 ─

 12 その他 ─ 232 232

   流動負債合計 1,478,696 15.5 1,571,054 16.2 92,357

Ⅱ 固定負債

 １ 長期未払金 320,200 317,633 △2,566

 ２ 退職給付引当金 123,572 141,814 18,242

   固定負債合計 443,772 4.6 459,448 4.7 15,676

   負債合計 1,922,469 20.1 2,030,503 20.9 108,033
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前事業年度 

(平成20年１月31日)

当事業年度 

(平成21年１月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 768,520 8.0 768,520 7.9 ─

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 807,750 807,750 ─

    資本剰余金合計 807,750 8.4 807,750 8.4 ─

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 192,130 192,130 ─

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 4,500,000 4,500,000 ─

    繰越利益剰余金 1,440,514 1,570,794 130,280

    利益剰余金合計 6,132,644 64.1 6,262,924 64.6 130,280

 ４ 自己株式 △50,104 △0.5 △126,904 △1.3 △76,799

   株主資本合計 7,658,809 80.0 7,712,290 79.6 53,480

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
△7,829 △0.1 △49,899 △0.5 △42,070

   評価・換算差額等合計 △7,829 △0.1 △49,899 △0.5 △42,070

   純資産合計 7,650,980 79.9 7,662,390 79.1 11,410

   負債・純資産合計 9,573,450 100.0 9,692,894 100.0 119,443
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(2) 損益計算書

前事業年度 

(自 平成19年２月１日 

 至 平成20年１月31日)

当事業年度 

(自 平成20年２月１日 

 至 平成21年１月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 11,598,593 100.0 12,418,054 100.0 819,461

Ⅱ 売上原価

 １ 期首商品・材料たな卸高 448,457 432,457 △15,999

 ２ 当期商品・材料仕入高 4,681,091 5,297,990 616,899

    合計 5,129,548 5,730,448 600,899

 ３ 期末商品・材料たな卸高 432,457 4,697,090 40.5 528,665 5,201,783 41.9 96,207 504,692

   売上総利益 6,901,502 59.5 7,216,271 58.1 314,769

   返品調整引当金戻入額 1,400 0.0 1,000 0.0 △400

   返品調整引当金繰入額 1,000 0.0 1,000 0.0 ─

   差引売上総利益 6,901,902 59.5 7,216,271 58.1 314,369

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 販売手数料 479,297 418,525 △60,771

 ２ 店舗経費 2,161,123 2,350,100 188,976

 ３ 荷造運搬費 112,625 125,136 12,510

 ４ 委託物流費 113,184 138,250 25,065

 ５ 広告宣伝費 96,148 97,828 1,680

 ６ 給料手当 1,431,315 1,703,646 272,331

 ７ 賞与 198,496 214,727 16,231

 ８ 賞与引当金繰入額 29,800 35,000 5,200

  ９ 役員賞与引当金繰入額 22,000 15,000 △7,000

 10 退職給付費用 19,509 31,453 11,944

 11 法定福利費 180,153 217,222 37,068

 12 租税公課 35,788 38,251 2,463

 13 減価償却費 345,689 377,870 32,180

 14 家賃 82,105 92,206 10,101

 15 その他 952,736 6,259,973 54.0 891,086 6,746,304 54.3 △61,650 486,331

   営業利益 641,928 5.5 469,967 3.8 △171,961

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 6,387 10,314 3,926

 ２ 有価証券利息 13,388 5,994 △7,394

 ３ 有価証券売却益 15,884 431 △15,452

 ４ 受取賃貸料 6,447 4,589 △1,858

 ５ その他 607 42,715 0.4 3,772 25,101 0.2 3,164 △17,613

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4,985 4,607 △377

 ２ 投資事業組合損失 4,890 4,140 △750

 ３ 為替差損 8,667 13,515 4,847

 ４ その他 723 19,267 0.2 1,168 23,432 0.2 444 4,164

   経常利益 665,376 5.7 471,636 3.8 △193,740
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前事業年度 

(自 平成19年２月１日 

 至 平成20年１月31日)

当事業年度 

(自 平成20年２月１日 

 至 平成21年１月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※１ ― 124,459 124,459

 ２ 会員権売却益 9,205 ─ △9,205

  ３ 償却債権取立益 ─ 2,550 2,550

 ４ 貸倒引当金戻入益 ※２ 26,280 35,486 0.3 59,315 186,324 1.5 33,034 150,838

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※３ ― 13 13

 ２ 固定資産除却損 ※４ 95,372 54,760 △40,611

 ３ 投資有価証券評価損 27,675 12,318 △15,356

 ４ 減損損失 ※５ 50,044 72,631 22,586

  ５ 賃貸借契約解約損 ─ 16,407 16,407

 ６ 貸倒引当金繰入額 4,500 177,591 1.5 ─ 156,133 1.3 △4,500 △21,458

   税引前当期純利益 523,271 4.5 501,828 4.0 △21,442

   法人税、住民税 

   及び事業税
257,452 151,083 △106,368

   法人税等調整額 △108,927 148,524 1.3 91,541 242,625 1.9 200,469 94,100

   当期純利益 374,746 3.2 259,202 2.1 △115,543
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前事業年度(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

  

 
  

 
  

(3) 株主資本等変動計算書

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計
資本準備金

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 
合計別途積立金

繰越利益
剰余金

平成19年１月31日残高(千円) 768,520 807,750 807,750 192,130 4,500,000 1,195,775 5,887,905 ─ 7,464,175

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △130,008 △130,008 △130,008

 当期純利益 374,746 374,746 374,746

 自己株式の取得 ─ △50,104 △50,104

 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)

─ ─ ─ ─ ─ 244,738 244,738 △50,104 194,633

平成20年１月31日残高(千円) 768,520 807,750 807,750 192,130 4,500,000 1,440,514 6,132,644 △50,104 7,658,809

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年１月31日残高(千円) 8,966 8,966 7,473,141

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △130,008

 当期純利益 374,746

 自己株式の取得 △50,104

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△16,795 △16,795 △16,795

事業年度中の変動額合計 
          (千円)

△16,795 △16,795 177,838

平成20年１月31日残高(千円) △7,829 △7,829 7,650,980
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当事業年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１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

資本準備金
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 
合計別途積立金

繰越利益
剰余金

平成20年１月31日残高(千円) 768,520 807,750 807,750 192,130 4,500,000 1,440,514 6,132,644 △50,104 7,658,809

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △128,922 △128,922 △128,922

 当期純利益 259,202 259,202 259,202

 自己株式の取得 ─ △76,799 △76,799

 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)

─ ─ ─ ─ ─ 130,280 130,280 △76,799 53,480

平成21年１月31日残高(千円) 768,520 807,750 807,750 192,130 4,500,000 1,570,794 6,262,924 △126,904 7,712,290

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成20年１月31日残高(千円) △7,829 △7,829 7,650,980

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △128,922

 当期純利益 259,202

 自己株式の取得 △76,799

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△42,070 △42,070 △42,070

事業年度中の変動額合計 
          (千円)

△42,070 △42,070 11,410

平成21年１月31日残高(千円) △49,899 △49,899 7,662,390
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(4) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

   同左

(2) その他有価証券

時価のあるもの

 決算日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)

(2) その他有価証券

時価のあるもの

 同左

 

時価のないもの

  投資事業有限責任組合及びこ

れに類する組合への出資につい

ては、当該投資事業有限責任組

合及びこれに類する組合の直近

の決算書の当社持分割合で評

価、その他については移動平均

法による原価法

時価のないもの

 同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品、材料 

  個別法による原価法 

(2) 貯蔵品 

  終仕入原価法

(1) 商品、材料

   同左

(2) 貯蔵品

   同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

建物 （建物附属設備は除く）

① 平成10年３月31日以前に取得

したもの

   定率法によっております。

② 平成10年４月１日から平成19

年３月31日までに取得したもの

 旧定額法によっております。

③ 平成19年４月１日以降に取得

したもの

 定額法によっております。

 

建物以外

① 平成19年３月31日以前に取得

したもの

 旧定率法によっております。

② 平成19年４月１日以降に取得

したもの

 定率法によっております。

(1) 有形固定資産

同左

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

 

─ （追加情報）

法人税法の改正に伴い、当事

業年度より、平成19年３月31日

以前に取得した有形固定資産に

ついては、改正前の法人税法に

規定する償却方法の適用により

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

しております。

なお、この変更に伴う損益に

与える影響は軽微であります。
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項目
前事業年度

(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

(2) 無形固定資産

  定額法によっております。

  ソフトウェア(自社利用分)につい

ては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法

(2) 無形固定資産

   同左

(3) 長期前払費用

  定額法によっております。

(3) 長期前払費用

   同左

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権及び破産更

生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

(2) 賞与引当金

  従業員に対して支給する賞与に備

えるため、支給見込額のうち当期の

負担すべき金額を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

   同左

(3) 役員賞与引当金

  役員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき

当事業年度に見合う分を計上してお

ります。

(3) 役員賞与引当金

   同左

(4) 返品調整引当金

  売上済み商品の返品の損失に備え

るため、決算の直近２ヶ月間の卸売

上金額に対し、直近２期間の返品率

及び当期の売買利益率を乗じた金額

を計上しております。

(4) 返品調整引当金

   同左

(5) 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に基づ

き計上しております。

  数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(5年)による定額法によ

り翌事業年度から費用処理すること

としております。

(5) 退職給付引当金

    同左

５ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

消費税及び地方消費税の会計処理

  同左
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(5) 重要な会計方針の変更

(会計処理の変更)

前事業年度 
(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日)

当事業年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日)

(有形固定資産の減価償却方法の変更)

 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、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。 

 この変更により、従来の方法と比して営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益が12,011千円減少しておりま

す。

─
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(6) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年１月31日)

当事業年度 
(平成21年１月31日)

※１ 関係会社項目

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

破産更生債権等 140,000千円

※１ 関係会社項目

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

短期貸付金 12,000千円

 ２ 偶発債務

   関係会社の仕入債務等に対する債務保証

㈱マグスタイル 2,077千円

計 2,077千円

 ２ 偶発債務

   関係会社の仕入債務等に対する債務保証

㈱マグスタイル 2,751千円

計 2,751千円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

※１                   ─ ※１ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりです。

建物 116,332千円

土地 8,127

計 124,459千円

※２ 関係会社債権に対する貸倒引当金の戻入に係るも

のであります。          

※２ 関係会社債権に対する貸倒引当金の 

戻入に係るもの             59,000千円

※３          ─ ※３ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりです。

車両運搬具 13千円

計 13千円

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。

建物 71,375千円

器具及び備品 9,549

長期前払費用 623

店舗等修繕費 13,823

計 95,372千円

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。

建物 23,608千円

器具及び備品 3,858

長期前払費用 48

店舗等修繕費 27,244

計 54,760千円

 

※５ 減損損失

 当事業年度において、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
金額 
(千円)

店舗
建物 
器具及び備品 
その他

41,278 
7,383 
1,382

 事業用資産について管理会計上の区分を基礎とし

て、原則として店舗毎に、また、遊休資産について

は、個別物件単位でグルーピングを行なっておりま

す。 

 競争の激化、賃料相場の上昇等により、収益性の低

下している店舗については、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、減損損失額を認識いたしました。

 

※５ 減損損失

 当事業年度において、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
金額 
(千円)

店舗
建物
器具及び備品 
その他

60,508 
10,999 
1,124

 同左
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(注) 自己株式の増加90,500株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加であります。 

  

 
(注) 自己株式の増加300,000株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加であります。 

  

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日)

  自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) ─ 90,500 ― 90,500

当事業年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日)

  自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 90,500 300,000 ─ 390,500
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(注) 算定上の基礎 

 
  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年２月１日
 至 平成20年１月31日)

当事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

１株当たり純資産額 712円15銭 １株当たり純資産額 733円70銭

１株当たり当期純利益 34円71銭 １株当たり当期純利益 24円24銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ― 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につき

ましては、潜在株式がないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につき

ましては、潜在株式がないため記載しておりません。

項目
前事業年度

(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当期純利益(千円) 374,746 259,202

普通株式に係る当期純利益(千円) 374,746 259,202

普通株式の期中平均株式数(株) 10,797,420 10,693,867

(重要な後発事象)

６ その他
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