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1.  21年2月期の連結業績（平成20年3月1日～平成21年2月28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2月期 102,209 0.2 422 △44.9 363 △48.0 30 △95.4
20年2月期 101,984 11.5 765 △28.3 698 △18.9 661 △0.5

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2月期 △1.96 ― 0.9 1.4 0.4
20年2月期 36.86 22.97 21.2 3.0 0.7

（参考） 持分法投資損益 21年2月期  ―百万円 20年2月期  ―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2月期 25,121 3,296 13.1 13.38
20年2月期 25,157 3,441 13.7 19.79

（参考） 自己資本   21年2月期  3,296百万円 20年2月期  3,441百万円

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2月期 910 △647 527 4,325
20年2月期 △465 523 368 3,534

2.  配当の状況 

（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況について
は、3ページ「種類株式の配当の状況」をご覧下さい。 

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2月期 ― ― ― 3.00 3.00 48 8.1 207.6
21年2月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
22年2月期 

（予想） ― ― ― ― ― ―

3.  22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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

47,000 △10.6 100 △58.6 150 △22.7 50 ― 1.21

通期 94,000 △8.0 300 △28.9 400 10.1 300 881.6 14.68
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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） 

(注) 詳細は、21ページ「表示方法の変更」をご覧ください。 

(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、40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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年2月期 16,636,947株 20年2月期 16,636,947株
② 期末自己株式数 21年2月期  314,247株 20年2月期  314,247株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年2月期の個別業績（平成20年3月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、4ページ「1．経営成績 (1)経営成績に関する分析」をご覧ください。  

(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2月期 101,829 2.4 384 △47.3 376 △46.0 45 △92.6
20年2月期 99,486 16.5 731 △38.7 697 △19.7 621 △9.0

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2月期 △1.02 ―
20年2月期 34.42 21.50

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2月期 25,042 3,290 13.1 13.04
20年2月期 25,059 3,420 13.6 18.52

（参考） 自己資本 21年2月期  3,290百万円 20年2月期  3,420百万円
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種類株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なる種類株式に関する1株あたり配当金の内訳は以下のとおりです。 

 
（注）第1回Ａ種優先株式とは、平成18 年１月20 日開催の臨時株主総会において、当社親会社であります株式会社ビックカメラに

対する有利発行の決議により発行されたものです。 

（注）第1回Ｂ種優先株式とは、平成18 年１月20 日開催の臨時株主総会における定款変更の決議をもって、株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行に対して発行されたものです。 

  

1株あたり配当金 配当金総額

(基準日） 中間期末 期末 年間 （年間）

円  銭 円  銭 円  銭 百万円

第1回A種優先株式

 平成20年2月期 - 10  00 10  00 75

 平成21年2月期 - 4  00 4  00 30

 平成22年2月期(予想） - - - -

第1回B種優先株式 -

 平成20年2月期 - 66  00 66  00 49

 平成21年2月期 - 43  00 43  00 32

 平成22年2月期(予想） - - - -
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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・原材料価格の上昇と、それに伴う生活関連

商品の価格上昇など、個人消費を心理的に冷え込ませる状況に加え、サブプライムローン問題に起因し

た不安定な金融情勢が続き、先行き不透明な状況で推移しました。後半については、世界的な金融不

安・経済危機による企業業績の悪化と、それに伴う設備投資の減少、不安定な雇用環境など、消費意欲

の後退を促進させる状況が続くことにより、小売業を取り巻く環境は一段と厳しい状況となりました。

 当社グループにおきましては、旗艦店舗「秋葉原本館」を中心とした店舗事業と、ソフマップ・ドッ

トコムによるｅコマース事業を中心に、高速データ通信サービスとネットブックのセット拡販や、中古

商品の大型セール「中古の日”史上最大スペシャル”」等の施策を推進して参りました。また、親会社

である株式会社ビックカメラとの一層のシナジーを追求すべく、ビックカメラ店舗内への積極的なイン

ショップ出店（広島、立川、新宿西口、札幌、柏、新潟の６店舗）に加え、発注業務の一本化、本部機

能の移転推進等、効率化・機能強化を推進して参りました。 

 以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高1,022億９百万円、営業利益４億22百万円、経

常利益３億63百万円となり、中間決算において発生した投資有価証券評価損２億77百万円等を特別損失

として計上した結果、当期純利益は30百万円となりました。  

  

＜次期の見通し＞ 

 世界的な金融不安・経済危機は日本経済に大きな影響を及ぼし、個人消費についても、未だ回復の兆

しが見えない状況であることから、引き続き厳しい状況が続くものと想定され、消費者の低価格・倹約

志向が今以上に高まることと想定されます。 

 このような状況のもと、当社は「私たちはお客様の味方です」をスローガンに、当社ならではの「買

い替え」施策と合わせた新品商品のお買い得感や、低価格・高品質の中古商品を前面に打ち出すと共

に、今年度に予定されている新OS発売等のビジネスチャンスを最大限活かすことで、着実な目標の達成

に努めてまいります。また、経費コントロールの一層の精度向上に努め、企業体質の強化を図る考えで

あります。 

 平成22年２月期連結通期業績につきましては、売上高940億円（前年同期比△8.0％）、営業利益３億

円（同△28.9％）、経常利益４億円（同10.1％）、当期純利益３億円（同881.6％）を見込んでおりま

す。 

  

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

㈱ソフマップ (2690) 平成21年2月期決算短信
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①資産、負債及び純資産の状況 

 当社グループの当連結会計年度末の財政状態について、資産合計は前連結会計年度末と比べ36百万円

減少となりました。 

 その主な要因は、流動資産合計で２億95百万円の増加があったものの、固定資産合計で３億31百万円

の減少、その主な要因は差入保証金が２億37百万円減少した事によるものです。 

 負債合計は前連結会計年度末と比べ１億８百万円の増加、その主な要因は決算日が土曜日であった影

響による買掛金73百万円の増加等によるものです。 

 純資産合計は前連結会計年度末と比べ１億44百万円の減少、その主な要因は平成20年５月29日開催の

定時株主総会決議による剰余金の配当１億74百万円によるものです。 

  

②当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、決算日が土曜日であった影響による棚卸資

産の減少３億10百万円があった事により９億10百万円となり、前連結会計年度末と比べて13億75百万円

の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出△４億34百

万円等により、△６億47百万円となり、前連結会計年度末と比べて11億70百万円の減少となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増20億26百万円等により５

億27百万円となり、前連結会計年度末と比べて１億59百万円の増加となりました。 

以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、43億25百万円となり前連結会計年度末の

現金及び現金同等物と比べて７億90百万円の増加となりました。 

  

当社は、収益力の改善による利益剰余金の増加に努め、安定的かつ継続的な利益還元を目指す考えで

す。 同時に内部留保に努め、フリーキャッシュフローの増大を目指して自己資本の充実を図るととも

に、企業体質の強化、ならびに新規出店等の効果的な投資に役立てていく方針であります。 

  当期の期末配当金につきましては、上記の基本方針に従い判断する予定でありますが、現段階におい

ては未定であり、本年４月中に執り行う取締役会迄に決定する考えであります。また、次期の配当金に

つきましても、上記の基本方針に従い状況に応じて判断していく考えでありますが、こちらにつきまし

ても現段階においては未定であります。 

  

(2) 財政状態に関する分析

(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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決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及

ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、将来に関する事項の記載につきましては、当連結会計年度末現在において独自に判断したもので

あり、将来を含めた当社グループのリスク全般を網羅するものではありません。 

  

① 事業環境の変化 

 当社グループは、パソコン・デジタル家電関連商品を販売しておりますが、これらはメーカー各社の

激しい技術革新・新商品販売競争の結果として短期間で単価が下落する傾向にあります。さらに、パソ

コン流通業界では、企業間の競争が益々激化しており、このことも商品の低価格化傾向に拍車をかける

結果となっております。今後、想定を上回る景気低迷、競合激化、単価下落等、事業環境の大幅な変化

が生じた場合、当社グループの業績および財務状況に変動が生じる可能性があります。 

  

② 資金調達環境の変化 

 当社グループの有利子負債に関して、金利動向、その他金融市場の変動が、業績および財務状況に影

響を与える可能性があります。 

  

③ 個人情報の漏洩等の発生 

 当社グループは、個人情報取り扱い事業者として多数の個人情報を保有しております。これらの個人

情報につきましては、当社の個人情報保護方針に基づき、万全の管理に努めておりますが、予期せぬ事

態によって漏洩等が発生する恐れが皆無とは言えず、その場合には、当社グループの業績および財務状

況に影響を与える可能性があります。 

  

④ テナント入居施設の経営状態の変化 

 当社店舗がテナント入居している施設の経営が悪化した場合、入居時に差し入れている敷金・保証金

の回収が困難になり、当社の業績および財務状況に影響を与える可能性があります。 

  

⑤ その他のリスク 

 上記以外にも、災害・犯罪被害、システム障害、風評被害、訴訟等が発生する可能性は否定できず、

その場合には、当社グループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(4) 事業等のリスク

㈱ソフマップ (2690) 平成21年2月期決算短信
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主な事業内容と位置付けは以下のとおりであります。 

 
  

事業系統図は以下のとおりであります。 

（注）上記のほか、非連結子会社１社（㈱デジコミ）があります。 

２ 企業集団の状況

当     社 ウインケル株式会社

 主な事業内容 デジタル関連商品、パソコン関連商品の新
品の販売および中古の買取り・販売

中古パソコン、及び周辺機器の流通、店舗
における販売

 資本金 2,291百万円 10百万円

 株主構成 ― 当社（100%）

 位置付け ― 連結子会社
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当社グループは、「企業は社員と株主、社会に対し、夢を与え続けなければ存在価値はない。やる気

こそ会社発展の原動力であり、実績に対し、適切な利益配分がなされなくてはならない。」を経営理念

として掲げ、パソコン・デジタル家電関連商品の専門小売業として事業を展開し、会社の発展に努めて

おります。また、「よい品を世界から、親切・丁寧に、どこよりも安く提供いたします。」を事業理念

として掲げ、単一商品であるパソコンの多様化によりデジタルグッズへと進化する中で、お客様の立場

に立ち、より総合的なサービスの追求・提供に取り組み、新たな価値創造を図っております。当社グル

ープは、今後とも、市場環境の変化に迅速に対応しながら収益力の向上に努め、株主の皆様、お客様、

お取引先の期待に応えられるよう企業価値を高めることにより社会全体に貢献できる企業を目指してま

いります。 

  

当社グループは、自己資本に関わる収益性を重要な経営指標としております。それを踏まえて、資本

効率の向上、経営資源の有効活用等を通して、企業価値を高めてまいります。 

  

今後、当社グループを取り巻く中長期的な環境としては、厳しい経済環境に加え、不安定な株式市場

の影響による金融不安等により、個人消費の冷え込みが続くものと思われます。 

当社は、中期経営計画「Ｓｏｆｍａｐ２０１０」を策定しておりますが、現在及び今後見通される経済

環境、社会情勢を踏まえ、各種施策の精査と共に、計画のローリングも含め検討を開始したいと考えて

おります。 

  

わが国経済は、世界的な金融不安・経済危機による影響により、個人消費は引き続き不透明な状況が

続くものと思われます。また、当社グループを取り巻く環境は、競合量販店との競争が激しさを増す中

で、パソコン専門店としての生き残りを賭けた取り組みが一層求められるものと考えております。この

ような状況の中で、当社グループといたしましては、消費者ニーズ、市場、競合の変化を踏まえなが

ら、業績の拡大に取り組んで参ります。 

  

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

(4) 会社の対処すべき課題

㈱ソフマップ (2690) 平成21年2月期決算短信
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(単位:百万円) 

 
  

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２月29日)

当連結会計年度 

(平成21年２月28日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額

構成比 

(％)
金額

構成比 

(％)
金額

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 3,933 4,724 790

 ２ 売掛金 2,719 2,541 △177

 ３ たな卸資産 8,554 8,244 △310

 ４ 未収入金 1,362 1,385 23

 ５ 繰延税金資産 1 0 △0

 ６ その他 592 564 △27

   貸倒引当金 △6 △9 △2

  流動資産合計 17,157 68.2 17,452 69.5 295

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 ※２ 1,893 1,830 △62

    減価償却累計額 1,369 523 1,398 432 28 △91

  (2) 土地 ※２ 1,059 1,059 ―

  (3) その他 ※３ 519 404 △115

   有形固定資産合計 2,102 8.4 1,895 7.6 △206

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 258 235 △23

  (2) その他 120 151 31

   無形固定資産合計 378 1.5 387 1.5 8

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※１ 17 172 155

  (2) 長期貸付金 1 ― △1

  (3) 敷金保証金 ※２ 5,396 5,158 △237

  (4) その他 381 327 △53

    貸倒引当金 △276 △273 2

   投資その他の資産合計 5,519 21.9 5,385 21.4 △133

  固定資産合計 8,000 31.8 7,668 30.5 △331

  資産合計 25,157 100.0 25,121 100.0 △36
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(単位:百万円) 

 
  

前連結会計年度 

(平成20年２月29日)

当連結会計年度 

(平成21年２月28日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額

構成比 

(％)
金額

構成比 

(％)
金額

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 7,778 7,852 73

 ２ 短期借入金 ※2,4 2,735 4,762 2,026

 ３ 一年以内返済予定の 

   長期借入金
※２ 1,310 1,285 △25

 ４ 未払金 2,029 848 △1,180

 ５ 未払法人税等 60 146 85

 ６ 賞与引当金 176 152 △23

 ７ ポイント引当金 1,086 1,169 83

 ８ その他 1,065 1,266 201

  流動負債合計 16,241 64.6 17,482 69.6 1,240

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 3,740 2,465 △1,274

 ２ 退職給付引当金 1,601 1,787 185

 ３ その他 132 89 △42

  固定負債合計 5,474 21.7 4,342 17.3 △1,131

  負債合計 21,716 86.3 21,824 86.9 108

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,291 9.1 2,291 9.1 ―

 ２ 資本剰余金 619 2.5 619 2.5 ―

 ３ 利益剰余金 642 2.6 498 2.0 △143

 ４ 自己株式 △113 △0.5 △113 △0.5 ―

  株主資本合計 3,439 13.7 3,295 13.1 △143

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券評価 

   差額金
1 0.0 0 0.0 △0

  評価・換算差額等合計 1 0.0 0 0.0 △0

  純資産合計 3,441 13.7 3,296 13.1 △144

  負債純資産合計 25,157 100.0 25,121 100.0 △36
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(単位:百万円) 

 
  

(2) 連結損益計算書

前連結会計年度

(自 平成19年３月１日

  至 平成20年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成20年３月１日

  至 平成21年２月28日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額

百分比 

(％)
金額

百分比 

(％)
金額

Ⅰ 売上高 101,984 100.0 102,209 100.0 224

Ⅱ 売上原価 80,619 79.1 81,006 79.3 386

   売上総利益 21,364 20.9 21,202 20.7 △162

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 20,598 20.2 20,780 20.3 181

   営業利益 765 0.7 422 0.4 △343

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 6 5 △1

 ２ 受取配当金 ※２ 0 ― △0

 ３ 受取手数料 ※２ 88 65 △22

 ４ 受取家賃等 4 6 1

 ５ 受取保険金等 16 16 0

 ６ 債務消滅益 24 20 △4

 ７ その他 ※２ 39 181 0.2 62 176 0.2 22 △4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 194 185 △9

 ２ 支払手数料 ― 34 34

 ３ その他 54 248 0.2 14 235 0.2 △39 △13

   経常利益 698 0.7 363 0.4 △334

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※３ 264 ― △264

 ２ 投資有価証券売却益 8 ― △8

 ３ 受取補償金 ― 273 0.2 77 77 0.0 77 △196

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※４ 2 12 10

 ２ 減損損失 ※６ 118 0 △117

 ３ 過年度損益修正損 ※５ 135 ― △135

 ４ 投資有価証券評価損 24 277 252

 ５ 原状回復工事費 ― 21 21

 ６ その他 0 280 0.3 ― 311 0.3 △0 30

   税金等調整前当期純利益 690 0.6 129 0.1 △561

   法人税、住民税及び 

   事業税
31 48 17

   過年度法人税等 ― 58 58

   法人税等調整額 △1 29 0.0 △8 98 0.1 △6 69

   当期純利益 661 0.6 30 0.0 △630
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前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

(単位:百万円) 

 
                                                 

 
  

(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2月28日 残高 2,291 2,070 △1,469 △113 2,778

連結会計年度中の変動額

 欠損填補 △1,450 1,450 ―

 当期純利益 661 661

 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 ― △1,450 2,111 ― 661

平成20年2月29日 残高 2,291 619 642 △113 3,439

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2月28日 残高 4 4 2,782

連結会計年度中の変動額

 欠損填補 ―

 当期純利益 661

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額)

△2 △2 △2

連結会計年度中の変動額合計 △2 △2 658

平成20年2月29日 残高 1 1 3,441
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当連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

(単位:百万円) 

 
  

 
  

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2月29日 残高 2,291 619 642 △113 3,439

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △174 △174

 当期純利益 30 30

 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 ― ― △143 ― △143

平成21年2月28日 残高 2,291 619 498 △113 3,295

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2月29日 残高 1 1 3,441

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △174

 当期純利益 30

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額)

△0 △0 △0

連結会計年度中の変動額合計 △0 △0 △144

平成21年2月28日 残高 0 0 3,296
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(単位:百万円) 

 
  

(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３月１日

  至 平成20年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成20年３月１日

  至 平成21年２月28日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額 金額 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前当期純利益 690 129 △561

 ２ 減価償却費 330 390 60

 ３ 減損損失 118 0 △117

 ４ 退職給付引当金の増減額(減少：△) 80 185 105

 ５ 貸倒引当金の増減額(減少：△) 3 △0 △3

 ６ その他の引当金の増減額(減少：△) 145 59 △85

 ７ 受取利息及び受取配当金 △6 △5 1

 ８ 支払利息 194 185 △9

 ９ 投資有価証券評価損 24 277 252

 10 投資有価証券売却損益 △8 ― 8

 11 固定資産売却損益 △264 ― 264

 12 固定資産除却損 2 12 10

 13 過年度損益修正損 135 ― △135

 14 売上債権の増減額(増加：△) △516 147 663

 15 仕入債務の増減額(減少：△) 1,053 73 △980

 16 たな卸資産の増減額(増加：△) △1,786 310 2,097

 17 その他 △423 △644 △221

    小計 △228 1,121 1,349

 18 利息及び配当金の受取額 6 5 △1

 19 利息の支払額 △213 △183 29

 20 法人税等の支払額 △30 △32 △2

  営業活動によるキャッシュ・フロー △465 910 1,375
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前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度

(自 平成19年３月１日

  至 平成20年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成20年３月１日

  至 平成21年２月28日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額 金額 金額

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金預入による支出 △669 △398 271

 ２ 定期預金払戻による収入 749 398 △351

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △734 △180 553

 ４ 有形固定資産の売却による収入 1,942 ― △1,942

 ５ 無形固定資産の取得による支出 △268 △123 145

 ６ 投資有価証券の取得による支出 ― △434 △434

 ７ 投資有価証券の売却による収入 51 ― △51

 ８ 敷金保証金差入による支出 △610 △1 608

 ９ 敷金保証金返還による収入 60 91 31

 10 その他 2 0 △2

  投資活動によるキャッシュ・フロー 523 △647 △1,170

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金増減額(減少：△) △878 2,026 2,905

 ２ 長期借入れによる収入 4,700 ― △4,700

 ３ 長期借入金の返済による支出 △2,607 △1,299 1,308

 ４ 社債の償還による支出 △845 △25 820

 ５ 配当金の支払額 ― △174 △174

  財務活動によるキャッシュ・フロー 368 527 159

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) 426 790 364

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,108 3,534 426

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,534 4,325 790

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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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

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数    １社

連結子会社の名称

ウインケル㈱

 なお、従来連結子会社であった

ソフマップソフト㈱は、平成19年

６月１日に当社によって吸収合併

され、同日をもって解散しており

ます。そのため、当連結会計年度

は、合併効力発生前日の平成19年

５月31日までの損益計算書のみを

連結しております。

(1) 連結子会社の数    １社

連結子会社の名称

ウインケル㈱

 

(2) 非連結子会社の名称

㈱デジコミ

(連結の範囲から除いた理由)

 非連結子会社は小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等は、いずれも連

結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

(2) 非連結子会社の名称

㈱デジコミ

(連結の範囲から除いた理由)

同左

２ 持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用の非連結子会社及び関

連会社

――――――

(1) 持分法適用の非連結子会社及び関

連会社

――――――

(2) 持分法を適用していない非連結子

会社(㈱デジコミ)は、当期純損益及

び利益剰余金等に与える影響が軽微

であり、かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲から除

外しております。

(2)      同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社であるウインケル㈱の決

算日は12月31日であります。連結財務

諸表の作成に当たっては、同決算日現

在の財務諸表を使用しております。た

だし、連結決算日までの期間に発生し

た重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。

 ソフマップソフト㈱においては、

「１ 連結の範囲に関する事項」をご

参照ください。

 連結子会社であるウインケル㈱の決

算日は12月31日であります。連結財務

諸表の作成に当たっては、同決算日現

在の財務諸表を使用しております。た

だし、連結決算日までの期間に発生し

た重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。 
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前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

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

子会社株式

 移動平均法による原価法

① 有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

 決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの 

 移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

② デリバティブ

時価法

② デリバティブ

同左

③ たな卸資産

商品(中古ハード)

個別法による原価法

商品(上記以外)

移動平均法による原価法

③ たな卸資産

商品(中古ハード)

同左

商品(上記以外)

同左

(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

定率法

 なお、耐用年数については以下

のとおりであります。

建物及び構築物  ３～47年

その他      ２～20年

 取得原価10万円以上20万円未満

の少額減価償却資産については３

年間均等償却

(会計方針の変更)

 当社及び連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当連結会計年度

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。

 これによる営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益に与

える影響額は軽微であります。

① 有形固定資産

定率法

 なお、耐用年数については以下

のとおりであります。

建物及び構築物  ３～47年

その他      ２～20年

 取得原価10万円以上20万円未満

の少額減価償却資産については３

年間均等償却

(追加情報)

 当社及び連結子会社において、

法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につ

いては、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した連結会計

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、減価償却費に含めて計上して

おります。

 これによる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

 ただし、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

③ 長期前払費用

同左
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前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28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、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能性を

勘案して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

 従業員に支給する賞与に充てるた

め、賞与支給見込額の当連結会計年

度負担額を計上しております。

② 賞与引当金

同左

③ 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

 数理計算上の差異については、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(10年)による按

分額をそれぞれの発生年度の翌連結

会計年度から費用処理しておりま

す。

 過去勤務債務については、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)による按分額

を費用処理しています。

③ 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

 数理計算上の差異については、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(７年)による按

分額をそれぞれの発生年度の翌連結

会計年度から費用処理しておりま

す。

 過去勤務債務については、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)による按分額

を費用処理しています。

(追加情報)

 数理計算上の差異の償却年数につ

いては、従来その発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数として10年を採用しておりま

したが、従業員の平均残存勤務期間

が10年を下回ったため７年に変更い

たしました。

 この結果、従来と同一の方法を採

用した場合と比べ、販売費及び一般

管理費が19百万円増加したため、営

業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益は19百万円減少しており

ます。
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前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

④ ポイント引当金

 将来のポイント(株主優待券を含

む)使用による費用発生に備えるた

め、連結会計年度末未使用ポイント

残高に過去の使用実績率等を乗じた

金額を計上しております。

(追加情報)

 株主優待券につきましては、株主

数の大幅な増加により発行金額も増

加し、その重要性が高まったため当

連結会計年度よりポイント引当金に

含めて引当てることといたしまし

た。これにより、従来の方法によっ

た場合と比べ、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益は、そ

れぞれ45百万円少なく計上されてお

ります。

④ ポイント引当金

 将来のポイント(株主優待券を含

む)使用による費用発生に備えるた

め、連結会計年度末未使用ポイント

残高に過去の使用実績率等を乗じた

金額を計上しております。

(4) 重要なリース取引の処

理方法

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。また、金利キャップ及び金利ス

ワップについて特例処理の条件を満

たしている場合には特例処理を採用

しております。

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ

方針

 ヘッジ方針は、主に提出会社の内

規である「資金管理規程」に基づ

き、借入金に係る金利変動リスクを

ヘッジするため、金利キャップ及び

金利スワップ等を利用することとし

ております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ

方針

同左

③ 有効性評価の方法

 ヘッジ対象の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計とヘッジ手

段の相場変動又はキャッシュ・フロ

ー変動の累計を比較し、その変動額

の比率によって有効性を評価してお

ります。

 ただし、特例処理を採用している

金利キャップ及び金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略してお

ります。

③ 有効性評価の方法

同左

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 全面時価評価法によっております。 同左

６ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

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を資金の範

囲としております。

同左
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(7) 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

(表示方法の変更)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

(連結貸借対照表)

 従来、「未収入金」は流動資産の「その他」に含めて

表示しておりましたが、資産の総額の100分の５を超え

たため、当連結会計年度より区分掲記することといたし

ました。

 なお、前連結会計年度における「未収入金」の金額は

562百万円であります。

(連結損益計算書)

 従来、「支払手数料」は営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりましたが、営業外費用の総額の100分

の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記するこ

とといたしました。

 なお、前結会計年度における「支払手数料」の金額

は、24百万円であります。
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(8) 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２月29日)

当連結会計年度 
(平成21年２月28日)

 

※１ 非連結子会社に対する有価証券等

投資有価証券(株式) 0百万円
 

※１ 非連結子会社に対する有価証券等

投資有価証券(株式) 0百万円

 

※２ 担保に供している資産

現金及び預金 708百万円

建物及び構築物 56百万円

土地 1,032百万円

敷金保証金 3,142百万円

合計 4,940百万円
 

※２ 担保に供している資産

現金及び預金 708百万円

建物及び構築物 52百万円

土地 1,032百万円

敷金保証金 2,930百万円

合計 4,724百万円

 

上記に対応する債務

短期借入金 655百万円

長期借入金 
(一年以内返済予定分を含む)

3,085百万円

合計 3,741百万円
 

上記に対応する債務

短期借入金 97百万円

長期借入金
(一年以内返済予定分を含む)

2,346百万円
 

合計 2,443百万円

 

※３ 有形固定資産の減価償却累計額

その他 1,266百万円
 

※３ 有形固定資産の減価償却累計額

その他 1,309百万円

 

※４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取

引銀行６行と当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約(主幹事株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行のリボル

ビング・クレジット・ファシリティ契約)を締結し

ております。これらの契約に基づく当連結会計年度

末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出額

コミットメントの総額 3,000百万円

借入実行金額 1,680百万円

差引額 1,319百万円

 

※４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取

引銀行13行と当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約(主幹事株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及びみず

ほ銀行のリボルビング・クレジット・ファシリティ

契約)を締結しております。これらの契約に基づく

当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

当座貸越極度額及び貸出額

コミットメントの総額 6,100百万円

借入実行金額 4,015百万円

差引額 2,085百万円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給料手当 5,832百万円

地代家賃 3,224百万円

ポイント販促費 3,882百万円

ポイント引当金繰入額 213百万円

賞与引当金繰入額 184百万円

退職給付引当金繰入額 201百万円
  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給料手当 6,052百万円

地代家賃 3,471百万円

ポイント販促費 4,338百万円

ポイント引当金繰入額 121百万円

賞与引当金繰入額 152百万円

退職給付引当金繰入額 212百万円

 

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 8百万円

土地 256百万円

合計 264百万円

※２        ――――――

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

その他(有形固定資産) 2百万円

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 8百万円

その他(有形固定資産) 4百万円

合計 12百万円

※４ 過年度損益修正損

 子会社であるソフマップソフト㈱(平成19年６月

１日に当社へ吸収合併)の財務内容の更なる調査を

実施した結果、判明した未認識債務等を過年度損益

修正損として135百万円計上したものであります。

※４        ――――――
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前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

 

 

※５ 減損損失

 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上いたしまし

た。

(提出会社)

場所 用途 種類

本店 
(東京都千代田区)

店舗 土地

秋葉原パソコン総合館 
(同上)

同上 建物及び構築物等

ギガストア横浜店 
(横浜市西区)

同上
その他 
(有形固定資産)

横須賀店 
(神奈川県横須賀市)

同上 建物及び構築物等

川口店 
(埼玉県川口市)

同上
その他 
(有形固定資産)

ナディアパーク店 
(愛知県名古屋市中区)

同上
その他 
(有形固定資産)

四条河原町店 
(京都市下京区)

同上
その他 
(有形固定資産)

 業績の不振により継続して営業損失が発生してい

る資産グループ及び閉鎖が決定している資産グルー

プの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失(118百万円)として特別損失に計上い

たしました。

 資産のグルーピングの方法は、キャッシュ・フロ

ーを生み出す最小単位を店舗と捉えて、グルーピン

グしております。また各営業部門に関しては、エリ

アでの中間のグルーピングとして、それ以外の共用

資産は、会社全体のグルーピングとしております。

 減損損失の内訳は下記のとおりであります。

営業用資産 118百万円

(内、建物及び構築物 43百万円

土地 22百万円

その他 52百万円)

 なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売

却価額、または使用価値により測定しております。

 正味売却価額は、建物及び土地については、売買

契約が成立している物件に関しては、売買契約金額

としております。

 また使用価値は将来キャッシュ・フロー(本部費

配賦後営業利益)を当社の加重平均資本コスト(ＷＡ

ＣＣ)5.1％で割り引き算出しております。

 

 

※５ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上いたしまし

た。

(提出会社)

場所 用途 種類

ギガストア横浜店
(横浜市西区)

同上
その他 
(有形固定資産)

 業績の不振により継続して営業損失が発生してい

る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失(0百万円)として特別損

失に計上いたしました。

 資産のグルーピングの方法は、キャッシュ・フロ

ーを生み出す最小単位を店舗と捉えて、グルーピン

グしております。また各営業部門に関しては、エリ

アでの中間のグルーピングとして、それ以外の共用

資産は、会社全体のグルーピングとしております。

 減損損失の内訳は下記のとおりであります。

営業用資産 0百万円

(内、その他 0百万円)

 なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価

値により測定しております。

 使用価値は将来キャッシュ・フロー(本部費配賦

後営業利益)を当社の加重平均資本コスト(ＷＡＣ

Ｃ)4.0％で割り引き算出しております。
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前連結会計年度(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 

 
  

２ 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。 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 該当事項はありません。 

(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 

 
(注) １ Ａ種優先株主に対する配当金の総額の内訳は、第25期Ａ種累積未払優先配当金22百万円(１株当たり３円)、

第26期Ａ種優先配当金30百万円(１株当たり４円)及びＡ種優先株主参加条項に係る配当金22百万円(１株当

たり３円)であります。なお、Ａ種優先株主参加条項とは、普通株主に対して配当金を支払う場合におい

て、Ａ種優先株主に対し同額の金額をＡ種優先配当金に加算して支払う旨、当社定款第13条の２第４項にお

いて定めのあるものであります。 

２ Ｂ種優先株主に対する配当金の総額の内訳は、第25期Ｂ種累積未払優先配当金20百万円(１株当たり27円)及

び第26期Ｂ種優先配当金29百万円(１株当たり39円)であります。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度末
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度 
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 16,636,947 ― ― 16,636,947

第１回Ａ種優先株式 7,577,500 ― ― 7,577,500

第１回Ｂ種優先株式 750,000 ― ― 750,000

合計 24,964,447 ― ― 24,964,447

自己株式

普通株式 314,247 ― ― 314,247

合計 314,247 ― ― 314,247

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

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29日 
定時株主総会

普通株式 48 利益剰余金 3.00 平成20年２月29日 平成20年５月30日

Ａ種優先
株式 
(注)１

75 利益剰余金 10.00 平成20年２月29日 平成20年５月30日

Ｂ種優先
株式 
(注)２

49 利益剰余金 66.00 平成20年２月29日 平成20年５月30日
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当連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

２ 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。 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(注) １ Ａ種優先株主に対する配当金の総額の内訳は、第25期Ａ種累積未払優先配当金22百万円(１株当たり３円)、

第26期Ａ種優先配当金30百万円(１株当たり４円)及びＡ種優先株主参加条項に係る配当金22百万円(１株当

たり３円)であります。なお、Ａ種優先株主参加条項とは、普通株主に対して配当金を支払う場合におい

て、Ａ種優先株主に対し同額の金額をＡ種優先配当金に加算して支払う旨、当社定款第13条の２第４項にお

いて定めのあるものであります。 

２ Ｂ種優先株主に対する配当金の総額の内訳は、第25期Ｂ種累積未払優先配当金20百万円(１株当たり27円)及

び第26期Ｂ種優先配当金29百万円(１株当たり39円)であります。 
  

(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 

 
  

前連結会計年度末
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度 
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 16,636,947 ― ― 16,636,947

第１回Ａ種優先株式 7,577,500 ― ― 7,577,500

第１回Ｂ種優先株式 750,000 ― ― 750,000

合計 24,964,447 ― ― 24,964,447

自己株式

普通株式 314,247 ― ― 314,247

合計 314,247 ― ― 314,247

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月29日 
定時株主総会

普通株式 48 3.00 平成20年２月29日 平成20年５月30日

Ａ種優先株式 
(注)１

75 10.00 平成20年２月29日 平成20年５月30日

Ｂ種優先株式 
(注)２

49 66.00 平成20年２月29日 平成20年５月30日

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年５月28日 
定時株主総会

Ａ種優先
株式

30 利益剰余金 4.00 平成21年２月28日 平成21年５月29日

Ｂ種優先
株式

32 利益剰余金 43.00 平成21年２月28日 平成21年５月29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３月１日
至 平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,933百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

398百万円

現金及び現金同等物 3,534百万円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 4,724百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

398百万円

現金及び現金同等物 4,325百万円
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前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日)及び当連結会計年度(自 平成20

年３月１日 至 平成21年２月28日)において、当社グループは、デジタル関連商品及びパソコン関

連商品の専門小売業であり、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日)及び当連結会計年度(自 平成20

年３月１日 至 平成21年２月28日)において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重

要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日)及び当連結会計年度(自 平成20

年３月１日 至 平成21年２月28日)において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(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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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

 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

 

その他(有形
固定資産)

合計

百万円 百万円

取得価額相当額 252 252

減価償却累計額 
相当額

81 81

減損損失累計額 
相当額

124 124

期末残高相当額 47 47

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算出しております。

 

その他(有形
固定資産)

合計

百万円 百万円

取得価額相当額 209 209

減価償却累計額
相当額

62 62

減損損失累計額
相当額

117 117

期末残高相当額 28 28

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算出しております。

 

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年以内 48百万円

１年超 57百万円

 合計 106百万円

リース資産減損勘定の残高 59百万円

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算出し

ております。

 

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年以内 38百万円

１年超 18百万円

合計 57百万円

リース資産減損勘定の残高 28百万円

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算出し

ております。

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 
(減価償却費相当額)

53百万円
 

リース資産減損勘定の取崩額 34百万円

減損損失 ―百万円

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料
(減価償却費相当額)

48百万円
 

リース資産減損勘定の取崩額 30百万円

減損損失 ―百万円

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て、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

㈱ソフマップ (2690) 平成21年2月期決算短信

- 29 -



前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

親会社及び法人主要株主等 

  

 
(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

㈱ビックカメラとの取引条件に関しましては、両社協議の上個別に決定しておりますが、一般取引条件と同

様であります。 

  

当連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

親会社及び法人主要株主等 

  

 
(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

㈱ビックカメラとの取引条件に関しましては、両社協議の上個別に決定しておりますが、一般取引条件と同

様であります。 

２ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

一般取引条件と同様であります。 

  

(関連当事者との取引)

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 

又は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
㈱ビック
カメラ

東京都 
豊島区

12,548 小売業
直接

60.14％
あり
３名

資本・業
務提携

仕入の決済
代行等

10,130 未払金 1,111

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 

又は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
㈱ビック
カメラ

東京都 
豊島区

18,402 小売業
直接

60.15％
あり
３名

資本・業
務提携

仕入の決済
代行等
(注１)

9,653 立替金 98

役員、主
要 株 主
(個人)の
近親者が
議決権の
過半数を
所有する
会社等

㈲鈴木住
宅産業

神奈川
県鎌倉
市

3
不動産賃貸
業 － － －

商品の販売
(注２)

2 － －
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年２月29日)

当連結会計年度 
(平成21年２月28日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

減損損失否認額 352百万円

投資有価証券評価損 21

ゴルフ会員権評価損否認額 21

未払事業税等否認額 30

賞与引当金繰入否認額 71

退職給付引当金繰入否認額 651

ポイント引当金繰入否認額 441

貸倒引当金繰入限度超過額 115

繰越欠損金 2,604

その他 19

繰延税金資産小計 4,329

評価性引当額 △4,328

繰延税金資産合計 1

(繰延税金負債)

前払年金費用 8

その他有価証券評価差額金 1

繰延税金負債合計 9

繰延税金負債の純額 8
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

減損損失否認額 112百万円

減価償却限度超過額 161

投資有価証券評価損 134

未払事業税等否認額 33

賞与引当金繰入否認額 61

退職給付引当金繰入否認額 727

ポイント引当金繰入否認額 475

貸倒引当金繰入限度超過額 113

繰越欠損金 2,476

その他 20

繰延税金資産小計 4,317

評価性引当額 △4,316

繰延税金資産合計 0

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 0

繰延税金負債合計 0

繰延税金資産の純額 0

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

(調整)

交際費等永久差異 3.60％

住民税均等割 3.25％

評価性引当額の増減額 △44.61％

その他 1.36％

税効果会計適用後の法人税等の負担額 4.28％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

(調整)

交際費等永久差異 0.71％

住民税均等割 82.73％

評価性引当額の増減額 △47.33％

その他 △0.43％

税効果会計適用後の法人税等の負担額 76.36％
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有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) なお、有価証券の減損処理の方針は、次のとおりであります。 

１ 時価が取得価額と比べて50％以上下落した場合 

時価の回復可能性がないものとして減損処理を行う。 

２ 時価が取得原価と比べて30％以上50％未満下落した場合 

以下に該当する場合については、時価の回復可能性がないものとして減損処理を行う。 

・有価証券の発行会社が債務超過の状態にある場合 

・過去２年間にわたり30％以上下落している場合 

  

２ 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
(注) 時価評価されていないその他有価証券について、当連結会計年度において277百万円の減損処理を行っておりま

す。 

  

(有価証券関係)

種類

前連結会計年度(平成20年２月29日) 当連結会計年度(平成21年２月28日)

取得原価
(百万円)

連結貸借
対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

連結貸借 
対照表計上額 
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1) 株式 6 9 2 6 7 1

(2) 債券

① 国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

② 社債 ― ― ― ― ― ―

③ その他 ― ― ― ― ― ―

(3) その他 ― ― ― ― ― ―

小計 6 9 2 6 7 1

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1) 株式 ― ― ― ― ― ―

(2) 債券

① 国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

② 社債 ― ― ― ― ― ―

③ その他 ― ― ― ― ― ―

(3) その他 ― ― ― ― ― ―

小計 ― ― ― ― ― ―

合計 6 9 2 6 7 1

前連結会計年度 
(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日)

当連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

売却額 
(百万円)

売却益の合計額 
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

売却額
(百万円)

売却益の合計額 
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

51 8 0 ― ― ―

種類
前連結会計年度(平成20年２月29日) 当連結会計年度(平成21年２月28日)

連結貸借対照表計上額(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) その他有価証券

非上場株式 7 165

その他 0 0

合計 7 165
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１ 取引の状況に関する事項 

  

 
  

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１ 取引の内容

 当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワ

ップ及び金利キャップ取引であります。

１ 取引の内容

同左

２ 取引に対する取組方針

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動によ

るリスク回避を目的として利用しており、投機的な取

引は行わない方針であります。

２ 取引に対する取組方針

同左

３ 取引の利用目的

 当社のデリバティブ取引は、借入金利等の将来の市

場金利における利率上昇による変動リスクを回避する

目的で利用しております。

３ 取引の利用目的

同左

① ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利

キャップ及び金利スワップの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。

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

 ヘッジ方針は、主に当社の内規である「資金管理

規程」に基づき、借入金に係る金利変動リスクをヘ

ッジするため、金利キャップ及び金利スワップ等を

利用することとしております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

同左

③ 有効性評価の方法

 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変

動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、そ

の変動額の比率によって有効性を評価しておりま

す。ただし、特例処理を採用している金利キャップ

及び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。

③ 有効性評価の方法

同左

４ 取引に係るリスクの内容

 金利スワップ及び金利キャップ取引は、市場金利の

変動によるリスクがほとんどないと認識しておりま

す。なお、金利キャップ取引は、対象金利をあるスト

ライクレートで金利上昇リスクをヘッジしようとする

もので、対象金利の上昇がストライクレートを下回っ

ていればヘッジの効果は発揮されなかった事になりま

す。

４ 取引に係るリスクの内容

同左

５ 取引に係るリスク管理体制

 デリバティブ取引の執行・管理については、「資金

管理規程」で定められたルールに基づき、当社の財経

部が決裁機関の承認を得て取り組んでおります。

５ 取引に係るリスク管理体制

同左

６ 取引の時価等に関する事項についての補足説明

 「取引の時価等に関する事項」についての「契約額

等」は、ヘッジの各目的の契約額または、計算上の想

定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリ

スクの大きさを示すものではありません。

６ 取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左
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２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関連 

  

 
(注) 時価の算定方法 

１ 金利キャップ取引契約及び金利スワップ取引契約を締結している取引銀行から提示された価格によってお

ります。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

区分 種類

前連結会計年度(平成20年２月29日) 当連結会計年度(平成21年２月28日)

契約額等 
(百万円)

契約額等の
うち１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

契約額等の 
うち１年超 
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取
引以外
の取引

金利キャップ取引

買建 1,500 ― 3 △72 ― ― ― ―

金利スワップ取引

支払固定・受取変動 ― ― ― ― ― ― ― ―

合計 1,500 ― 3 △72 ― ― ― ―
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

1. 採用している退職給付制度の概要

 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と

適格退職年金制度を採用しているほか、厚生年金基金

制度(総合設立型)にも加入しております。

1. 採用している退職給付制度の概要

 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と

適格退職年金制度を採用しているほか、厚生年金基金

制度(関東ＩＴソフトウェア厚生年金基金 総合設立

型)にも加入しております。

 当社が加入している厚生年金基金制度は、退職給付

会計実務指針33項の例外処理に該当する制度でありま

す。

 当社の加入している厚生年金基金制度において、要

拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主

制度に関する事項は次のとおりであります。

 

（1）制度全体の積立状況に関する事項

(平成20年３月31日現在)

年金資産の額 145,958百万円

年金財政計算上の給付債務の額 140,968百万円

差引額 4,989百万円

（2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合（平成20

年３月）

1.4％

（3）補足説明

上記（1）の差引額の主な要因は、平成19年度剰

余金5,860百万円、別途積立金12,896百万円、資

産評価調整加算額△13,766百万円であります。

過去勤務債務の償却方法は、期間20年の元利均

等償却であります。

 

2. 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 △1,736百万円

②年金資産 325百万円

③未積立退職給付債務(①+②) △1,411百万円

④未認識数理計算上の差異 △112百万円

⑤未認識過去勤務債務 △56百万円

⑥貸借対照表計上額純額 
(③+④+⑤)

△1,580百万円

⑦前払年金費用 20百万円

⑧退職給付引当金(⑥-⑦) △1,601百万円

（注）当社は、関東ＩＴソフトウェア厚生年金基金に

加入しておりますが、当該厚生年金基金制度は、

退職給付会計実務指針33項の例外処理に該当する

制度であります。同基金の年金資産残高のうち当

社の加入人員割合に基づく平成20年２月29日現在

の年金資産残高は、3,000百万円であり、上記年

金資産には含んでおりません。

 

2. 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 △1,803百万円

②年金資産 178百万円

③未積立退職給付債務(①+②) △1,625百万円

④未認識数理計算上の差異 △117百万円

⑤未認識過去勤務債務 △44百万円

⑥貸借対照表計上額純額
(③+④+⑤)

△1,787百万円

⑦前払年金費用 ―百万円

⑧退職給付引当金(⑥-⑦) △1,787百万円

（注）当社が加入している厚生年金基金制度の年金資

産残高のうち当社の加入人員割合に基づく平成21

年２月28日現在の年金資産残高は、2,558百万円

であり、上記年金資産には含んでおりません。

 

3. 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 164百万円

②利息費用 31百万円

③過去勤務債務の費用処理額 △0百万円

④簡便法から原則法への変更に
よる費用処理額

27百万円

⑤数理計算上の差異の費用処理
額

△21百万円

⑥退職給付費用 
(①+②+③+④+⑤)

201百万円
 

3. 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 183百万円

②利息費用 34百万円

③過去勤務債務の費用処理額 △11百万円

④数理計算上の差異の費用処理
額

5百万円

⑤退職給付費用
(①+②+③+④)

212百万円
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前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①割引率             2.0％ 

②期待運用収益率         0.0％

③退職給付見込額の期間配分方法  期間定額基準 

④過去勤務債務の処理年数     ５年

（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分
した額をそれぞれ発生した連結会計年度から費用処
理することとしております。）

⑤数理計算上の差異の処理年数   10年

（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分
した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処
理することとしております。）

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①割引率             2.0％ 

②期待運用収益率         0.0％

③退職給付見込額の期間配分方法  期間定額基準 

④過去勤務債務の処理年数     ５年

（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分
した額をそれぞれ発生した連結会計年度から費用処
理することとしております。）

⑤数理計算上の差異の処理年数   ７年

（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分
した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処
理することとしております。）

（追加情報）
 当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基
準」の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号
平成19年５月15日）を適用しております。

㈱ソフマップ (2690) 平成21年2月期決算短信

- 36 -



前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

  

 
(注) 株式数に換算して記載しております。 

  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの

数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

 
  

② 単価情報 

  

 
  

(ストック・オプション等関係)

平成15年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役    ７名
当社従業員    32名 
子会社取締役   ５名 
子会社使用人   ６名

ストック・オプション数(注) 普通株式  296,000株

付与日 平成16年１月28日

権利確定条件
付与日(平成16年１月28日)以降、権利
確定日(平成17年６月30日)まで継続し
て勤務していること。

対象勤務期間
1.5年間(自 平成16年１月28日
至 平成17年６月30日)

権利行使期間 権利確定後３年間

平成15年
ストック・オプション

権利確定前      (株) ―

前連結会計年度末 ―

付与 ―

失効 ―

権利確定 ―

未確定残 ―

権利確定後      (株) ―

前連結会計年度末 33,000

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 4,000

未行使残 29,000

平成15年
ストック・オプション

権利行使価格      (円) 383

行使時平均株価     (円) ―

公正な評価単価(付与日) (円) ―
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当連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

該当事項はありません。 
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(企業結合等関係)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

(共通支配下の取引)

１ 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合

の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を

含む取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及び事業の内容

① 結合企業

名称 株式会社ソフマップ(当社)

事業の内容 パソコン・デジタル機器の販売・

買取

② 被結合企業

名称 ソフマップソフト株式会社

事業の内容 ＣＤ，ＤＶＤ等ソフト専門小売業

(2) 企業結合の法的形式及び結合後企業の名称

 当社を存続会社、ソフマップソフト株式会社を消

滅会社とする吸収合併であり、結合後の名称は株式

会社ソフマップとなります。なお、合併による新株

式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払

はありません。

(3) 取引の目的を含む取引の概要

 当社は秋葉原地区新店の出店、及び再編を進める

にあたり、店舗資産(店舗、商品等)の活用に取り組

むことで、当社のソフト販売事業及び店舗網の更な

る拡大を図るべく、100％子会社であるソフマップ

ソフト株式会社を吸収合併いたしました。

２ 実施した会計処理の概要

 上記合併は、共通支配下の取引に該当するため、内

部取引としてすべて消去しております。したがって、

当該会計処理が連結財務諸表に与える影響はありませ

ん。

          ――――――
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(注) １ １株当たり純資産額の算定にあたっては、Ａ種及びＢ種優先株主に対する残余財産の分配額(１株につきＡ

種200円、Ｂ種2,000円)及び累積未払優先配当額を控除して算定しております。 

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１株当たり純資産額 19円79銭 13円38銭

１株当たり当期純利益 36円86銭 △1円96銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 22円97銭

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
株式は存在するものの１株当たり
当期純損失であるため記載してお
りません。

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１株当たり当期純利益

当期純利益(百万円) 661 30

普通株主に帰属しない金額(百万円) 59 62

(うち優先株式に係る優先配当予定額) (59) (62)

普通株式に係る当期純利益(百万円) 601 △31

期中平均株式数(株) 16,322,700 16,322,700

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額(百万円) 21 －

(うち優先株式の潜在株式に係る
優先配当予定額)

(21) (－)

普通株式増加数(株) 10,812,593 －

(うちＡ種優先株式の取得請求権) (10,812,593) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要

第１回Ｂ種優先株式(発行価
額の総額1,500百万円)
詳細につきましては、第４
提出会社の状況 １ 株式
等の状況をご参照くださ
い。
平成15年５月28日定時株主
総会決議
自己株方式ストックオプシ
ョン

29,000株

――――――
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前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

該当事項はありません。 

  

  

(重要な後発事象)
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(単位:百万円) 

 
                                                        

５ 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成20年２月29日)

当事業年度 

(平成21年２月28日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額

構成比 

(％)
金額

構成比 

(％)
金額

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※１ 3,927 4,720 792

 ２ 売掛金 2,696 2,518 △177

 ３ 商品 8,504 8,197 △306

 ４ 前払費用 415 415 0

 ５ 関係会社短期貸付金 43 ― △43

 ６ 未収入金 1,362 1,405 43

 ７ 立替金 14 114 99

 ８ その他 92 0 △92

   貸倒引当金 △6 △8 △2

   流動資産合計 17,051 68.0 17,364 69.3 313

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 ※１ 1,883 1,820 △62

    減価償却累計額 1,360 522 1,388 431 28 △90

  (2) 構築物 9 9 0

    減価償却累計額 9 0 9 0 0 0

  (3) 車両運搬具 0 0 0

    減価償却累計額 0 0 0 0 0 0

  (4) 工具器具備品 1,783 1,712 △71

    減価償却累計額 1,264 518 1,308 403 43 114

  (5) 土地 ※１ 1,059 1,059 ―

   有形固定資産合計 2,101 8.4 1,895 7.6 205
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(単位:百万円) 

 
  

前事業年度 

(平成20年２月29日)

当事業年度 

(平成21年２月28日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額

構成比 

(％)
金額

構成比 

(％)
金額

 ２ 無形固定資産

  (1) 借地権 56 56 ―

  (2) ソフトウェア 257 234 △23

  (3) ソフトウェア仮勘定 10 41 31

  (4) 電話加入権 53 53 ―

   無形固定資産合計 377 1.5 386 1.5 8

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 17 172 155

  (2) 関係会社株式 10 10 ―

  (3) 出資金 0 0 ―

  (4) 長期貸付金 1 ― △1

  (5) 破産更生債権等 250 250 ―

  (6) 長期前払費用 73 38 △35

  (7) 敷金保証金 ※１ 5,396 5,158 △237

  (8) その他 57 39 △18

    貸倒引当金 △276 △273 2

   投資その他の資産合計 5,529 22.1 5,395 21.5 △133

   固定資産合計 8,008 32.0 7,677 30.7 △330

   資産合計 25,059 100.0 25,042 100.0 △17
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(単位:百万円) 

 
  

前事業年度 

(平成20年２月29日)

当事業年度 

(平成21年２月28日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額

構成比 

(％)
金額

構成比 

(％)
金額

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 7,714 7,772 58

 ２ 短期借入金 ※1,4 2,735 4,762 2,026

 ３ 一年以内返済予定の 

   長期借入金
※１ 1,310 1,285 △25

 ４ 一年以内償還予定の社債 25 ― △25

 ５ 未払金 ※３ 2,027 848 △1,179

 ６ 未払費用 329 389 60

 ７ 未払法人税等 55 146 90

 ８ 未払消費税等 18 212 194

 ９ 前受金 663 632 △30

 10 預り金 25 38 13

 11 賞与引当金 174 150 △24

 12 ポイント引当金 1,086 1,169 83

 13 その他 1 0 0

   流動負債合計 16,165 64.5 17,408 69.5 1,243

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※１ 3,740 2,465 △1,274

 ２ 長期未払金 13 7 △6

 ３ 繰延税金負債 9 0 △9

 ４ 退職給付引当金 1,601 1,787 185

 ５ その他 109 82 △27

   固定負債合計 5,474 21.9 4,342 17.3 △1,131

   負債合計 21,639 86.4 21,751 86.9 111
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(単位:百万円) 

 
  

前事業年度 

(平成20年２月29日)

当事業年度 

(平成21年２月28日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額

構成比 

(％)
金額

構成比 

(％)
金額

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,291 9.1 2,291 9.1 ―

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 619 619

   資本剰余金合計 619 2.5 619 2.5 ―

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 621 492 △128

   利益剰余金合計 621 2.5 492 2.0 △128

 ４ 自己株式 △113 △0.5 △113 △0.5 ―

    株主資本合計 3,418 13.6 3,290 13.1 △128

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
1 0.0 0 0.0 △0

    評価・換算差額等合計 1 0.0 0 0.0 △0

    純資産合計 3,420 13.6 3,290 13.1 △129

    負債純資産合計 25,059 100.0 25,042 100.0 △17
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(単位:百万円) 

 
  

(2) 損益計算書

前事業年度

(自 平成19年３月１日

  至 平成20年２月29日)

当事業年度

(自 平成20年３月１日

  至 平成21年２月28日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額

百分比 

(％)
金額

百分比 

(％)
金額

Ⅰ 売上高 99,486 100.0 101,829 100.0 2,342

Ⅱ 売上原価

 １ 商品期首たな卸高 5,848 8,504 2,655

 ２ 当期商品仕入高 81,531 80,457 △1,073

      合計 87,379 88,961 1,582

 ３ 他勘定振替高 ※１ 69 20 △48

 ４ 商品期末たな卸高 8,504 78,806 79.2 8,197 80,743 79.3 △306 1,937

   売上総利益 20,680 20.8 21,086 20.7 405

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬 72 79 6

 ２ 給料手当 5,650 6,000 349

 ３ 賞与 209 148 △61

 ４ 賞与引当金繰入額 174 150 △24

 ５ 退職給付引当金繰入額 198 212 14

 ６ 法定福利費 702 756 54

 ７ 業務委託費 511 419 △92

 ８ 広告宣伝費 454 328 △125

 ９ 荷造運搬費 846 888 42

 10 販売手数料 328 484 156

 11 地代家賃 3,066 3,446 379

 12 リース料 43 25 △17

 13 減価償却費 241 293 51

 14 ポイント販促費 3,714 4,338 624

 15 ポイント引当金繰入額 211 121 △90

 16 その他 3,524 19,949 20.1 3,006 20,701 20.3 △518 751

   営業利益 731 0.7 384 0.4 △346

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 17 5 △12

 ２ 受取配当金 0 20 19

 ３ 受取手数料 ※２ 107 94 △13

 ４ 債務消滅益 24 20 △4

 ５ その他 64 214 0.2 87 226 0.2 22 11
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(単位：百万円) 

 
  

前事業年度

(自 平成19年３月１日

  至 平成20年２月29日)

当事業年度

(自 平成20年３月１日

  至 平成21年２月28日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額

百分比 

(％)
金額

百分比 

(％)
金額

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 187 185 △1

 ２ 社債利息 7 0 △7

 ３ 支払手数料 ― 34 34

 ４ その他 53 247 0.2 14 235 0.2 △38 △12

   経常利益 697 0.7 376 0.4 △321

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※３ 264 ― △264

 ２ その他 8 273 0.2 77 77 0.0 68 △196

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※４ 2 12 10

 ２ 減損損失 ※６ 118 0 △117

 ３ 原状回復工事費 ― 21 21

 ４ 投資有価証券評価損 24 277 252

 ５ 抱合株式消却損 ※５ 183 ― △183

 ６ その他 0 328 0.3 ― 311 0.3 △0 17

   税引前当期純利益 641 0.6 142 0.1 △499

   法人税、住民税 

   及び事業税
22 47 25

   過年度法人税等 ― 58 58

   法人税等調整額 △2 20 0.0 △8 96 0.0 △6 75

   当期純利益 621 0.6 45 0.0 △575
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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:百万円) 

 
  

 
  

(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

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

平成19年２月28日 残高 2,291 2,070 2,070 8 △1,459 △1,450 △113 2,797

事業年度中の変動額

欠損填補 △1,450 △1,450 1,450 1,450 ―

特別償却準備金の取崩 △8 8 ― ―

当期純利益 621 621 621

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 ― △1,450 △1,450 △8 2,080 2,071 ― 621

平成20年２月29日 残高 2,291 619 619 ― 621 621 △113 3,418

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２月28日 残高 4 4 2,801

事業年度中の変動額

欠損填補 ―

特別償却準備金の取崩 ―

当期純利益 621

株主資本以外の項目の事業 
年度中の変動額(純額)

△2 △2 △2

事業年度中の変動額合計 △2 △2 618

平成20年２月29日 残高 1 1 3,420
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当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

(単位:百万円) 

 
  

 
  

前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

該当事項はありません。 

  

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

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 2,291 619 619 621 621 △113 3,418

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △174 △174 △174

当期純利益 45 45 45

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 ― ― ― △128 △128 ― △128

平成21年２月28日 残高 2,291 619 619 492 492 △113 3,290

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２月29日 残高 1 1 3,420

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △174

当期純利益 45

株主資本以外の項目の事業 
年度中の変動額(純額)

△0 △0 △0

事業年度中の変動額合計 △0 △0 △129

平成21年２月28日 残高 0 0 3,290

(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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(5) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法

(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 

 移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２ デリバティブの評価方法 時価法 同左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品(中古ハード)

個別法による原価法

(1) 商品(中古ハード)

同左

(2) 商品(上記以外)

移動平均法による原価法

(2) 商品(上記以外)

同左

４ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法

 なお、耐用年数については以下

のとおりであります。

建物       ３～47年

構築物      10～15年

車両運搬具      ４年

工具器具備品   ２～20年

 取得原価10万円以上20万円未満

の少額減価償却資産については、

３年間均等償却

(会計方針の変更)

 法人税法の改正に伴い、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。これによる営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益に与える

影響額は軽微であります。

(1) 有形固定資産

定率法

 なお、耐用年数については以下

のとおりであります。

建物       ３～47年

構築物      10～15年

車両運搬具      ４年

工具器具備品   ２～20年

 取得原価10万円以上20万円未満

の少額減価償却資産については、

３年間均等償却

(追加情報)

 法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した事業年

度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。 

 これによる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

 ただし、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

(3) 長期前払費用

同左

㈱ソフマップ (2690) 平成21年2月期決算短信

- 50 -



項目
前事業年度

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

５ 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

案して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

 従業員に支給する賞与に充てるた

め、支給見込額の当事業年度負担分

を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、計

上しております。

 数理計算上の差異については、発

生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数(10年)による按分額を

それぞれの発生年度の翌期より費用

処理しております。

 過去勤務債務については、発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数(５年)による按分額を費用

処理しております。

(3) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、計

上しております。

 数理計算上の差異については、発

生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数(７年)による按分額を

それぞれの発生年度の翌期より費用

処理しております。

 過去勤務債務については、発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数(５年)による按分額を費用

処理しております。

(追加情報)

 数理計算上の差異の償却年数につ

いては、従来その発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数として10年を採用しておりま

したが、従業員の平均残存勤務期間

が10年を下回ったため７年に変更い

たしました。

 この結果、従来と同一の方法を採

用した場合と比べ、販売費及び一般

管理費が19百万円増加したため、営

業利益、経常利益及び税引前当期純

利益は19百万円減少しております。

(4) ポイント引当金

 将来のポイント(株主優待券を含

む)使用による費用発生に備えるた

め、期末未使用ポイント残高に過去

の使用実績率等を乗じた金額を計上

しております。

(追加情報)

 株主優待券につきましては、株主

数の大幅な増加により発行金額も増

加し、その重要性が高まったため当

事業年度よりポイント引当金に含め

て引当てることといたしました。こ

れにより、従来の方法によった場合

と比べ、営業利益、経常利益、税引

前当期純利益は、それぞれ45百万円

少なく計上されております。

(4) ポイント引当金

 将来のポイント(株主優待券を含

む)使用による費用発生に備えるた

め、期末未使用ポイント残高に過去

の使用実績率等を乗じた金額を計上

しております。
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項目
前事業年度

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

６ 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

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。また、金利キャップ及び金利ス

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。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ

方針

 ヘッジ方針は、主に当社の内規で

ある「資金管理規定」に基づき、借

入金に係る金利変動リスクをヘッジ

するため、金利キャップ及び金利ス

ワップ等を利用することとしており

ます。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ

方針

同左

(3) 有効性評価の方法

 ヘッジ対象の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計とヘッジ手

段の相場変動又はキャッシュ・フロ

ー変動の累計を比較し、その変動額

の比率によって有効性を評価してお

ります。ただし、特例処理を採用し

ている金利キャップ及び金利スワッ

プについては、有効性の評価を省略

しております。

(3) 有効性評価の方法

同左

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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(6) 重要な会計方針の変更

(表示方法の変更)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

(損益計算書)

 従来、「債務消滅益」は営業外収益の「その他」に含

めて表示しておりましたが、営業外収益の総額の100分

の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することと

いたしました。

 なお、前事業年度における「債務消滅益」の金額は24

百万円であります。

(損益計算書)

 従来、「支払手数料」は営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりましたが、営業外費用の総額の100分

の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することと

いたしました。

 なお、前事業年度における「支払手数料」の金額は、

24百万円であります。
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(7) 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２月29日)

当事業年度 
(平成21年２月28日)

 

※１ 担保に供している資産

現金及び預金 708百万円

建物 56百万円

土地 1,032百万円

敷金保証金 3,142百万円

合計 4,940百万円
 

※１ 担保に供している資産

現金及び預金 708百万円

建物 52百万円

土地 1,032百万円

敷金保証金 2,930百万円

合計 4,724百万円

 

上記に対応する債務

短期借入金 655百万円

長期借入金 
(一年以内返済予定分を含む)

3,085百万円

合計 3,741百万円
 

上記に対応する債務

短期借入金 97百万円

長期借入金
(一年以内返済予定分を含む)

2,346百万円

合計 2,443百万円

 

※２ 下記のとおり子会社の仕入先からの買掛金に対し

て債務保証を行っております。

ウインケル㈱ 19百万円
  

※２ 下記のとおり子会社の仕入先からの買掛金に対し

て債務保証を行っております。

ウインケル㈱ 50百万円

※３ 未払金には、関係会社からのものが、1,121百万

円含まれております。

※３      ──────────

 

※４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取

引銀行６行と当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約(主幹事株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行のリボル

ビング・クレジット・ファシリティ契約)を締結し

ております。これらの契約に基づく当事業年度末の

借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出額

コミットメントの総額 3,000百万円

借入実行金額 1,680百万円

差引額 1,319百万円

 

※４当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引

銀行13行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契

約(主幹事株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及びみずほ

銀行のリボルビング・クレジット・ファシリティ契

約)を締結しております。これらの契約に基づく当

事業年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越極度額及び貸出額

コミットメントの総額 6,100百万円

借入実行金額 4,015百万円

差引額 2,085百万円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

 

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 58百万円

有形固定資産 6百万円

その他 4百万円

合計 69百万円

※２        ――――――
 

 

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 17百万円

有形固定資産 0百万円

その他 2百万円

合計 20百万円

※２ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。

受取手数料 28百万円

 

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物 8百万円

土地 256百万円

合計 264百万円

※３        ――――――

 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具器具備品 2百万円

 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 8百万円

工具器具備品 4百万円

合計 12百万円

※５ 抱合株式消却損

 抱合株式消却損には、子会社であるソフマップソ

フト株式会社(平成19年６月１日に当社へ吸収合併)

の財務内容の更なる調査を実施した結果、判明した

未認識債務等に係る過年度損益修正損135百万円を

含んでおります。

※５        ―――――― 
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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)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

 

 

※６ 減損損失

 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。

場所 用途 種類

本店 
(東京都千代田区)

店舗 土地

秋葉原パソコン総合館 
(同上)

同上
建物、 
工具器具備品

ギガストア横浜店 
(横浜市西区)

同上 工具器具備品

横須賀店 
(神奈川県横須賀市)

同上
建物、 
工具器具備品

川口店 
(埼玉県川口市)

同上 工具器具備品

ナディアパーク店 
(名古屋市中区)

同上 工具器具備品

四条河原町店 
(京都市下京区)

同上 工具器具備品

 業績の不振により継続して営業損失が発生してい

る資産グループ及び閉鎖が決定している資産グルー

プの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失(118百万円)として特別損失に計上い

たしました。

 資産のグルーピングの方法は、キャッシュ・フロ

ーを生み出す最小単位を店舗と捉えて、グルーピン

グしております。また、各営業部門に関しては、エ

リアでの中間のグルーピングとして、それ以外の共

用資産は、会社全体のグルーピングとしておりま

す。

 減損損失の内訳は下記のとおりであります。

営業用資産 118百万円

(内、建物 43百万円

土地 22百万円

工具器具備品 52百万円)

 なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売

却価額、または使用価値により測定しております。

 正味売却価額は、建物及び土地については、売買

契約が成立している物件に関しては、売買契約金額

としております。

 また使用価値は将来キャッシュ・フロー(本部費

配賦後営業利益)を当社の加重平均資本コスト(ＷＡ

ＣＣ)5.1％で割り引き算出しております。

 

 

※６ 減損損失 

 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。

場所 用途 種類

ギガストア横浜店
(横浜市西区)

同上 工具器具備品

 業績の不振により継続して営業損失が発生してい

る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失(0百万円)として特別損

失に計上いたしました。

 資産のグルーピングの方法は、キャッシュ・フロ

ーを生み出す最小単位を店舗と捉えて、グルーピン

グしております。また、各営業部門に関しては、エ

リアでの中間のグルーピングとして、それ以外の共

用資産は、会社全体のグルーピングとしておりま

す。

 減損損失の内訳は下記のとおりであります。

営業用資産 0百万円

(内、工具器具備品 0百万円)

 なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価

値により測定しております。

 使用価値は将来キャッシュ・フロー(本部費配賦後

営業利益)を当社の加重平均資本コスト(ＷＡＣＣ)

4.0％で割り引き算出しております。
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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) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 314,247 ― ― 314,247

合計 314,247 ― ― 314,247

前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 314,247 ― ― 314,247

合計 314,247 ― ― 314,247
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前事業年度(平成20年２月29日現在) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度(平成21年２月28日現在) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

 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

 

工具器具備品 合計

百万円 百万円

取得価額相当額 252 252

減価償却累計額 
相当額

81 81

減損損失累計額 
相当額

124 124

期末残高相当額 47 47

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算出しております。

 

工具器具備品 合計

百万円 百万円

取得価額相当額 209 209

減価償却累計額
相当額

62 62

減損損失累計額
相当額

117 117

期末残高相当額 28 28

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算出しております。

 

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年以内 48百万円

１年超 57百万円

合計 106百万円

リース資産減損勘定の残高 59百万円

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算出し

ております。

 

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年以内 38百万円

１年超 18百万円

合計 57百万円

リース資産減損勘定の残高 28百万円

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算出し

ております。

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 
(減価償却費相当額)

42百万円
 

リース資産減損勘定の取崩額 23百万円

減損損失 ―百万円

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料
(減価償却費相当額)

48百万円
 

リース資産減損勘定の取崩額 30百万円

減損損失 ―百万円

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て、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

(有価証券関係)

㈱ソフマップ (2690) 平成21年2月期決算短信

- 58 -



  

 
  

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年２月29日)

当事業年度 
(平成21年２月28日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

減損損失否認額 352百万円

投資有価証券評価損 9

ゴルフ会員権評価損否認額 21

未払事業税等否認額 29

賞与引当金繰入否認額 70

退職給付引当金繰入否認額 651

ポイント引当金繰入否認額 441

貸倒引当金繰入限度超過額 115

繰越欠損金 2,768

その他 105

繰延税金資産小計 4,566

評価性引当額 △4,566

繰延税金資産合計 ―

(繰延税金負債)

前払年金費用 8

その他有価証券評価差額金 1

繰延税金負債合計 9

繰延税金負債の純額 9
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

減損損失否認額 112百万円

減価償却限度超過額 161

投資有価証券評価損 134

未払事業税等否認額 33

賞与引当金繰入否認額 61

退職給付引当金繰入否認額 727

ポイント引当金繰入否認額 475

貸倒引当金繰入限度超過額 113

繰越欠損金 2,476

その他 19

繰延税金資産小計 4,316

評価性引当額 △4,316

繰延税金資産合計 ―

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 0

繰延税金負債合計 0

繰延税金負債の純額 0

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

(調整)

交際費等永久差異 3.87％

住民税均等割 3.43％

評価性引当額の増減額 4.35％

適格合併による一時差異の引継 △51.36％

その他 2.24％

税効果会計適用後の法人税等の負担額 3.21％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

(調整)

交際費等永久差異 0.65％

住民税均等割 75.06％

評価性引当額の増減額 △43.00％

受取配当金等の益金不算入 △5.70％

その他 0.09％

税効果会計適用後の法人税等の負担額 67.78％
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(企業結合等関係)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

(共通支配下の取引)

１ 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合

の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含

む取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及び事業の内容

① 結合企業

名称 株式会社ソフマップ(当社)

事業の内容 パソコン・デジタル機器の販売・

買取

② 被結合企業

名称 ソフマップソフト株式会社

事業の内容 ＣＤ，ＤＶＤ等ソフト専門小売業

(2) 企業結合の法的形式及び結合後企業の名称

 当社を存続会社、ソフマップソフト株式会社を消

滅会社とする吸収合併であり、結合後の名称は株式

会社ソフマップとなります。なお、合併による新株

式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払

はありません。

(3) 取引の目的を含む取引の概要

 当社は秋葉原地区新店の出店、及び再編を進める

にあたり、店舗資産(店舗、商品等)の活用に取り組

むことで、当社のソフト販売事業及び店舗網の更な

る拡大を図るべく、100％子会社であるソフマップ

ソフト株式会社を吸収合併いたしました。

２ 実施した会計処理の概要

 上記合併は、共通支配下の取引として会計処理を行

っており、ソフマップソフト株式会社の株式を適正な

帳簿価額により受入れ、抱合せ株式償却損183,462千

円を計上しております。

          ――――――
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(注) １ １株当たり純資産額の算定にあたっては、Ａ種及びＢ種優先株主に対する残余財産の分配額(１株につきＡ

種200円、Ｂ種2,000円)及び累積未払優先配当額を控除して算定しております。 

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

  

 
  

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１株当たり純資産額 18円52銭 13円04銭

１株当たり当期純利益 34円42銭 △1円02銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 21円50銭

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
株式は存在するものの１株当たり
当期純損失であるため記載してお
りません。

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１株当たり当期純利益

当期純利益(百万円) 621 45

普通株主に帰属しない金額(百万円) 59 62

(うち優先株式に係る優先配当予定額) (59) (62)

普通株式に係る当期純利益(百万円) 561 △16

期中平均株式数(株) 16,322,700 16,322,700

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額(百万円) 21 －

(うち優先株式の潜在株式に係る
優先配当予定額)

(21) (－)

普通株式増加数(株) 10,812,593 －

(うちＡ種優先株式の取得請求権) (10,812,593) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要

第１回Ｂ種優先株式(発行価
額の総額1,500百万円)
詳細につきましては、第４
提出会社の状況 １ 株式
等の状況をご参照くださ
い。
平成15年５月28日定時株主
総会決議
自己株方式ストックオプシ
ョン

29,000株

――――――
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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) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

該当事項はありません。 

  

  

(重要な後発事象)
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