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1.  22年2月期の連結業績（平成21年3月1日～平成22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 ％

22年2月期 28,483 0.4 1,051 ― 973 ― 410 ―
21年2月期 28,372 4.2 73 △96.5 68 △96.8 △2,288 ―

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 ％ ％ ％

22年2月期 2,323.62 ― 5.2 4.6 3.7
21年2月期 △12,964.95 ― △25.0 0.3 0.3

（参考） 持分法投資損益 22年2月期  0百万円 21年2月期  △1百万円

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

22年2月期 20,384 9,017 39.2 45,247.07
21年2月期 21,993 8,997 35.7 44,451.61

（参考） 自己資本   22年2月期  7,985百万円 21年2月期  7,844百万円

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

22年2月期 1,402 △706 △1,132 3,382
21年2月期 △554 △1,939 4,977 3,818

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年2月期 ― 800.00 ― 800.00 1,600.00 282 ― 3.1
22年2月期 ― 800.00 ― 800.00 1,600.00 282 68.9 3.6
23年2月期 

（予想）
― 800.00 ― 800.00 1,600.00 47.1

3.  23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23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

14,000 4.5 390 197.7 370 311.1 120 33.3 680.03

通期 31,000 8.8 1,370 30.4 1,300 33.6 600 46.3 3,399.85
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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  

[（注） 詳細は、9ページ「企業集団の状況」をご覧ください。] 

(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、24ページ「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」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、43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 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期 176,480株 21年2月期 176,480株
② 期末自己株式数 22年2月期  ―株 21年2月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年2月期の個別業績（平成21年3月1日～平成22年2月28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 ％

22年2月期 17,546 △1.0 1,121 36.9 1,076 35.5 648 ―
21年2月期 17,732 △4.1 819 △60.9 794 △62.4 △2,204 ―

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

22年2月期 3,675.66 ―
21年2月期 △12,488.90 ―

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

22年2月期 17,201 8,577 49.9 48,601.42
21年2月期 18,378 8,207 44.7 46,508.06

（参考） 自己資本 22年2月期  8,577百万円 21年2月期  8,207百万円

2.  23年2月期の個別業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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 
 上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、リスクや不確定要素等の要因が含まれております。実際の業
績は、今後様々な要因により、これら業績見通しとは異なる場合があります。 

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

8,500 2.3 380 1.3 370 5.1 180 △64.5 1,020.04

通期 18,040 2.8 1,150 2.6 1,100 2.2 550 △15.1 3,116.72
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当連結会計年度におけるわが国経済は、昨年よりの世界的な金融危機による景気低迷が続く中、政府

の景気刺激策により、一部の企業に景況感の底打ちの兆候がみられるものの、多くの企業において収益

の悪化が続き、雇用情勢も厳しさが増す中で個人消費も低迷する等、引き続き厳しい状況で推移いたし

ました。 

 当グループの主要な関連業界である百貨店を含む小売業界におきましても、消費マインドの低下は著

しく、依然厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中、当社グループの中核である株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドでは、

顧客ニーズにあった価値を提供し続けることにより、ブランド価値向上に努め、全経費の費用対効果を

全面的に見直し、収益力の強化を図ってまいりました。  

 店舗展開につきましては、主にサマンサタバサ初のゴルフラインやトラベルラインを扱う新ブランド

「サマンサタバサリゾート」をサマンサタバサ銀座GATES店からスタート、昨年開港150周年を迎えた横

浜元町に日本発世界への新たな発信地として、サマンサタバサ横浜元町GATES店を出店及びアウトレッ

トとしてサマンサタバサNEXT PAGEりんくう店、サマンサタバサNEXT PAGE神戸三田店を出店いたしまし

た。  

 プロモーション活動については、テレビＣＭ・ファッション誌などを活用した商品のプロモーション

と、リアル店舗とを連動した新しいメディア戦略に取り組んでまいりました。  

 商品戦略につきましては、キャンパス地に手書き風のロゴが入った「スクリッタ」シリーズの商品強

化や、2009年秋冬コレクションからスタートしたディズニー・コンシューマ・プロダクツとの協業によ

る商品展開、人気ファッション誌とのコラボレーションバッグの企画、多彩な花のパターンと、繊細で

流動的な線で描かれるのが特徴のイギリスを代表するファブリックメーカー「リバティ社」のリバティ

プリントシリーズの展開などを行いました。 

 また、アパレル事業を行う株式会社バーンデストジャパンリミテッドでは、ブランド改廃に伴うあら

ゆる面での事業構造改革を行い、収益体質を改善いたしました。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は284億83百万円(前年度比0.4％増)に、売上総利益は166億22百

万円(前年度比4.1％増)、営業利益は10億51百万円(前年度は73百万円)、経常利益は９億73百万円(前年

度は68百万円)となりました。また、当連結会計年度において、投資有価証券評価損など18億16百万円

を特別損失に計上したため、税金等調整前当期純損失は８億41百万円となりましたが、繰延税金資産を

計上いたしました結果、４億10百万円の当期純利益となりました。  

 事業の種類別セグメントの状況を示すと、次のとおりであります。 

バッグ部門においては新規出店14店舗(退店14店舗)、ジュエリー部門においては新規出店８店舗

(退店６店舗)を行いました結果、バッグ部門・ジュエリー部門の売上高はそれぞれ、143億52百万円

(前年度比3.8％減)、20億56百万円(前年度比2.9％増)となりました。  

 アパレル部門においては、ブランド及び店舗の再構築により、新規出店14店舗(退店10店舗)を行い

ました結果、売上高は36億１百万円(前年度比10.3％減)となりました。  

 この結果、その他部門の売上高９億99百万円を加えた当該事業セグメントの売上高(セグメント間

取引相殺消去後)は210億９百万円(前年度比2.9％減)、営業利益は11億18百万円(前年度比420.5％増)

となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① ファッションブランドビジネス

- 3 -

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）平成22年2月期決算短信



インターネットビジネスにおいては、当社の連結子会社であるスタイライフ株式会社におきまして

は、連結子会社の業績寄与により売上は増収となりました。 

 一方では、ＫＤＤＩ㈱及び沖縄セルラー電話㈱と共同で新たなファッションＥＣサイト『au one

Brand Garden』の開設など中長期的な成長戦略への投資を先行いたしました。  

  この結果、売上高(セグメント間取引相殺消去後)は74億73百万円(前年度比10.9％増)、営業損失

は66百万円(前年度は△97百万円)となりました。 

  

今後の経済の見通しにつきましては、輸出関連企業を中心に改善の兆しも見られるものの、個人消

費は依然として低迷しており、厳しい経営環境が続くと思われます。  

 このような状況のもと、当グループといたしましては、魅力的なデザインと確かな品質の商品の提

供、話題性のあるプロモーション活動などの経営戦略をベースに成長性を維持するとともに、アジア

市場への進出も視野に入れ、当グループの企業価値を継続的に拡大していくことを目指してまいりま

す。  

 平成23年２月期の連結業績見通しにつきましては、プロモーション活動・商品戦略を積極的に推進

するとともに、収益力が改善されたアパレル事業の拡大及び経費の有効活用を図り、連結売上高310

億円、連結営業利益13億70百万円、連結経常利益13億円、当期純利益６億円を見込んでおります。 

  

② インターネットビジネス

(次期の見通し)
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総資産は、前連結会計年度末と比較して16億９百万円減少しております。これは主に、投資有価証

券が10億34百万円及び差入保証金が５億２百万円減少したこと等によるものであります。  

 総負債は、前連結会計年度末と比較して16億29百万円減少しております。これは主に、未払費用が

４億２百万円及び長期借入金が10億31百万円減少したこと等によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末と比較して20百万円増加しております。これは、利益剰余金１億27百

万円及びその他有価証券評価差額金14百万円の増加が、少数株主持分１億20百万円の減少を上回った

ことによるものであります。 

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、４億35百万円減少し、33億82百万円となりました。  

 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次のとおりであります。 

 営業活動の結果得られた資金は、14億２百万円となりました。  

これは、税金等調整前当期純損失８億41百万円等の支出要因を、減価償却費７億78百万円及び投資

有価証券評価損10億62百万円等の収入要因が上回ったことによるものであります。  

投資活動の結果使用した資金は、有形固定資産の取得による支出４億68百万円及び長期前払費用

の取得による支出２億45百万円等により、７億６百万円となりました。 

財務活動の結果使用した資金は、長期借入金の返済による支出11億13百万円等により、11億32百

万円となりました。 

(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比率：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 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※ 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。 

※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。また、有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての

負債を対象としており、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。 

※ 平成18年２月期及び平成19年２月期は、有利子負債残高がゼロのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比

率については記載しておりません。 

※ 平成20年２月期及び平成21年２月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対

有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては記載しておりません。 

(2) 財政状態に関する分析

(財政状態)

(キャッシュ・フローの状況)

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

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月期 平成22年２月期

自己資本比率(％) 66.0 73.9 55.0 35.7 39.2

時価ベースの自己資本比率
(％)

1,700.1 405.6 124.8 21.0 25.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

─ ─ ─ ─ 5.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

3,324.1 116.4 ─ ─ 13.4
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当社は、株主に対する利益還元は重要な経営課題の一つとして認識し、当社を取り巻く環境及び当社

の業績を総合的に判断した結果、今後も業容拡大のための有効投資資金確保の観点から、当社グループ

内への内部留保の充実に留意しつつ、企業価値の持続的な向上を通じて、安定且つ継続的利益配分を考

慮し、配当を行うこととしております。 

 当期の配当金は、中間配当800円に期末配当800円を加えた年間1,600円となる予定です。次期の配当

は中間、期末ともに800円の年間1,600円を予定しております。 

  

当グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のような

ものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断

したものであります。 

当グループは、商品ブランド力の維持のため、著名な芸能人やモデル等との契約により商品及び

当社の認知度を向上させる方針であります。また、同様に主要な顧客層である20代の女性はもとよ

り、より幅広い年齢層に支持されることを念頭に顧客層別の雑誌や書籍に取り上げられることによ

り積極的な販売促進活動を行っていく方針を採っております。しかしながら、各顧客層の嗜好やラ

イフスタイルの変化等により当グループのブランド戦略が受け入れられなくなった場合には、当グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社は、主力商品ブランドである『サマンサタバサ』を中心にこれに続く新規ブランドの確立、

育成を行い、更に平成19年３月より当グループに加入した株式会社バーンデストジャパンリミテッ

ドのアパレルブランドにつき、当社が持つ総合力によって尚一層の向上を図る方針であります。し

かし今後顧客の嗜好やライフスタイルの変化があった場合、あるいは既存主力ブランドに続く当グ

ループの今後のブランド戦略が遅れ、顧客の支持を得られない場合には、当グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

当グループの商品戦略は、主に企画グループに属するデザイナーが中心となり立案及び実施して

おります。当グループの商品は、いずれも流行等に左右されやすい性質を有していることから、女

性向け雑誌や書籍等の出版社等との情報交換を通じて早い段階から商品企画を進めております。こ

のように 新の情報に基づいて顧客の嗜好や流行を捉えた商品企画に努めておりますが、顧客の嗜

好やライフスタイルの変化があった場合には、当グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

当グループは原則としてブランド別の出店戦略を実施しております。当グループの部門別店舗数

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

① ブランド展開について

イ. ブランド力の維持について

ロ. 今後のブランド展開について

ハ. 商品戦略について

② 店舗展開について

イ. 出店政策について
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の推移は以下のとおりであります。 

 
 (注)１ バッグ部門には、「サマンサタバサ」、「サマンサベガ」、「サマンサタバサエスティニー」、「サマンサ

タバサニューヨーク」、「サマンサタバサデラックス」、「サマンサタバサプチチョイス」、「サマンサキ

ングズ」、「バイオレットハンガー」の店舗が含まれております。 

２ ジュエリー部門には、「サマンサティアラ」、「サマンサシルヴァbyサマンサティアラ」、「VAID」の店舗

が含まれております。 

３ アパレル部門には、「ウィルセレクション」、「リッチミー ニューヨーク」、「ハニーバンチ」、「スウ

ィングル」の店舗が含まれております。 

４ その他は、「サマンサタバサNEXT PAGE」、「エイトミリオン」の店舗であります。 

５ 店舗増減要因は、新規出店及び退店、ブランド変更によるものであります。 

６ 平成20年２月期より、株式会社バーンデストジャパンリミテッドの子会社化によりアパレルが追加されてお

ります。 

  

出店政策として、当グループでは顧客層の動向や流行を勘案しながら総合的に判断し、計画を立

案しております。しかし、今後、当グループの出店計画が順調に進まない場合には、業績等に影響

を及ぼす可能性があります。また、出店形態は主要都市にある百貨店等へのインショップが中心と

なっているため、今後出店交渉が難航した場合には出店の遅れ等により当グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。  

  

当グループでは、路面店及び商業施設のインショップ店舗出店に際し、賃貸借契約締結時に差入

保証金を差し入れております。差入保証金の残高は平成22年２月末現在、19億61百万円でありま

す。当該差入保証金は、期間満了等による賃貸借契約解約時に契約に従い返還されることとなって

おりますが、契約に定められた期間満了日前に中途解約した場合は、契約内容に従って違約金の支

払いが必要となる場合があります。また仮にオーナー又は商業施設が倒産等の事態に陥った場合に

は、差入保証金の回収ができない可能性もあります。 

  

当グループは、設立当初からグローバル展開を重要な事業戦略の一つに掲げており、積極的に海

外における事業の拡大を図っていく予定であります。海外展開におきましては地域特性によるビジ

ネスリスクが多岐にわたり存在し、当グループはこれらのリスクを 小限にすべく十分な対策を講

じたうえでグローバル展開を進めてゆく方針ですが、予測困難なビジネスリスクが発生した場合に

は、当グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当グループはインターネットビジネスにおいて積極的な事業展開を行っていますが、インターネッ

ト環境に変化が生じた場合、当グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

部門
平成19年２月期

（店)
平成20年２月期

（店)
平成21年２月期

（店)
平成22年２月期

(店)

バッグ 115 144 148 148

ジュエリー 23 29 30 32

アパレル ─ 57 45 49

その他 1 1 4 6

合計 139 231 227 235

ロ. 差入保証金について

ハ. 海外展開について

③ インターネットビジネスについて
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当社の代表取締役社長である寺田和正は当社の創業者であり、当社設立以降、経営方針や経営戦

略の立案及び決定をはじめ、出店戦略や商品開発等のすべてにおいて重要な役割を果たしており、

事業全体の運営が同氏に大きく依存している状態であります。当社は 近の業容拡大に伴い、事業

運営において執行役員制度の導入及び人員の拡充等により経営体制の強化を進めておりますが、何

らかの要因により同氏の当社業務の遂行が困難となった場合には当社の業績及び今後の事業展開に

影響を及ぼす可能性があります。なお、同氏は決算短信提出日（平成22年４月14日）現在におい

て、当社発行済株式総数の62.59％を所有する筆頭株主となっております。 

  

当グループは積極的な新規出店を行っているため、店舗従業員の確保・育成が重要な経営課題の

一つであると認識しております。このため、当グループにおいては積極的な募集活動により定期ま

たは臨時（中途）で採用を行うと同時に、本社研修及びセミナー等の研修制度の充実化に努める

等、人材の確保・育成に注力しております。しかしながら、新規出店による店舗数の拡大ペースに

見合った人材の確保・育成がなされなかった場合、出店ペースのダウン、顧客に対するサービスの

低下等により、当グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当グループの商品は、店舗,インターネット及び雑誌媒体において、一般消費者に販売されており

ます。店舗における販売では、販売促進活動の一環として、お客様の個人情報を取得し利用しており

ます。現在、当社ではお客様の情報を各店舗において管理し、本社ではお得意様である会員に関する

情報を管理しております。お客様の情報は販売促進を目的とする場合等、内部で利用することがあり

ますが、外部に公開することは一切ありません。さらに、個人情報については社内管理体制を整備

し、情報管理への意識を高めるとともに、情報アクセス権を制限する等、安易に個人情報が漏洩する

ことのないように取扱いには十分留意しております。インターネット及び雑誌媒体における販売で

は、信頼できる外部業者に業務委託し、徹底した管理を行っております。しかしながら、外部からの

不正侵入等、不測の事態により万が一個人情報が外部に漏洩するような重大なトラブルが発生した場

合には、当グループへの損害賠償や信用の低下等により、当グループの事業及び業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

  

④ 社内体制について

イ. 代表者への依存について

ロ. 人材の確保及び育成について

⑤ 個人情報の管理について
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 当グループは、当社、連結子会社５社、非連結子会社１社及び関連会社１社により企業集団を構成してお

ります。  

当グループの主な事業内容とグループを構成している主な会社の位置付けは次のとおりです。 

 
 当グループの事業系統図は次のとおりです。 

 

(注) １ 消化卸方式での契約となっており、百貨店内の売場において、消費者に対して直接販売されたものについて

のみ百貨店に対し売上が計上される取引となっております。 

２ 商業施設運営会社との賃貸借契約に基づき、賃借した店舗において、消費者に対して直接販売を行っており

ます。 

３ 当社直営の路面店舗における消費者への直接販売であります。 

４ インターネット上のオンラインモールである「WWCITY & COMMUNICATIONS」における商品の販売、Ｅコマー

スサイトである「Stylife」「nuan+」「CHU:SE」「au one Brand Garden」における商品の販売、携帯端末

上のモバイルサイトである 「Samantha Thavasa World Walker」「Stylife☆Look!s」における商品の販売

及び当該モバイルサイトにおける有料コンテンツ情報の提供並びに雑誌「Look!s」「大人Look!s」による通

信販売にかかる収入であります。  

５ 平成20年２月29日付において、株式会社メッセージは株式会社バーンデストジャパンリミテッドに商号変更

しております。 

2. 企業集団の状況

事業区分 地域 会社名 主要な事業内容

ファッション 
ブランドビジネス

日本
株式会社サマンサタバサ
ジャパンリミテッド

バッグ・ジュエリー等の企画・製造・販売

米国
SAMANTHA THAVASA
USA,INC.

バッグの販売

日本
株式会社バーンデスト
ジャパンリミテッド

アパレルの企画・製造・販売

インターネット 
ビジネス

日本
株式会社サマンサタバサ
ジャパンリミテッド

インターネット上のオンラインショップ運営サイトに
よる商品の販売及び携帯端末上のモバイルサイトにお
ける商品の販売及び有料コンテンツの提供等

日本 スタイライフ株式会社
雑誌「Look!s」の制作・発行及び掲載商品の通信販売
並びにオンライン上のショッピングサイトの企画及び
運営、ＥＣに関する各種事業
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当社は、バッグ及びジュエリーの企画・製造・販売を主な事業として行っており、創業以来、デザイ

ン・品質にこだわった商品をお客様に提供し続けることを基本方針としております。  

 また、平成19年３月28日、アパレルを専門とする株式会社バーンデストジャパンリミテッドの全株を

取得して子会社とし、これまでのバッグ、ジュエリーの両ブランドにアパレルのブランドを加え、さら

に平成19年４月16日、持分法適用の関連会社であったスタイライフ株式会社の株式を追加取得して子会

社とし、インターネットビジネスの積極的な展開を目指すとともに、ブランドビジネスにおけるグルー

プ成長戦略を推進し企業価値の向上をさせてまいります。 

  

当社が重要と考えております経営指標は、売上高経常利益率であり事業規模の拡大とともに利益率の

向上を目標としております。 

  

当社の経営戦略の根幹にある４つのキーワード「良い場所、良い人、良い商品、良い宣伝」に基づ

き、ブランド価値を高める場所への出店、従業員に対する充実した研修制度、魅力的なデザインと確か

な品質の商品の提供、話題性のあるプロモーション活動などの経営戦略をベースに高い成長性を維持

し、企業価値を継続的に拡大していくことを目指しています。 

  

今後の経済の見通しにつきましては、輸出関連企業を中心に改善の兆しも見られるものの、個人消費

は依然として低迷しており、厳しい経営環境が続くと思われます。  

  当社といたしましては、このような状況の下、引き続きブランド力強化のための施策を推進し、当

グループを世界に通じるラグジュアリーブランドとして更なる飛躍を図る施策を推進してまいります。 

 具体的な課題としては、以下のものが挙げられます。 

  

当グループは、店舗業務の効率化・省力化及び本部機能を強化するために、積極的に販売・在庫管

理業務のシステム化を推進してまいりました。今後についても店舗網の急激な拡大に対応すべく、一

層のシステム化を進めていくとともに、店舗運営の効率化を図るための店舗運営マニュアルなどを随

時改訂していく予定であります。 

当グループの円滑な拡大を支えていくために、業況推移を常時正確に把握し、適時・適切に経営判

断へ反映させていくことが、従来以上に大切であると考えております。こうした観点から、経営管理

部をはじめとして内部管理体制の一層の充実を図っていきたいと考えております。  

当グループは、積極的な新規出店を行っているため、店舗従業員の確保・育成は重要な経営課題で

あります。そのため、店舗数の拡大ペースに見合った人材の確保・育成を行い、出店ペースの維持、

顧客に対するサービスの一層の向上を図っていきたいと考えております。 

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

① 店舗運営の効率化

② 内部管理体制

③ 人材の確保・育成
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当グループは、より一層のビジネスプロセスの効率化を図るために、原材料の調達から製造、流

通、販売という、生産から 終需要にいたる製品供給の流れについて、部門間で情報を相互に共有・

管理するための情報システムの充実を図る予定であります。 

平成19年４月16日、持分法適用の関連会社であったスタイライフ株式会社の株式を追加取得して子

会社とし、インターネットビジネスの積極的な展開を図ってまいります。 

当社は、平成20年３月１日付で執行役員制度を導入いたしました。これにより、意思決定にかかわ

るスピードアップや効率化及び事業環境の変化に応じて幹部人材登用の柔軟性を高め、コーポレート

ガバナンスの強化をより一層図ってまいります。 

  

該当事項はありません。 

④ ビジネスプロセスの効率化

⑤ インターネットビジネスの強化

⑥ 執行役員制度の導入

(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】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年２月28日)

当連結会計年度
(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,877,329 3,521,536

受取手形及び売掛金 2,142,077 2,552,661

有価証券 146,562 －

たな卸資産 6,252,148 －

商品及び製品 － 5,829,372

仕掛品 － 22,518

原材料及び貯蔵品 － 157,820

前払費用 653,000 282,279

繰延税金資産 249,077 780,348

未収入金 728,960 234,290

その他 67,632 79,832

貸倒引当金 △3,486 △2,205

流動資産合計 14,113,301 13,458,453

固定資産

有形固定資産

建物 3,324,969 3,182,694

減価償却累計額 △1,526,030 △1,590,689

建物（純額） 1,798,939 1,592,004

車両運搬具 53,393 48,261

減価償却累計額 △43,604 △42,127

車両運搬具（純額） 9,789 6,133

什器備品 537,802 552,505

減価償却累計額 △333,664 △390,084

什器備品(純額) 204,138 162,421

機械及び装置 1,555 4,627

減価償却累計額 △1,262 △2,056

機械及び装置（純額） 293 2,571

土地 57,300 57,300

リース資産 － 7,884

減価償却累計額 － －

リース資産（純額） － 7,884

建設仮勘定 898 18,550

有形固定資産合計 2,071,359 1,846,865

無形固定資産

のれん 527,489 480,855

ソフトウエア 242,582 307,512

リース資産 － 83,219

その他 125,447 181,233

無形固定資産合計 895,519 1,052,820

投資その他の資産

投資有価証券 1,823,981 789,685

関係会社株式 51,202 51,891

差入保証金 2,464,636 1,961,731

長期前払費用 338,063 304,153

繰延税金資産 201,388 890,510

その他 58,478 51,567

貸倒引当金 △25,890 △23,574

投資その他の資産合計 4,911,860 4,025,964

固定資産合計 7,878,739 6,925,650
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年２月28日)

当連結会計年度
(平成22年２月28日)

繰延資産

株式交付費 1,507 －

繰延資産合計 1,507 －

資産合計 21,993,548 20,384,103

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,526,302 1,690,402

短期借入金 1,750,480 1,954,338

1年内返済予定の長期借入金 1,113,332 1,131,692

1年内償還予定の社債 － 100,000

未払費用 1,229,560 827,193

未払金 651,322 110,678

未払法人税等 146,876 80,405

賞与引当金 181,856 173,670

その他 175,406 298,898

流動負債合計 6,775,135 6,367,279

固定負債

社債 100,000 －

長期借入金 5,908,335 4,876,643

その他 212,845 122,871

固定負債合計 6,221,180 4,999,514

負債合計 12,996,316 11,366,794

純資産の部

株主資本

資本金 2,132,600 2,132,600

資本剰余金 2,252,600 2,252,600

利益剰余金 3,485,275 3,612,979

株主資本合計 7,870,475 7,998,179

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △11,970 2,310

為替換算調整勘定 △13,684 △15,287

評価・換算差額等合計 △25,655 △12,976

少数株主持分 1,152,411 1,032,106

純資産合計 8,997,231 9,017,309

負債純資産合計 21,993,548 20,384,103
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(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

売上高 28,372,953 28,483,043

売上原価 12,398,329 11,860,826

売上総利益 15,974,623 16,622,217

販売費及び一般管理費

報酬及び給料手当 3,857,323 3,867,978

法定福利費 552,211 551,604

賞与引当金繰入額 187,149 184,814

賞与 525,088 556,087

商品開発委託費 66,259 135,195

広告宣伝費 610,974 1,070,175

販売促進費 1,395,627 1,112,656

旅費交通費 379,971 342,031

荷造発送費 524,842 483,282

地代家賃 1,345,115 1,560,047

店舗手数料 2,689,352 2,438,957

包装費 362,473 315,314

業務委託費 649,069 687,930

減価償却費 882,052 778,964

のれん償却額 62,008 32,800

その他 1,811,715 1,452,904

販売費及び一般管理費合計 15,901,235 15,570,745

営業利益 73,388 1,051,471

営業外収益

受取利息 23,872 7,236

受取配当金 124 851

為替差益 2,989 －

持分法による投資利益 － 689

補助金等収入 － 4,092

保険解約返戻金 － 6,603

その他 41,847 19,055

営業外収益合計 68,833 38,528

営業外費用

支払利息 64,874 105,024

株式交付費 3,992 1,507

持分法による投資損失 1,324 －

その他 3,109 10,416

営業外費用合計 73,301 116,947

経常利益 68,920 973,052
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

特別利益

固定資産売却益 ※１ － ※１ 650

投資有価証券売却益 11,003 4

保険解約益 90,055 －

貸倒引当金戻入額 － 972

特別利益合計 101,059 1,627

特別損失

のれん減損損失 ※４ 1,498,691 ※４ －

ブランド撤退損 ※５ 371,766 ※５ 210,599

固定資産除却損 ※３ 239,848 ※３ 154,825

投資有価証券評価損 70,898 1,062,862

投資有価証券売却損 － 442

解約負担金 20,000 －

固定資産売却損 ※２ 102 ※２ －

差入保証金償却 － 201,820

貸倒損失 － 139,053

物流拠点移転費用 － 34,506

債権回収関連費用 － 12,231

特別損失合計 2,201,305 1,816,340

税金等調整前当期純損失（△） △2,031,325 △841,659

法人税、住民税及び事業税 460,076 76,543

法人税等調整額 △230,456 △1,230,238

法人税等合計 229,620 △1,153,695

少数株主利益又は少数株主損失（△） 27,109 △98,037

当期純利益又は当期純損失（△） △2,288,054 410,072
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,132,600 2,132,600

当期末残高 2,132,600 2,132,600

資本剰余金

前期末残高 2,252,600 2,252,600

当期末残高 2,252,600 2,252,600

利益剰余金

前期末残高 6,055,698 3,485,275

当期変動額

剰余金の配当 △282,368 △282,368

当期純利益又は当期純損失（△） △2,288,054 410,072

当期変動額合計 △2,570,422 127,704

当期末残高 3,485,275 3,612,979

株主資本合計

前期末残高 10,440,898 7,870,475

当期変動額

剰余金の配当 △282,368 △282,368

当期純利益又は当期純損失（△） △2,288,054 410,072

当期変動額合計 △2,570,422 127,704

当期末残高 7,870,475 7,998,179

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △4,121 △11,970

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△7,849 14,281

当期変動額合計 △7,849 14,281

当期末残高 △11,970 2,310

為替換算調整勘定

前期末残高 △5,586 △13,684

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△8,097 △1,603

当期変動額合計 △8,097 △1,603

当期末残高 △13,684 △15,287

評価・換算差額等合計

前期末残高 △9,708 △25,655

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△15,946 12,678

当期変動額合計 △15,946 12,678

当期末残高 △25,655 △12,976
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

少数株主持分

前期末残高 1,208,052 1,152,411

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55,641 △120,304

当期変動額合計 △55,641 △120,304

当期末残高 1,152,411 1,032,106

純資産合計

前期末残高 11,639,242 8,997,231

当期変動額

剰余金の配当 △282,368 △282,368

当期純利益又は当期純損失（△） △2,288,054 410,072

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △71,587 △107,626

当期変動額合計 △2,642,010 20,077

当期末残高 8,997,231 9,017,309
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △2,031,325 △841,659

減価償却費 882,052 778,964

のれん償却額 62,008 32,800

ブランド撤退損 371,766 210,599

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,179 △8,186

株式交付費 3,992 1,507

受取利息及び受取配当金 △23,996 △8,088

支払利息 64,874 105,024

為替差損益（△は益） △2,989 3,344

持分法による投資損益（△は益） 1,324 △689

固定資産売却損益（△は益） 102 △650

固定資産除却損 239,848 154,825

投資有価証券売却損益（△は益） △11,003 437

投資有価証券評価損益（△は益） 70,898 1,062,862

差入保証金償却額 － 201,820

のれん減損損失 1,498,691 －

売上債権の増減額（△は増加） 22,111 △433,928

たな卸資産の増減額（△は増加） △644,739 46,779

前払費用の増減額（△は増加） － 381,309

未収入金の増減額（△は増加） － 469,486

仕入債務の増減額（△は減少） 17,349 162,541

未払金の増減額（△は減少） 26,812 △305,978

未払費用の増減額（△は減少） 534,773 △399,321

その他 △354,104 91,841

小計 731,626 1,705,640

利息及び配当金の受取額 33,416 9,721

利息の支払額 △68,647 △125,908

法人税等の支払額 △1,251,125 △214,224

法人税等の還付額 － 27,426

営業活動によるキャッシュ・フロー △554,730 1,402,654
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △139,062

定期預金の払戻による収入 30,000 59,037

有価証券の売却による収入 － 150,000

有価証券の取得による支出 △145,875 －

有形固定資産の取得による支出 △999,178 △468,160

有形固定資産の除却による支出 △89,888 △43,235

有形固定資産の売却による収入 226 1,414

無形固定資産の取得による支出 △67,801 △205,220

投資有価証券の取得による支出 △38,905 △16,640

投資有価証券の売却による収入 180,114 12,317

関係会社株式の取得による支出 △56,338 －

新規連結子会社の株式取得による支出 ※２ △351,970 ※２ －

長期前払費用の取得による支出 △1,392 △245,877

差入保証金の差入による支出 △410,592 △86,962

敷金及び保証金の回収による収入 42,990 265,144

その他 △31,151 10,329

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,939,765 △706,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,700,510 204,343

長期借入れによる収入 7,050,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △69,114 △1,113,332

配当金の支払額 △303,051 △304,635

その他 － △18,446

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,977,324 △1,132,070

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,780 514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,494,609 △435,818

現金及び現金同等物の期首残高 1,323,682 3,818,291

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,818,291 ※１ 3,382,473
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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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】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22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  ６社  

主な連結子会社の名称  

 SAMANTHA THAVASA USA,INC.  

 株式会社バーンデストジャパンリミ 

 テッド  

 スタイライフ株式会社

2) 非連結子会社の数 １社  

  名称 株式会社豆腐の盛田屋

 非連結子会社の総資産、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)等のそれぞれの

合計額は、連結の範囲から除いても企

業集団の財政状態及び経営成績に関す

る合理的な判断を妨げない程度に重要

性が乏しいものであります。

(1) 連結子会社の数  ５社 

主な連結子会社の名称 

  

        同左 

  

 

(2) 非連結子会社の数 １社 

  名称 株式会社豆腐の盛田屋

 

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 １社 

  名称 株式会社豆腐の盛田屋  

(2) 持分法適用の関連会社数  １社 

(1) 持分法適用の非連結子会社 １社 

  名称 株式会社豆腐の盛田屋 

(2) 持分法適用の関連会社数  １社 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 株式会社バーンデストジャパンリミ

テッドの決算日は、連結決算日と一致

しております。 

 SAMANTHA THAVASA USA,INC.の決算

日は11月30日であります。連結財務諸

表を作成するにあたっては、同日現在

の財務諸表を使用し、連結決算日との

間に生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。  

 スタイライフ株式会社の決算日は３

月31日であります。当連結財務諸表を

作成するにあたっては、同第３四半期

連結決算日現在の第３四半期連結財務

諸表を使用し、当連結決算日との間に

生じた重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

同左

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

  a)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) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 ①有価証券

  a)その他有価証券

   時価のあるもの

同左

   時価のないもの    時価のないもの
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    移動平均法による原価法

  b)満期保有目的の債券

   償却原価法(定額法)

同左 

  b)満期保有目的の債券
同左   

 ②たな卸資産

  a)商品・製品

   移動平均法による原価法

 なお、一部連結子会社におい

て、「棚卸資産の評価に関する

会計基準」(企業会計基準第９

号平成18年７月５日)が適用さ

れたことに伴い、主として移動

平均法による原価法(貸借対照

表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法)に

より算出しております。 

 ②たな卸資産

   通常の販売目的で保有するたな卸

資産

   評価基準は原価法(収益性の低

下による簿価切下げの方法)によ

っております。

  a)商品・製品

   移動平均法

  b)仕掛品

   個別法

  c)貯蔵品
  終仕入原価法

  b)貯蔵品

   終仕入原価法による原価法

(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(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

    旧定額法によっております。

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。

(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(リース資産は除く)

  建物(附属設備は除く)
同左

  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。

  建物以外
同左

なお、主要な耐用年数は次の

とおりであります。

建物    ３～22年  

車両運搬具 ４～６年  

什器備品  ２～20年  

機械及び装置   7年

なお、主要な耐用年数は次の

とおりであります。

建物    ３～22年  

車両運搬具 ４～６年  

什器備品  ２～20年  

機械及び装置   7年

 ②無形固定資産

   定額法

    ただし、ソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法

 ②無形固定資産(リース資産は除く)

同左

 ③長期前払費用

   均等償却

 ③長期前払費用

同左

 ④リース資産

   所有権移転外ファイナンス・リ
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――――――― ース取引に係るリース資産

   リース期間を耐用年数とし、残

存価額をゼロとして算定する方法

によっております。 

 なお、リース取引会計基準の改

正適用初年度開始前の所有権移転

外ファイナンス・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。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

  株式交付費

   支払時全額費用処理

    ただし、一部連結子会社につ

きましては、３年の月割均等

償却をしております。
 

(3) 重要な繰延資産の処理方法

―――――――
 

(4) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

   債権の貸倒による損失に備える 

  ため、一般債権については貸倒実 

  績率により、貸倒懸念債権等特定 

  の債権については個別に回収可能 

  性を勘案し、回収不能見込額を計 

  上しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

同左

 ②賞与引当金

   従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当連結会計

年度に負担すべき金額を計上して

おります。
 

 ②賞与引当金

同左

(5) 重要なリース資産の処理方法

   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。
 

―――――――

(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

   消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。
 

(5) 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

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

６ のれん償却に関する事項  のれん償却については、10年及び20

年間の均等償却を行っております。

同左

７ 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ヶ月以内に満期日の到来する短

期投資からなっております。

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】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

―――――――

(棚卸資産の評価に関する会計基準)
通常の販売目的で保有するたな卸資産については従

来、主として移動平均法による原価法によっておりま
したが、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関す
る会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５
日)が適用されたことに伴い、主として移動平均法によ
る原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法)により算定しております。  
 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当
期純損失に与える影響はありません。 

―――――――

(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関
する当面の取扱い)

当連結会計年度より平成18年５月17日公表の「連結
財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する
当面の取扱い」(企業会計基準委員会 実務対応報告第
18号)を適用し、連結決算上必要な修正を行っておりま
す。  
 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当
期純損失に与える影響はありません。 

―――――――

(リース取引に関する会計基準)  
 所有権移転外ファイナンス・リース取引については
従来賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって
おりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に
関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月
17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改
正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本
公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日
改正))を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ
っております。  
 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前
の所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、引き続き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。  
 これによる損益に与える影響は軽微であります。  
 なお、セグメント情報に与える影響は当該個所に記
載しております。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

(連結貸借対照表)
無形固定資産
 前連結会計年度において無形固定資産の「その他」
に含めておりました「ソフトウェア」は、金額的重要
性が増したため、当連結会計年度において区分掲記す
ることに変更いたしました。  
 なお、前連結会計年度の無形固定資産の「その他」
に含めておりました「ソフトウェア」は、334,301千円
であります。

(連結貸借対照表)
財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20 

年８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴い、
前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記
されたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」
「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しており
ます。  
 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる  
「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」
は、それぞれ6,066,692千円、24,566千円、160,889千
円であります。
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【追加情報】

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

(固定資産の耐用年数の変更)
 建物及び長期前払費用の一部について、業容拡大に
伴う店舗数の増加により収益基盤が固まったことで、
店舗の内装リニューアルの頻度も従来より低くなって
きていることを契機として、従来適用していた耐用年
数の見直しを行った結果、当該資産の利用実態に鑑
み、当連結会計年度において耐用年数を変更しまし
た。  
 この変更により、従来の耐用年数によった場合に比
べて、当連結会計年度の減価償却費は147,919千円減少
し、営業利益、経常利益は同額増加し、税金等調整前
当期純損失は同額減少しています。  
 

―――――――

(有形固定資産)
 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。

―――――――
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

※１ 

―――――――

 

※１ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。

車両運搬具 650千円

 

※２ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。

什器備品 102千円

※２ 

―――――――

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

建物 61,324千円

什器備品 18,194千円

長期前払費用 14,365千円

商標権 8,808千円

ソフトウェア 65,076千円

撤去費用 72,078千円

計 239,848千円
 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

建物 100,998千円

什器備品 3,468千円

長期前払費用 26,595千円

商標権 158千円

撤去費用 23,604千円

計 154,825千円

※４ のれん減損損失

 当社の連結子会社であるスタイライフ株式会社につ
いて、当社が保有している同社株式の市場価格の著し
い下落により、当社当事業年度個別財務諸表において
同社株式の減損処理を行っております。  
 当該株式の減損処理に伴い、会計制度委員会報告第
７号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実
務指針」第32項の規定に基づき、のれん減損損失
1,498,691千円を計上しております。

※４ 

――――――― 

 

※５ ブランド撤退損の内容は、次のとおりでありま

す。 

建物 33,834千円

什器備品 87千円

長期前払費用 34,264千円

商標権 102,255千円

リース解約金 95,031千円

たな卸資産評価損 88,482千円

撤去費用 17,810千円

計 371,766千円

 

※５ ブランド撤退損の内容は、次のとおりでありま

す。

建物 1,084千円

什器備品 23千円

のれん 13,833千円

商品 195,658千円

計 210,599千円
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前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  
  
２ 自己株式に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

   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 

 
  

(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 

     

 
  

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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) 176,480 ─ ─ 176,480

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成20年５月30日 
定時株主総会

普通株式 141,184 800 平成20年２月29日 平成20年５月31日

平成20年10月14日 
取締役会

普通株式 141,184 800 平成20年８月31日 平成20年11月11日

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５月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 141,184 800 平成21年２月28日 平成21年５月29日
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当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日) 

１ 発行済株式に関する事項 

  

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   該当事項はありません。 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

   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 
  

 
  

(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 
    次のとおり、決議を予定しております。 

 
  

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) 176,480 ― ― 176,480

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21年５月28日 
定時株主総会

普通株式 141,184 800 平成21年２月28日 平成21年５月29日

平成21年10月13日 
取締役会

普通株式 141,184 800 平成21年８月31日 平成21年11月９日

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22年５月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 141,184 800 平成22年２月28日 平成22年５月31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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22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 3,877,329千円

預入期間３か月超の定期預金 △59,037千円

現金及び現金同等物 3,818,291千円
 

※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 3,521,536千円

預入期間３か月超の定期預金 △139,062千円

現金及び現金同等物 3,382,473千円
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 (注)１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 
 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は3,141,022千円であり、主なものは当社の投資有価証

券等であります。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

  前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日）

ファッション 
ブランドビジネス

インターネット
ビジネス

合計
消去又は 
全社

連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する 
    売上高

21,631,383 6,741,570 28,372,953 ─ 28,372,953 

(2) セグメント間の 
    内部売上高又は振替高

31,657 120,000 151,657 (151,657) ─

計 21,663,040 6,861,570 28,524,610 (151,657) 28,372,953 

営業費用 21,448,103 6,959,144 28,407,247 (107,682) 28,299,565 

営業利益又は営業損失(△) 214,937 △97,574 117,363 (43,975) 73,388 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資 
  本的支出

   資産 20,226,742 4,907,828 25,134,570 (3,141,022) 21,993,548 

   減価償却費 747,628 134,423 882,052 ─ 882,052 

   資本的支出 1,211,206 399,289 1,610,496 ─ 1,610,496

ファッションブランドビジネス ・・・
バッグ・ジュエリー及びアパレル等の企画・製造・
販売

インターネットビジネス ・・・ インターネット上のオンラインショップ運営サイト
による商品の販売及び携帯端末上のモバイルサイト
における商品の販売及び有料コンテンツの提供等
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 (注)１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 
 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は4,357,144千円であり、主なものは当社の投資有価証

券等であります。 

４ 会計処理方法の変更 

   (リース取引に関する会計基準の適用) 

  「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」会計方針の変更に記載のとおり、当連結会計  

年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会第一部 

会)平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号

(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)平成19年３月30日改正))を適用しております。  

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

  当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日）

ファッション 
ブランドビジネス

インターネット
ビジネス

合計
消去又は 
全社

連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する 
    売上高

21,009,723 7,473,320 28,483,043 ─ 28,483,043

(2) セグメント間の 
    内部売上高又は振替高

22,315 107,605 129,921 (129,921) ─

計 21,032,038 7,580,925 28,612,964 (129,921) 28,483,043

営業費用 19,913,329 7,647,464 27,560,794 (129,222) 27,431,572

営業利益又は営業損失(△) 1,118,709 △ 66,538 1,052,170 (698) 1,051,471

Ⅱ 資産、減価償却費及び資 
  本的支出

   資産 19,886,407 4,854,841 24,741,248 (4,357,144) 20,384,103

   減価償却費 658,701 120,262 778,964 ─ 778,964

   資本的支出 399,389 406,460 805,850 ─ 805,850

ファッションブランドビジネス ・・・
バッグ・ジュエリー及びアパレル等の企画・製造・
販売

インターネットビジネス ・・・ インターネット上のオンラインショップ運営サイト
による商品の販売及び携帯端末上のモバイルサイト
における商品の販売及び有料コンテンツの提供等
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全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。 

  

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日）

当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日）

３ 海外売上高

前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日）

当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日）
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22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・リース取引に関する注記

ファイナンス・リース取引(借主側)
(1) リース資産の内容
 ・有形固定資産
   主として、店舗設備(建物、什器備品)であり

   ます。
 ・無形固定資産
   ソフトウェアであります。
(2) リース資産の減価償却の方法
   連結財務諸表作成のための基本となる重要な

   事項「４.会計処理基準に関する事項(2)重要な 
   減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとお 
   りであります。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち

リース取引開始日が、平成21年２月28日以前のリース 

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、その内容は次のとおりでありま

す。 

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

(単位：千円）

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

(単位：千円）

 

取得価額 
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

期末残高
相当額

建物 63,014 32,469 30,545

車両運搬具 6,286 6,286 ─

什器備品 102,818 53,824 48,993

ソフトウェア 207,574 106,511 101,062

合計 379,694 199,092 180,601

 

 

取得価額
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

期末残高
相当額

建物 41,909 36,088 5,820

什器備品 74,244 51,010 23,234

ソフトウェア 136,971 110,549 26,421

合計 253,125 197,648 55,477

 

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 80,966千円

１年超 98,854千円

合計 179,821千円
  

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 35,415千円

１年超 24,279千円

合計 59,694千円

 

③支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料 146,154千円

減価償却費相当額 127,638千円

支払利息相当額 9,096千円
  

③支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料 70,365千円

減価償却費相当額 64,955千円

支払利息相当額 3,789千円

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

⑤利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期の配分方法については利息

法によっております。

⑤利息相当額の算定方法

同左

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

(減損損失について)

同左
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前連結会計年度(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。 

  

該当事項はありません。 

  

（追加情報）  

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年

10月17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号

平成18年10月17日）を適用しております。  

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。   

  

(関連当事者情報)

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成21年２月28日)

当連結会計年度 
(平成22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（流動）

 たな卸資産評価損 128,145千円

 賞与引当金 66,555千円

 未払事業税 29,455千円

 法定福利費 6,105千円

 その他 18,815千円

繰延税金資産（流動）合計 249,077千円

 関係会社株式評価損 964,678千円

 長期前受収益 68,850千円

 固定資産除却損 67,572千円

 長期前払費用 6,732千円

 その他 24,932千円

 評価性引当金 △931,378千円

繰延税金資産（固定）合計 201,388千円

繰延税金資産合計 450,466千円

 

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（流動）

 たな卸資産評価損 207,862千円

 賞与引当金 67,167千円

 未払事業税 10,427千円

 法定福利費 6,040千円

 繰越欠損金 464,437千円

 その他 24,413千円

繰延税金資産（流動）合計 780,348千円

繰延税金資産（固定）

関係会社株式評価損 46,105千円

保証金償却 150,991千円

貸倒引当金 136,424千円

投資有価証券評価損 10,317千円

繰越欠損金 515,560千円

その他 41,782千円

評価性引当金 △8,554千円

繰延税金資産（固定）合計 892,629千円

繰延税金負債合計 △2,118千円

繰延税金資産合計 1,670,858千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

 
   税金等調整前当期純損失のため記載しておりま
  せん。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

  税金等調整前当期純損失のため記載しておりま
  せん。 
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(有価証券関係)

前連結会計年度(平成21年２月28日現在)

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの

区分
連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

(千円)

連結決算日における
時価 
(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

① 国債・地方債等 ─ ─ ─

② 社債 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

小計 ─ ─ ─

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

① 国債・地方債等 ─ ─ ─

② 社債 ─ ─ ─

③ その他 700,000 550,116 △149,884

小計 700,000 550,116 △149,884

合計 700,000 550,116 △149,884

２ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

① 株式 ─ ─ ─

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

小計 ─ ─ ─

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 67,607 43,073 △24,533

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

小計 67,607 43,073 △24,533

合計 67,607 43,073 △24,533

３ 時価評価されていない有価証券

内容
連結貸借対照表計上額

(千円)

非上場株式 1,080,907
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当連結会計年度(平成22年２月28日現在)

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの

区分
連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

(千円)

連結決算日における
時価 
(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

① 国債・地方債等 ─ ─ ─

② 社債 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

小計 ─ ─ ─

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

① 国債・地方債等 ─ ─ ─

② 社債 ─ ─ ─

③ その他 700,000 546,888 △153,112

小計 700,000 546,888 △153,112

合計 700,000 546,888 △153,112

２ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

① 株式 17,798 23,004 5,206

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

小計 17,798 23,004 5,206

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 18,516 16,572 △1,943

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

小計 18,516 16,572 △1,943

合計 36,314 39,577 3,262

３ 時価評価されていない有価証券

内容
連結貸借対照表計上額

(千円)

非上場株式 50,108
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当グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

当グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)

(退職給付関係)

前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日）

当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日）
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(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

 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・オプションの内訳

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年10月20日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役３名、顧問１名、社外協力者１社、取引先４社

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 2,860株

付与日 平成16年10月20日

権利確定条件
権利行使の開始日においても、当社の取締役、顧問、社外協力者並びに取
引先の地位にあること。

対象勤務期間 定めなし

権利行使期間 平成18年11月１日～平成24年２月末日

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプションの数

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年10月20日

権利確定前

 期首(株) ─

 付与(株) ─

 失効(株) ─

 権利確定(株) ─

 未確定残(株) ─

権利確定後

 期首(株) 2,380

 権利確定(株) ─

 権利行使(株) ─

 失効(株) ─

 未行使残(株) 2,380

② 単価情報

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年10月20日

権利行使価格(円) 70,000

行使時平均株価(円) ─

付与日における公正な 
評価単価（円）

─
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当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)

 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・オプションの内訳

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年10月20日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役３名、顧問１名、社外協力者１社、取引先４社

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 2,860株

付与日 平成16年10月20日

権利確定条件
権利行使の開始日においても、当社の取締役、顧問、社外協力者並びに取
引先の地位にあること。

対象勤務期間 定めなし

権利行使期間 平成18年11月１日～平成24年２月末日

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプションの数

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年10月20日

権利確定前

 期首(株) ─

 付与(株) ─

 失効(株) ─

 権利確定(株) ─

 未確定残(株) ─

権利確定後

 期首(株) 2,380

 権利確定(株) ─

 権利行使(株) ─

 失効(株) ─

 未行使残(株) 2,380

② 単価情報

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年10月20日

権利行使価格(円) 70,000

行使時平均株価(円) ─

付与日における公正な 
評価単価（円）

─
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)

前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)
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(注) 算定上の基礎 

  １ １株当たり純資産額 

 
  

  ２ １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

１株当たり純資産額 44,451円61銭 45,247円07銭

１株当たり当期純利益金額又は１株
当たり当期純損失金額(△)

△12,964円95銭 2,323円62銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり
純利益金額については、１株当たり
当期純損失が計上されているため記
載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり
純利益金額については、潜在株式は
存在するものの希薄化が生じていな
いため記載しておりません。

項目
前連結会計年度末
(平成21年２月28日)

当連結会計年度末
(平成22年２月28日)

純資産の部の合計額 (千円) 8,997,231 9,017,309

普通株式に係る純資産額 (千円) 7,844,820 7,985,202

純資産の部の合計額から控除する金額の主な内訳

 少数株主持分 1,152,411 1,032,106

普通株式の発行済株式数（株） 176,480 176,480

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）

176,480 176,480

項目
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △2,288,054 410,072

 普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)
(千円)

△2,288,054 410,072

 普通株式の期中平均株式数(株) 176,480 176,480

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まれなかった潜在株 
式の概要

─ ─
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該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年２月28日)

当事業年度
(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,959,184 2,438,652

売掛金 1,016,282 1,342,093

製品 5,141,365 －

原材料 1,131 －

貯蔵品 127,522 －

商品及び製品 － 4,745,866

原材料及び貯蔵品 － 118,133

前渡金 20,814 8,887

前払費用 559,827 212,574

繰延税金資産 165,159 657,003

未収入金 185,922 153,795

関係会社短期貸付金 790,000 1,840,000

その他 32,287 91,715

貸倒引当金 △628 △628

流動資産合計 10,998,869 11,608,094

固定資産

有形固定資産

建物 2,891,991 2,695,113

減価償却累計額 △1,442,063 △1,423,025

建物（純額） 1,449,928 1,272,088

車両運搬具 44,032 42,493

減価償却累計額 △35,912 △37,076

車両運搬具（純額） 8,119 5,416

什器備品 405,396 394,043

減価償却累計額 △256,655 △291,620

什器備品(純額) 148,740 102,422

建設仮勘定 898 17,056

有形固定資産合計 1,607,687 1,396,983

無形固定資産

のれん 15,833 －

商標権 52,743 51,270

ソフトウエア 21,972 11,210

電話加入権 5,965 5,965

無形固定資産合計 96,515 68,446

投資その他の資産

投資有価証券 1,013,150 31,614

関係会社株式 2,177,464 1,496,564

差入保証金 2,012,764 1,625,868

破産更生債権等 22,306 22,912

長期前払費用 274,473 199,288

繰延税金資産 179,481 746,545

その他 18,546 27,932

貸倒引当金 △22,306 △22,912

投資その他の資産合計 5,675,879 4,127,814

固定資産合計 7,380,082 5,593,244

資産合計 18,378,952 17,201,339
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年２月28日)

当事業年度
(平成22年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 761,381 805,334

短期借入金 1,150,000 1,100,000

1年内返済予定の長期借入金 1,000,000 1,000,000

未払金 244,892 44,057

未払費用 747,334 580,502

未払法人税等 110,241 64,902

未払消費税等 30,078 81,522

賞与引当金 125,400 125,505

その他 94,777 84,401

流動負債合計 4,264,105 3,886,224

固定負債

長期借入金 5,550,000 4,550,000

預り保証金 187,936 187,936

その他 169,166 －

固定負債合計 5,907,103 4,737,936

負債合計 10,171,209 8,624,161

純資産の部

株主資本

資本金 2,132,600 2,132,600

資本剰余金

資本準備金 2,252,600 2,252,600

資本剰余金合計 2,252,600 2,252,600

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金 50,000 50,000

繰越利益剰余金 3,772,577 4,138,890

利益剰余金合計 3,822,577 4,188,890

株主資本合計 8,207,777 8,574,090

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △34 3,087

評価・換算差額等合計 △34 3,087

純資産合計 8,207,743 8,577,178

負債純資産合計 18,378,952 17,201,339
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

売上高 17,732,311 17,546,911

売上原価

製品期首たな卸高 4,579,382 5,141,365

当期製品製造原価 6,760,929 5,898,419

合計 11,340,311 11,039,784

他勘定振替高 ※１ 18,238 ※１ 220,263

製品期末たな卸高 5,141,365 4,745,866

売上原価合計 6,180,708 6,073,654

売上総利益 11,551,603 11,473,256

販売費及び一般管理費

報酬及び給料手当 2,470,616 2,350,185

法定福利費 343,473 339,084

賞与引当金繰入額 125,400 125,505

賞与 441,633 450,593

商品開発委託費 64,130 130,283

広告宣伝費 347,604 718,736

販売促進費 898,574 640,677

旅費交通費 274,846 253,732

荷造発送費 156,433 178,013

地代家賃 1,072,957 1,256,304

店舗手数料 2,041,986 1,973,139

包装費 300,649 273,974

業務委託費 470,489 443,322

減価償却費 680,325 526,808

その他 1,043,169 691,047

販売費及び一般管理費合計 10,732,291 10,351,407

営業利益 819,311 1,121,848

営業外収益

受取利息 7,490 24,172

受取配当金 24,855 13,750

補助金等収入 － 4,092

その他 3,050 3,271

営業外収益合計 35,395 45,286

営業外費用

支払利息 59,952 86,532

為替差損 96 2,913

その他 － 731

営業外費用合計 60,049 90,177

経常利益 794,657 1,076,957
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

特別利益

保険解約益 90,055 －

固定資産売却益 ※２ － ※２ 7,121

投資有価証券売却益 － 4

関係会社株式売却益 － 89,100

特別利益合計 90,055 96,226

特別損失

関係会社株式評価損 2,627,200 －

固定資産除却損 ※４ 234,424 ※４ 146,091

投資有価証券評価損 67,781 992,309

解約負担金 20,000 －

固定資産売却損 ※３ 102 ※３ －

ブランド撤退損 ※５ － ※５ 210,599

差入保証金償却 － 201,820

特別損失合計 2,949,508 1,550,821

税引前当期純損失（△） △2,064,794 △377,637

法人税、住民税及び事業税 347,336 34,732

法人税等調整額 △208,089 △1,061,051

法人税等合計 139,246 △1,026,318

当期純利益又は当期純損失（△） △2,204,041 648,681
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,132,600 2,132,600

当期末残高 2,132,600 2,132,600

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 2,252,600 2,252,600

当期末残高 2,252,600 2,252,600

資本剰余金合計

前期末残高 2,252,600 2,252,600

当期末残高 2,252,600 2,252,600

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 50,000 50,000

当期末残高 50,000 50,000

繰越利益剰余金

前期末残高 6,258,986 3,772,577

当期変動額

剰余金の配当 △282,368 △282,368

当期純利益又は当期純損失（△） △2,204,041 648,681

当期変動額合計 △2,486,409 366,313

当期末残高 3,772,577 4,138,890

利益剰余金合計

前期末残高 6,308,986 3,822,577

当期変動額

剰余金の配当 △282,368 △282,368

当期純利益又は当期純損失（△） △2,204,041 648,681

当期変動額合計 △2,486,409 366,313

当期末残高 3,822,577 4,188,890

株主資本合計

前期末残高 10,694,186 8,207,777

当期変動額

剰余金の配当 △282,368 △282,368

当期純利益又は当期純損失（△） △2,204,041 648,681

当期変動額合計 △2,486,409 366,313

当期末残高 8,207,777 8,574,090
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △3,348 △34

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

3,313 3,121

当期変動額合計 3,313 3,121

当期末残高 △34 3,087

評価・換算差額等合計

前期末残高 △3,348 △34

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

3,313 3,121

当期変動額合計 3,313 3,121

当期末残高 △34 3,087

純資産合計

前期末残高 10,690,838 8,207,743

当期変動額

剰余金の配当 △282,368 △282,368

当期純利益又は当期純損失（△） △2,204,041 648,681

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,313 3,121

当期変動額合計 △2,483,095 369,434

当期末残高 8,207,743 8,577,178
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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(5)【重要な会計方針】

科目
前事業年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

   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

  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) 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

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 たな卸資産の評価基準及

び評価方法

移動平均法による原価法 

 ただし、貯蔵品については 終仕入

原価法による原価法

通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下によ

る簿価切下げの方法)によっておりま
す。

(1) 商品・製品

  移動平均法

(2) 貯蔵品

  終仕入原価法

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  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

   旧定額法によっております。

  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。

(1) 有形固定資産

  建物(附属設備は除く)   

同左 

  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。

  建物以外

同左

 

   なお、主要な耐用年数は次の 

  とおりであります。 

建物 ３～22年

車両運搬具 ４～６年

什器備品 ２～20年
 

   なお、主要な耐用年数は次の 

  とおりであります。 

建物 ３～22年

車両運搬具 ４～６年

什器備品 ２～20年

(2) 無形固定資産

  定額法

  ただし、ソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法

  また、のれんについては、10年間

の均等償却を行っております。

(2) 無形固定資産

同左

  

  

(3) 長期前払費用 (3) 長期前払費用
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  均等償却 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、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当事業年度に

負担すべき金額を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同左

５ 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。

―――――――

６ 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の方法 

  税抜方式によっております。

 消費税等の会計処理の方法

同左
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(6)【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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

―――――――

(棚卸資産の評価に関する会計基準)  
 通常の販売目的で保有するたな卸資産については従
来、主として移動平均法による原価法によっておりま
したが、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関す
る会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５
日)が適用されたことに伴い、主として移動平均法によ
る原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法)により算定しております。  
 これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純損
失に与える影響はありません。 
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【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

―――――――

(貸借対照表)
 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20 
年８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴い、
前事業年度において、「製品」「原材料」「貯蔵品」
として掲記されたものは、当事業年度から「商品及び
製品」「原材料及び貯蔵品」として掲記しておりま
す。  
 なお、当事業年度に含まれる「製品」「原材料」
「貯 蔵 品」は そ れ ぞ れ 4,745,866 千 円、973 千 円、
117,159千円であります。
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【追加情報】

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

(固定資産の耐用年数の変更)
 建物及び長期前払費用の一部について、業容拡大に
伴う店舗数の増加により収益基盤が固まったことで、
店舗の内装リニューアルの頻度も従来より低くなって
きていることを契機として、従来適用していた耐用年
数の見直しを行った結果、当該資産の利用実態に鑑
み、当事業年度において耐用年数を変更しました。  
 この変更により、従来の耐用年数によった場合に比
べて、当事業年度の減価償却費は99,863千円減少し、
営業利益、経常利益は同額増加し、税引前当期純損失
は同額減少しています。

―――――――

(有形固定資産)
 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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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

 

※１ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

販売費及び一般管理費への振替高 18,238千円

 

※１ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

販売費及び一般管理費への振替高 24,605千円

特別損失への振替高 195,658千円

 計 220,263千円

※２ 

―――――――

 

※２ 固定資産売却益の内容は、次とおりであります。

車両 160千円

什器備品 6,961千円

 計 7,121千円

 

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。

什器備品 102千円

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。

―――――――

 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

建物 58,883千円

什器備品 18,194千円

ソフトウェア 62,663千円

商標権 8,808千円

長期前払費用 14,365千円

撤去費用 71,508千円

 計 234,424千円
 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

建物 93,723千円

什器備品 3,468千円

商標権 158千円

長期前払費用 26,593千円

撤去費用 22,144千円

 計 146,091千円

※５

―――――――

 

※５ ブランド撤退損の内容は、次のとおりでありま

す。

建物 1,084千円

什器備品 23千円

のれん 13,833千円

商品 195,658千円

計 210,599千円
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      自己株式の種類及び株式数に関する事項 

      該当事項はありません。 

  

      自己株式の種類及び株式数に関する事項 

      該当事項はありません。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

当事業年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22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・リース取引に係る注記

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

(単位：千円)

取得価額 
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

期末残高
合計額

車両運搬具 6,286 6,286 ─

合計 6,286 6,286 ─

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が、

有形固定資産期末残高に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

 

 

―――――――

 

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 ─ 千円

１年超 ─ 千円

合計 ─ 千円

 

 

③支払リース料、減価償却費相当額

 支払リース料 174千円

 減価償却費相当額 174千円

 

 

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。

(減損損失について)
 リース資産に配分された減損損失はありません。
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 該当事項はありません。 

(有価証券関係)

前事業年度(平成21年２月28日現在)

         子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

区分
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額 
(千円)

 ① 子会社株式 680,900 680,900 ─

 ② 関連会社株式 ─ ─ ─

合計 680,900 680,900 ─

当事業年度(平成22年２月28日現在)

         子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成21年２月28日)

当事業年度 
(平成22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(流動)

  たな卸資産評価損 82,027千円

  賞与引当金 51,037千円

  未払事業税 22,219千円

  法定福利費 6,105千円

  その他 3,769千円

 繰延税金資産(流動)合計 165,159千円

  関係会社株式評価損 963,140千円

  長期前受収益 68,850千円

  固定資産除却損 67,572千円

  長期前払費用 6,732千円

  その他 4,563千円

  評価性引当金 △931,378千円

 繰延税金資産(固定)合計 179,481千円

 繰延税金資産合計 344,640千円

 

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(流動)

  たな卸資産評価損 141,640千円

  賞与引当金 51,080千円

  未払事業税 9,584千円

  法定福利費 6,040千円

  繰越欠損金 447,700千円

  その他 957千円

 繰延税金資産(流動)合計 657,003千円

 繰延税金資産(固定)

  関係会社株式評価損 44,567千円

  投資有価証券評価損 10,317千円

  保証金償却 150,991千円

  貸倒引当金 5,515千円

  繰越欠損金 515,560千円

  その他 21,711千円

 繰延税金資産(固定)合計 748,664千円

 繰延税金負債合計 △2,118千円

 繰延税金資産合計 1,403,549千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

   税引前当期純損失のため記載しておりません。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

  税引前当期純損失のため記載しておりません。
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     該当事項はありません。 

  

     該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)

前事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

当事業年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)
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(注) 算定上の基礎 

  １ １株当たり純資産額 

 
  

  ２ １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額 

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

１株当たり純資産額 46,508円06銭 48,601円42銭

１株当たり当期純利益金

額又は１株当たり当期純

損失金額(△)

△12,488円90銭 3,675円66銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり純利
益金額については、１株当たり当期純損
失が計上されているため記載しておりま
せん。

なお、潜在株式調整後１株当たり純利
益金額については、潜在株式は存在する
ものの希薄化が生じていないため記載し
ておりません。

項目
前事業年度

(平成21年２月28日)
当事業年度 

(平成22年２月28日)

純資産の部の合計額 (千円) 8,207,743 8,577,178

普通株式に係る純資産額 (千円) 8,207,743 8,577,178

普通株式の発行済株式数（株） 176,480 176,480

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）

176,480 176,480

項目
前事業年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △2,204,041 648,681

 普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

 普通株式に係る当期純利益又は普通株式に係る
 当期純損失(△)(千円)

△2,204,041 648,681

 普通株式の期中平均株式数(株) 176,480 176,480

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まれなかった潜在株
式の概要

─ ─
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     該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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