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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 10,398 △9.2 85 △67.9 18 △90.6 △14 ―
21年3月期 11,455 △5.8 266 63.6 198 136.2 64 45.4

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3月期 △12.44 ― △1.9 0.3 0.8
21年3月期 3.57 3.35 9.0 2.6 2.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3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

22年3月期 7,243 712 9.8 △63.99
21年3月期 7,359 758 10.3 △52.32

（参考） 自己資本   22年3月期  712百万円 21年3月期  758百万円

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3月期 276 111 △32 680
21年3月期 484 △49 △305 325

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利権関係の異なる種類株式(非上場)の配当については、３ペー
ジ「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

4,977 △0.3 △94 ― △128 ― △192 ― △43.74

通期 10,359 △0.4 267 212.9 201 981.8 73 ― 4.42
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

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

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)1株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、30ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 4,992,523株 21年3月期 4,992,523株
② 期末自己株式数 22年3月期  6,652株 21年3月期  5,652株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 10,309 △8.8 △13 ― △32 ― △57 ―
21年3月期 11,297 △6.0 152 204.1 155 282.3 41 609.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △21.07 ―
21年3月期 △1.15 ―

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3月期 5,238 574 11.0 △91.66
21年3月期 5,086 663 13.0 △71.35

（参考） 自己資本 22年3月期  574百万円 21年3月期  633百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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条件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、５ページ「１．経営成績(1)経営成績の分析」をご覧ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

4,933 △0.2 △128 ― △139 ― △197 ― △44.80

通期 10,272 △0.4 196 ― 175 ― 58 ― 1.50
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（注）21年３月期の配当原資には、資本剰余金が含まれております。  

（参考）種類株式の配当の状況

  １株当たり配当金 

（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 

第１回Ａ種優先株式  円 銭 円 銭 円 銭  円 銭  円 銭

21年３月期 － 0 00 － 58 34 58 34

22年３月期 － 0 00 － 0 00 0 00

23年３月期（予想） － 0 00 － ×× ×× ×× ××
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(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、新興国などの景気回復により輸出や生産が持ち直しているものの、

雇用や所得環境の不安から個人消費は弱く、景気は引き続き厳しい状況にあります。 

カー用品業界におきましては、年度前半、ＥＴＣ車載器の特需があり、カーメンテナンスも好調に推移しま

した。年度後半になって、雇用・所得環境の悪化から、個人消費は低迷の度合いを深め、消費者の低価格指向

はさらに強いものとなりました。 

このような状況下、当社グループは、「原点回帰」を合言葉に、サービス業の原点に立ち戻り、接遇改善の

ための研修実施、店舗の改装・美化推進、商品陳列の見直し等、地域のお客様に愛され、頼りにされる店舗を

目指して、サービスの質の向上に努めてまいりました。 

①売上高 

 平成21年10月までは、卸売部門の縮小、東海・静岡地区における競合激化及び中古自動車用品販売の低迷な

どから減収ではありましたが、長距離ドライブの増加によるオイル交換や工賃収入、ＥＴＣ車載器・カーナビ

ゲーションの販売は好調で、当初予想を上回る進捗で推移しました。しかし、当社営業エリアにおける寒波到

来が例年より遅く、冬季商品の販売が伸び悩んだことから、連結売上高は前年同期比10億57百万円減の103億

98百万円となりました。  

②営業利益  

 売上高の減少及び利益率の高い冬用タイヤの販売不振により、営業利益は前年同期比１億81百万円減の85百

万円となりました。 

③経常利益 

   営業利益の減少等により、経常利益は前年同期比１億79百万円減の18百万円となりました。 

 ④当期純利益 

 固定資産の除却損８百万円、減損損失２百万円等を特別損失に計上、当期純利益は前年同期比78百万円減の

△14百万円となりました。 

  

 事業の部門別業績は次のとおりであります。 

  

①自動車用品の小売事業 

 小売事業におきましては、８月中旬までＥＴＣ車載器の需要が続きましたが、品薄状態で、すべてを売上に

結びつけることはできませんでした。カーナビゲーションは、販売単価に値ごろ感がでてきたことから好調に

推移、カーメンテナンス関連の営業強化によりエンジンオイル等も好調に推移しました。一方、冬季商品は不

振で、大きく数字をおとしました。この結果、小売部門の売上高は、前年同期比３億79百万円減収の81億63百

万円となりました。 

②自動車用品の卸売事業 

 卸売事業につきましては、経営改善計画の一環で合理化を実施したことから、売上高は、前年同期比６億31

百万円減収ではありますが、計画を上回る11億12百万円となりました。 

③フランチャイズ事業 

 フランチャイズ加盟店の経営努力により、売上高は前年同期比10百万円増収の６億77百万円となりました。 

④その他事業 

 携帯電話販売事業のソフトバンクサイトは増収となりましたが、新車販売事業のＦシステムが減収となって

おり、その他事業の売上高は、前年同期比56百万円減収の４億45百万円となりました。 

  

 当連結会計年度における出退店状況につきましては、３月に藏之助３店舗（掛川店、磐田店、浜松店。いず

れも併設）を閉店しました。 

 この結果、当連結会計年度末における小売事業から携帯電話販売事業までの５事業における総店舗数は、小

売事業のモンテカルロ28店舗、中古自動車用品販売事業の藏之助４店舗（１店舗は併設）、車検・整備事業の

光速王３店舗（３店舗とも併設）、自動車販売事業のＦシステム２店舗（２店舗とも併設）、携帯電話販売事

業のソフトバンクサイト３店舗（３店舗とも併設）の31店舗（６店舗は併設）となっております。 

   

（次期の見通し）  

 今後の経済見通しといたしましては、景気は緩やかに回復していくものと見込まれますが、雇用・所得環境

は引き続き厳しさが残り、個人消費の本格的な回復には今しばらく時を要するものと思われます。カー用品業

界におきましては、昨年のＥＴＣ車載器のような市場をけん引する商品が存在せず、厳しい経営環境が続くこ

とが予想されます。 

１．経営成績
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 このような状況のなか、当社グループは、平成22年４月１日、経営体制の一層の強化を図るとともに、経営

環境の変化にも迅速に対応するため、代表取締役社長である森田映一に加えて、小林修を副社長に就任させ、

代表権を付与しました。 

新体制のもと、平成22年４月22日、新業態の「タイヤ専門館」１号店を、広島県府中町にオープンしまし

た。既存のモンテカルロ府中店を改装したもので、輸入・国産タイヤを幅広く品揃えし、低燃費・プレミアム

タイヤコーナーを設置するなど、お客様の様々な要望にお応えできる地域密着型のタイヤのプロショップを目

指します。平成22年５月には藏之助岡崎店及び藏之助宝塚店、平成22年６月にはモンテカルロ駅家店、藏之助

西宮店、モンテカルロ掛川店及びモンテカルロ可美店を、それぞれ「タイヤ専門館」に業態変更のうえ、順次

オープンさせる予定です。 

 また、平成22年６月には広島県下６店舗（モンテカルロ可部店・蔵王店・三原店・三次店・駅家店・尾道東

店）、その後東海地区数店舗で、車検の取り扱いを開始する予定です。既存の、スピード車検「光速王」３店

舗、認証工場６店舗に加えて、取り扱い窓口を拡大することで、地域のお客様に、安価で良質なサービスを提

供してまいります。 

 カーメンテナンスにつきましては、ボディコーティングを開始しました。コーティング皮膜の耐久力が１年

以上のグラスコーティングと３か月以上のクイックポリマーコーティングで、車をいつまでもキレイに乗りた

いお客様のご要望にお応えします。 

 平成23年３月期の当社グループの連結業績は、売上高103億59百万円、営業利益２億67百万円、経常利益２億

１百万円、当期純利益73百万円を予想しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

＜貸借対照表分析＞ 

（資産の部）  

当連結会計年度においては、財務体質の健全化を積極的に進めてまいりました結果、資産合計は前連結会計年

度比１億16百万円減少の72億43百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度比１億円増加の33億94百万円となりました。現金及び預金が３億55百万円増加し

たことが主な要因です。 

有形固定資産は、前連結会計年度比62百万円減少の23億52百万円となりました。84百万円の減価償却費を計上

したこと等によるものです。 

投資その他の資産は、前連結会計年度比１億58百万円減少の14億73百万円となりました。敷金・保証金が１億

50百万円減少したことが主な要因です。 

（負債の部）  

負債の部においては、前連結会計年度比71百万円減少の65億30百万円となりました。賞与引当金が34百万円減

少したこと及び支払手形及び買掛金が31百万円減少したことが主な要因です。 

（純資産の部）  

当期純損失14百万円の計上及び、配当金35百万円の支払い等により純資産の部においては、前連結会計年度比

45百万円減少の７億12百万円となりました。  

  

＜キャッシュ・フロー分析＞  

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物はたな卸資産の減少等により前連結会計年度末に

比べ３億55百万円増加し、当連結会計年度末には６億80百万円となりました。 

 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。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

  営業活動の結果、得られた資金は２億76百万円（前年同期は４億84百万円の獲得）となりました。これは主

に売上債権の減少が１億37百万円（前年同期は42百万円の減少）及び、たな卸資産の減少が１億62百万円（前

年同期は３億85百万円の減少）となったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果、得られた資金は１億11百万円（前年同期は49百万円の使用）となりました。これは主に敷

金・保証金等の減少による収入が１億55百万円（前年同期は23百万円の獲得）となったことによるものでありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動の結果、使用した資金は32百万円（前年同期は３億５百万円の使用）となりました。これは主に配当

金の支払いによる支出が35百万円（前年同期は－）となったことによるものであります。  
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

・自己資本比率：自己資本／総資産 

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

・インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１.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。 

２.株式時価総額は、期末時価終値×期末発行済株式数（自己株式を除く）により計算しております。 

３.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。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている計算書の利息のうち、利子を支払っている負債を対象として

おります。また、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。 

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、株主に対する利益還元を 重要課題とし、業界動向や当社の業績などを総合的に勘案のう

え、株主への利益還元を積極的に行うことを基本方針としております。当期につきましては、冬季商品の販売

不振等から、誠に遺憾ながら、無配とさせていただきたいと存じます。また、次期の配当につきましては未定

でありますが、収益体質の再構築により、分配可能額の充実に努めてまいる所存であります。  

   平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

 自己資本比率（％）  △4.6 8.3  8.9 10.3 9.8 

 時価ベースの自己資本

比率（年） 
 13.9  8.5  5.5  7.3 5.2 

 キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（年） 
 86.4  △115.2  89.5  10.8 19.1 

 インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ（倍） 
 0.4  △0.3  0.4  3.3 1.9 
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近の有価証券報告書（平成21年６月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

    

(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  

平成21年３月期決算短信（平成21年５月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を

省略しております。当該決算短信は次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.monte-carlo.co.jp/ 

（大阪証券取引所ジャスダック市場ホームページ「ＪＤＳ」検索ページ） 

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

  

(4）会社の対処すべき課題 

① 当社株式は、平成20年９月の上場時価総額（月額平均時価総額及び月末時価総額）が５億円未満となり、ジ

ャスダック証券取引所上場廃止基準第２条第１項第３号（上場時価総額）に抵触しました。抵触した場合は９

か月（所定の書面を提出しない場合にあっては３か月）以内に毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が５

億円以上とならないときは上場廃止になる旨規定されていることから、当社の上場廃止猶予期間の終期は平成

21年６月30日でしたが、平成20年10月30日付でジャスダック証券取引所より、株式市場の混乱に鑑み、平成20

年12月31日までの期間を特例期間とし、上場時価総額に係る基準について、一時的に運用を停止する旨の通知

があり、猶予期間の満了は３か月間延長され平成21年９月30日となりました。平成21年１月13日付でジャスダ

ック証券取引所より、現下の株式市場の状況に鑑み、平成21年12月末までの間、上場時価総額（現行５億円未

満）を３億円未満に変更して、当基準の適用を再開し、平成21年12月15日には、更にもう１年延長する旨の通

知がありました。 

 当社株式は、平成21年１月の上場時価総額が３億円以上となり、ジャスダック証券取引所株式上場廃止基準

第２条第１項第３号（上場廃止基準）に該当しないこととなりました。 

 当社は、収益力の更なる強化を実現させ、市場からの評価を向上させることで、今後とも、上場を維持する

よう努めてまいる所存であります。 

② 当社は、第１回Ａ種優先株式600,000株（発行価額600百万円）及び第１回Ｂ種優先株式30,000株（発行価額

300百万円）の、二種類の優先株式を発行しております。 

 第１回Ａ種優先株式には、金銭又は普通株式を対価とする取得請求権が付与されており、行使可能期間中に

取得請求権を行使される可能性があります。行使可能期間は、いずれの取得請求権も平成21年４月１日より平

成28年３月31日までとなっております。 

 また、第１回Ｂ種優先株式にも、金銭又は普通株式を対価とする取得請求権が付与されており、対価を金銭

とする取得請求権の行使可能期間は平成23年４月１日以降ですが、対価を普通株式とする取得請求権の行使可

能期間は平成18年７月31日以降となっております。 

 取得請求権を行使されると、金銭を対価とする場合は財務負担、普通株式を対価とする場合は既存の普通株

主の権利が希薄化する可能性があります。 

③ カー用品小売事業のマーケット規模は、近年、漸減傾向にあり、カーディーラー、ガソリンスタンド、タイ

ヤショップ、ホームセンター等との業態を越えた激しい競争が繰り広げられております。このような環境下、

当社は、収益体質の更なる強化及び地域密着型経営の徹底により、お客様に選ばれる企業を目指して活動して

まいります。 

 具体的には、家賃削減や経費管理の徹底等により、更なるコスト削減を実現させます。また、不採算事業を

見直し、藏之助3店舗を平成22年３月末に閉店しました。同年４月22日、新たな業態として、タイヤ専門館１

号店をオープンしました。ローコストオペレーションにより店舗採算を向上させつつ、タイヤ販売やカーメン

テナンスを強化することで、地域に根差したタイヤのプロショップを目指すもので、既存のモンテカルロ店舗

あるいは藏之助店舗を改装・業態変更し、平成22年中に７号店まで展開する予定であります。 

 また、車検の取り扱い窓口を拡大し、地域のお客様に、安価で良質なサービスを提供してまいります。 

 平成22年４月にはネット事業推進部を新設、同月楽天に出店しました。今後はヤフーへも出店予定で、販売

チャネルの拡大・充実に努めてまいる所存であります。 

  

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

 当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的

な考え方及びその整備状況」に記載しております。   

２．企業集団の状況

３．経営方針
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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３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 327,104 682,723

受取手形及び売掛金 ※1  585,066 ※1  452,794

加盟店貸勘定 73,002 65,197

商品及び製品 1,982,164 1,819,642

原材料及び貯蔵品 3,415 2,993

繰延税金資産 － 3,568

その他 327,105 371,101

貸倒引当金 △3,261 △3,164

流動資産合計 3,294,597 3,394,856

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※2  2,330,558 ※2  2,341,051

減価償却累計額 ※4  △1,485,214 ※4  △1,540,956

建物及び構築物（純額） 845,344 800,095

機械装置及び運搬具 310,756 281,301

減価償却累計額 ※4  △246,573 ※4  △223,801

機械装置及び運搬具（純額） 64,183 57,500

工具、器具及び備品 569,270 369,790

減価償却累計額 ※4  △540,416 ※4  △351,421

工具、器具及び備品（純額） 28,853 18,369

土地 ※2  1,476,304 ※2  1,476,304

有形固定資産合計 2,414,685 2,352,269

無形固定資産 18,178 22,862

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2,3  100,404 ※2,3  104,381

長期前払費用 20,651 16,575

敷金及び保証金 1,465,410 1,314,793

その他 125,576 122,278

貸倒引当金 △80,054 △84,978

投資その他の資産合計 1,631,988 1,473,050

固定資産合計 4,064,852 3,848,182

資産合計 7,359,449 7,243,038
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 748,501 716,747

短期借入金 ※2  2,623,850 ※2  2,664,940

未払法人税等 23,775 32,134

未払消費税等 71,596 49,044

繰延税金負債 1,981 －

賞与引当金 34,592 －

ポイント引当金 22,376 17,998

その他 151,581 135,888

流動負債合計 3,678,254 3,616,753

固定負債   

長期借入金 ※2  2,662,566 ※2  2,623,666

繰延税金負債 1,317 147

退職給付引当金 228,397 258,635

負ののれん 3,261 3,070

その他 27,468 27,835

固定負債合計 2,923,012 2,913,354

負債合計 6,601,266 6,530,107

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,270,039 600,000

資本剰余金 715,146 33,270

利益剰余金 △1,221,984 80,787

自己株式 △1,244 △1,345

株主資本合計 761,957 712,713

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,774 217

評価・換算差額等合計 △3,774 217

純資産合計 758,182 712,931

負債純資産合計 7,359,449 7,243,038
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 11,455,952 10,398,396

売上原価 ※1  7,644,371 6,895,236

売上総利益 3,811,581 3,503,159

販売費及び一般管理費 ※2  3,544,829 ※2  3,417,618

営業利益 266,751 85,541

営業外収益   

受取利息 16,135 15,354

受取配当金 1,981 1,868

受取手数料 35,349 27,376

受取賃貸料 19,698 20,473

協賛金収入 6,093 3,631

その他 8,962 7,750

営業外収益合計 88,220 76,454

営業外費用   

支払利息 148,964 140,343

その他 7,409 3,053

営業外費用合計 156,373 143,397

経常利益 198,598 18,599

特別利益   

固定資産売却益 ※3  793 －

受取保険金 71,622 －

特別利益合計 72,416 －

特別損失   

固定資産売却損 ※4  55 ※4  186

固定資産除却損 ※5  1,193 ※5  8,921

関係会社株式評価損 29,812 －

投資有価証券評価損 20,658 163

減損損失 ※6  9,130 ※6  2,172

たな卸資産評価損 87,079 －

災害による損失 33,332 －

特別損失合計 181,262 11,445

税金等調整前当期純利益 89,751 7,154

法人税、住民税及び事業税 16,001 28,160

過年度法人税等 5,624 －

法人税等調整額 3,298 △6,867

法人税等合計 24,924 21,293

当期純利益又は当期純損失（△） 64,827 △14,139
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,270,039 1,270,039

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 － △670,039

当期変動額合計 － △670,039

当期末残高 1,270,039 600,000

資本剰余金   

前期末残高 715,146 715,146

当期変動額   

資本準備金の取崩 － △711,646

欠損填補 － 1,381,685

準備金から剰余金への振替 － △1,316,911

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △35,004

当期変動額合計 － △681,876

当期末残高 715,146 33,270

利益剰余金   

前期末残高 △1,286,811 △1,221,984

当期変動額   

欠損填補 － 1,316,911

当期純利益又は当期純損失（△） 64,827 △14,139

当期変動額合計 64,827 1,302,772

当期末残高 △1,221,984 80,787

自己株式   

前期末残高 △1,185 △1,244

当期変動額   

自己株式の取得 △59 △100

当期変動額合計 △59 △100

当期末残高 △1,244 △1,345

株主資本合計   

前期末残高 697,189 761,957

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 － △670,039

資本準備金の取崩 － △711,646

欠損填補 － 1,381,685

剰余金の配当  △35,004

当期純利益又は当期純損失（△） 64,827 △14,139

自己株式の取得 △59 △100

当期変動額合計 64,767 △49,243

当期末残高 761,957 712,713
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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 △8,455 △3,774

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,680 3,992

当期変動額合計 4,680 3,992

当期末残高 △3,774 217

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △8,455 △3,774

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,680 3,992

当期変動額合計 4,680 3,992

当期末残高 △3,774 217

純資産合計   

前期末残高 688,734 758,182

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 － △670,039

資本準備金の取崩 － △711,646

欠損填補 － 1,381,685

剰余金の配当 － △35,004

当期純利益又は当期純損失（△） 64,827 △14,139

自己株式の取得 △59 △100

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,680 3,992

当期変動額合計 69,447 △45,251

当期末残高 758,182 712,931
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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利益 89,751 7,154

減価償却費 93,059 88,419

減損損失 9,130 2,172

負ののれん償却額 △191 △191

貸倒引当金の増減額（△は減少） 273 4,827

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,270 △34,592

ポイント引当金の増減額（△は減少） 8,217 △4,377

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,241 30,238

受取利息及び受取配当金 △18,116 △17,223

支払利息 148,964 140,343

受取保険金 △71,622 －

投資有価証券評価損益（△は益） 20,658 163

関係会社株式評価損 29,812 －

災害損失 33,332 －

固定資産除売却損益（△は益） 455 9,108

売上債権の増減額（△は増加） 42,243 137,016

たな卸資産の増減額（△は増加） 385,136 162,943

仕入債務の増減額（△は減少） △196,047 △86,031

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,394 △22,552

その他 △20,655 △3,401

小計 566,305 414,017

利息及び配当金の受取額 18,116 17,225

利息の支払額 △148,390 △138,093

保険金の受取額 71,622 －

法人税等の支払額 △23,253 △16,317

営業活動によるキャッシュ・フロー 484,400 276,832

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △67,525 △41,127

有形及び無形固定資産の売却による収入 2,230 335

貸付けによる支出 △190 －

貸付金の回収による収入 240 538

敷金及び保証金の差入による支出 △7,799 △3,510

敷金及び保証金の回収による収入 23,966 155,466

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,078 111,701

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） 71,820 68,500

長期借入れによる収入 － 290,000

長期借入金の返済による支出 △377,320 △356,310

自己株式の取得による支出 △59 △100

配当金の支払額 － △35,004

財務活動によるキャッシュ・フロー △305,559 △32,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 129,763 355,619

現金及び現金同等物の期首残高 195,341 325,104

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  325,104 ※1  680,723
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

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４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  子会社は、全て連結しております。 

 当該連結子会社は、株式会社ディスモ

ンド、株式会社エイテック及び株式会社

ナップチェーンの３社であります。 

同左  

２．持分法の適用に関する事項 ① 持分法適用の関連会社はありませ

ん。 

①       同左  

  ② 持分法を適用していない関連会社１

社（野田汽車百貨股份有限公司）は、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）等に及ぼす影響

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 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事項     

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定) 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 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 

商品（小売部門） 

売価還元法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）（一部商品

は、個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）） 

② たな卸資産 

商品（小売部門） 

同左 

  商品（卸売部門） 

月別総平均法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定） 

商品（卸売部門） 

同左 

  製品・仕掛品・原材料 

 月別総平均法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定） 

製品・仕掛品・原材料 

同左  

  貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定） 

貯蔵品 

同左  
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  （会計方針の変更） 

 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日公表分）を

適用しております。 

 なお、この変更による期首たな卸資

産にかかる評価損87,079千円を特別損

失に計上しております。  

 これにより、営業利益、経常利益が

92,161千円減少し、税金等調整前当期

純利益が179,241千円減少しておりま

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（リース資産を除く）

 建物（建物附属設備を除く）は定額

法、建物以外については定率法によっ

ております。  

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物  13～39年 

① 有形固定資産（リース資産を除く）

同左  

  （追加情報） 

 当社の機械装置については、従来、

耐用年数を６～13年としておりました

が、法人税法の改正に伴い、当連結会

計年度より８～15年に変更しました。

 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への影響は軽

微であります。 

────── 

  ② 無形固定資産（リース資産を除く）

 定額法 

 なお、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づいております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

同左  

  ③ リース資産  

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

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20年３月31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ま

す。  

③ リース資産  

同左  
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、将来の支給見込額のう

ち当連結会計年度の負担額を計上して

おります。 

② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、将来の支給見込額のうち

当連結会計年度の負担額を計上してお

ります。ただし、平成22年度夏季賞与

については支給しないこととなったた

め、賞与引当金を計上しておりませ

ん。 

  ③ ポイント引当金 

 販売促進を目的とするポイントカー

ド制度に基づき、顧客に付与したポイ

ントの利用に備えるため、当連結会計

年度末において将来利用されると見込

まれる額を計上しております。  

③ ポイント引当金 

       同左  

  ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、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。 

 なお、会計基準変更時差異(326,973

千円)については、15年による按分額

を費用処理しております。 

  過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間内の一定の年数

（５年）による定額法により損益処理

しております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数（５年）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損益処理す

ることとしております。 

④ 退職給付引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(4）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 

 消費税等の会計処理は税抜方式を採用

しております。 

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、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの償却

に関する事項 

 負ののれんは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、要求払預金及び取得日から

３か月以内に満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっております。

同左 
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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

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（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方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始後の所有権移

転外ファイナンス・リース取引はないため、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影響はあ

りません。 

──────── 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

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」として掲記されていたものは、当連

結会計年度から「商品及び製品」「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」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ2,385,218千円、4,843千円であります。 

        ――――――― 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１ 加盟店貸勘定 

 加盟店貸勘定は、フランチャイズ契約に基づき加盟

店との間に発生した営業債権であります。 

※１ 加盟店貸勘定 

同左 

※２ (1）担保提供資産 ※２ (1）担保提供資産 

建物 420,216千円

土地 1,417,979千円

投資有価証券 99,832千円

計 1,938,027千円

建物 千円396,101

土地 千円1,417,979

投資有価証券 千円103,768

計 千円1,917,848

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 

短期借入金 667,715千円

長期借入金 2,613,116千円

計 3,280,832千円

短期借入金 千円786,191

長期借入金 千円2,468,576

計 千円3,254,768

※３ 関連会社に対するものは、次のとおりであります。 ※３ 関連会社に対するものは、次のとおりであります。

投資有価証券       0千円 投資有価証券 千円0

※４ 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。  

※４          同左  
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低

下による簿価切下額 

売上原価   92,161千円

※１       ―――――――  

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は、次の

とおりであります。 

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は、次の

とおりであります。 

従業員給与   1,214,098千円

賞与引当金繰入額      34,592千円

退職給付費用      95,073千円

ポイント引当金繰入額      22,376千円

貸倒引当金繰入額      7,842千円

賃借料     711,558千円

従業員給与    千円1,183,041

退職給付費用      千円134,944

ポイント引当金繰入額       千円17,998

貸倒引当金繰入額       千円7,781

賃借料      千円696,586

※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具  793千円

※３       ――――――― 

  

※４ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具   55千円

※４ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具    千円186

※５ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※５ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物      695千円

機械装置及び運搬具    429千円

工具、器具及び備品    67千円

計      1,193千円

建物及び構築物       千円753

機械装置及び運搬具     千円2,202

工具、器具及び備品     千円5,966

計       千円8,921

※６ 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しました。 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位と

して店舗を基本単位とし、賃貸資産については、当該

資産単独で資産グルーピングをしております。 

 上記グルーピングに基づき、減損会計の手続きを

行った結果、営業活動から生じる損益がマイナスで

ある店舗について、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、減損損失（建物及び構築物5,619千円、機械装

置及び運搬具2,700千円、その他810千円）として特

別損失に計上しております。 

 なお、当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のいずれか高い方の金額により

測定しております。  

用途 種類 場所 
減損損失

（千円）

店舗 

建物 
構築物 
機械装置 
その他 

岡山県 １店舗 
愛知県 ２店舗 

9,130

※６ 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しました。 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位と

して店舗を基本単位とし、賃貸資産については、当該

資産単独で資産グルーピングをしております。 

 上記グルーピングに基づき、減損会計の手続きを

行った結果、営業活動から生じる損益がマイナスで

ある店舗について、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、減損損失（建物及び構築物 千円、その他

千円）として特別損失に計上しております。 

 なお、当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のいずれか高い方の金額により

測定しております。  

用途 種類 場所 
減損損失

（千円）

店舗 
建物 
その他 

岡山県 １店舗 
  

2,172

1,749

422
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加500株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

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 
  

  

（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            4,992,523  －  －  4,992,523

第１回Ａ種優先株式  600,000  －  －  600,000

第１回Ｂ種優先株式  30,000  －  －  30,000

合計  5,622,523  －  －  5,622,523

自己株式         

普通株式     （注）  5,152  500  －  5,652

合計  5,152  500  －  5,652

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 

定時株主総会 

第１回Ａ種優

先株式 
 35,004

その他資本

剰余金 
 58.34 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,000株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  
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            4,992,523  －  －  4,992,523

第１回Ａ種優先株式  600,000  －  －  600,000

第１回Ｂ種優先株式  30,000  －  －  30,000

合計  5,622,523  －  －  5,622,523

自己株式         

普通株式     （注）  5,652  1,000  －  6,652

合計  5,652  1,000  －  6,652

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６月29日 

定時株主総会 

第１回Ａ種 

優先株式 
 35,004  58.34 平成21年３月31日 平成21年６月29日 

（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４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31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 

※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 

  (千円)

現金及び預金勘定 327,104

預入期間が３か月を超える定期預金 △2,000

現金及び現金同等物 325,104

  (千円)

現金及び預金勘定 682,723

預入期間が３か月を超える定期預金 △2,000

現金及び現金同等物 680,723
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 ①．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 ①．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 

減損損失
累計額相
当額 

（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

機械装
置 

 17,658  3,268  4,410  9,979

車両運
搬具 

 4,800  1,296  －  3,504

工具器
具備品 

 135,469  84,512  6,599  44,357

無形固
定資産
(ソフト
ウエア) 

 48,997  33,065  3,488  12,443

合計  206,925  122,142  14,498  70,284

  
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 

減損損失
累計額相
当額 

（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

機械装
置 

 12,185  4,206  －  7,978

車両運
搬具 

 4,800  2,160  －  2,640

工具器
具備品 

 75,482  48,979  878  25,623

無形固
定資産
(ソフト
ウエア) 

 9,035  4,503  －  4,531

合計  101,502  59,850  878  40,773

 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 

 ②．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 33,936千円

１年超 43,848千円

合計 77,784千円

リース資産減損勘定の残高 1,398千円

１年内 千円16,790

１年超 千円27,057

合計 千円43,848

リース資産減損勘定の残高 千円46

 ③．当期の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

 ③．当期の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 48,045千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,654千円

減価償却費相当額 41,282千円

支払利息相当額 5,481千円

支払リース料 千円37,490

リース資産減損勘定の取崩額 千円1,352

減価償却費相当額 千円32,144

支払利息相当額 千円3,453

 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、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

 ⑤．利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料 

１年内 98,285千円

１年超 136,182千円

合計 234,467千円

２．オペレーティング・リース取引 

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料 

１年内 千円94,226

１年超 千円40,254

合計 千円134,481
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

金融商品に関する注記事項につきましては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため

開示を省略しております。 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について163千円減損処理を行っているため、減損処

理後の帳簿価額を取得減価としております。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っておりま

す。  

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（金融商品関係）

（有価証券関係）

種類 

前連結会計年度（平成21年３月31日） 当連結会計年度（平成22年３月31日） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

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 

株式  －  －  －  15,113  16,683  △1,569

債券             

社債  －  －  －  －  －  －

その他  －  －  －  －  －  －

小計  －  －  －  15,113  16,683  △1,569

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 

株式  64,179  60,404  3,774  48,902  47,698  1,204

債券  －  －  －  －  －  －

その他  －  －  －  －  －  －

小計  64,179  60,404  3,774  48,902  47,698  1,204

合計  64,179  60,404  3,774  64,016  64,381  △365

  

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券     

非上場株式  40,000  40,000
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 当社グループはデリバティブ取引は、全く行っておりませんので該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 当社グループはデリバティブ取引は、全く行っておりませんので該当事項はありません。 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けているほか、広島

総合卸センター厚生年金基金に加入しております。同基金は複数の事業主により設立された企業年金制度であ

るため、「退職給付に係る会計基準」（平成19年５月15日企業会計基準委員会 注解12）に基づき、同基金へ

の要拠出額44,902千円を退職給付費用として処理しております。 

 なお、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通りであります。 

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

(1）制度全体の積立状況に関する事項 

(2）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合 

前連結会計年度  ％（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

当連結会計年度  ％（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

(3）補足説明 

 上記(1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高1,244,191千円、資産評価調整加

算額1,263,731千円及び別途積立金613,536千円であります。本制度における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、当社グループは、当期の連結財務諸表上、特別掛金10,051千円を費用

処理しております。 

  （平成20年３月31日） （平成21年３月31日）

年金資産の額 千円10,579,121 千円8,365,013

年金財政計算上の給付債務の額 千円12,454,884 千円12,558,826

差引額 千円△1,875,762 千円△4,193,812

8.01

7.73

  
前連結会計年度 

(平成21年３月31日現在) 
  

当連結会計年度 
(平成22年３月31日現在) 

退職給付債務     △585,332千円         千円△303,192   

年金資産       107,698千円           千円119,616   

未認識数理計算上の差異        71,028千円            千円12,833   

会計基準変更時差異の未処理額       130,791千円           千円108,993   

未認識過去勤務債務        47,418千円         千円△196,885   

退職給付引当金     △228,397千円         千円△258,635   

  
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

  
当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

勤務費用        45,970千円         千円25,087   

利息費用        12,060千円          千円7,487   

期待運用収益       △4,111千円           千円△3,231   

会計基準変更時差異の費用処理額        21,798千円            千円21,798   

未認識数理計算上の差異損益処理額       △3,831千円          千円22,914   

未認識過去勤務債務の損益処理額      △22,688千円         千円15,988   

退職給付費用        49,198千円            千円90,042   
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）  

当社グループはストック・オプション等を付与しておりませんので、該当事項はありません。  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）  

当社グループはストック・オプション等を付与しておりませんので、該当事項はありません。  

  
前連結会計年度 

(平成21年３月31日現在) 
  

当連結会計年度 
(平成22年３月31日現在) 

退職給付見込額の期間配分方法   期間定額基準      期間定額基準  

割引率   2.0％      ％2.0   

期待運用収益率   3.0％      ％3.0   

過去勤務債務の処理年数     ５年        ５年  

数理計算上の差異の処理年数     ５年            ５年  

会計基準変更時差異の処理年数    15年           15年  

（ストック・オプション等関係）
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）  

賃貸等不動産関係に関する注記事項につきましては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられ

るため開示を省略しております。 

 当社グループは自動車用品の販売を主たる事業としております。 

 前連結会計年度及び当連結会計年度においては、当該事業の売上高、営業損益及び資産の金額は、いずれも

全セグメントに占める割合が90％超となっているため、事業の種類別セグメントの記載を省略しております。

 前連結会計年度及び当連結会計年度においては、本邦以外の国また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。 

 前連結会計年度及び当連結会計年度においては、海外売上高がないため該当事項はありません。 

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31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 

(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）   

退職給付引当金     92,272千円

貸倒引当金     26,923千円

繰越欠損金     52,029千円

減損損失    402,721千円

関係会社株式評価損     12,044千円

その他有価証券評価差額金     1,525千円

その他     28,315千円

繰延税金資産小計    615,831千円

評価性引当額  △615,831千円

繰延税金資産合計 －千円

（繰延税金資産）   

退職給付引当金     千円104,488

貸倒引当金      千円29,667

繰越欠損金      千円28,505

減損損失     千円400,833

関係会社株式評価損      千円12,044

その他      千円20,972

繰延税金資産小計     千円596,512

評価性引当額   千円591,839

繰延税金資産合計 千円4,672

（繰延税金負債）   

貸倒引当金    △1,981千円

負ののれん    △1,317千円

繰延税金負債合計    △3,298千円

繰延税金負債純額 △3,298千円

（繰延税金負債）   

貸倒引当金     千円△1,104

その他有価証券評価差額金     千円△147

繰延税金負債合計     千円△1,252

繰延税金資産純額 千円3,420

(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

との差異の主な項目別の内訳 

(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

との差異の主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 41％

（調整）   

住民税均等割等 18％

評価性引当額の影響額 22％

過年度法人税等 6％

繰越欠損金の利用 △60％

その他 1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 28％   

法定実効税率 ％41

（調整）   

住民税均等割等 ％233

評価性引当額の影響額 ％7

繰越欠損金の利用 ％22

その他 ％△70

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％233

（賃貸等不動産関係）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

株式会社モンテカルロ(7569)平成22年3月期　決算短信

－27－



前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

（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。 

この結果、従来の開示対象範囲に加えて、連結財務諸表提出会社の重要な子会社との取引が開示対象に追加され

ております。  

  

１.関連当事者との取引  

（1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

① 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人等の場合に限る。）等  

 (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（1）有限会社ケー・アンド・ワイは当社の主要株主森田浩一とその妻が議決権の100％を直接所有しており

ます。 

（2）保険料の支払については、市場価格を勘案して決定しております。 

  

（2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

② 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人等の場合に限る。）等  

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等  

（1）株式会社ディスモンドは銀行借入に対して森田浩一より担保提供を受けております。 

（2）手数料の支払いは行っておりません。 

（関連当事者情報）

種類 
会社等の
名称また
は氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の所有
（被所有）割合

（％） 

関連当事者

との関係 
取引の内容

取引金額 
(千円)  科目 期末残高

(千円) 

個人主要株主及

びその近親者が

議決権の過半数

を自己の計算で

所有している会

社等 

㈲ケー・

アンド・

ワイ 

広島市 

佐伯区 
 60,000

保険代理

業 

（被所有） 

 直接  5.8 
保険取引 保険料  11,051 前払費用 398

種類 
会社等の
名称また
は氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の所有
（被所有）割合

（％） 

関連当事者

との関係 
取引の内容

取引金額 
(千円)  科目 期末残高

(千円) 

個人主要株主 
森田 浩

一 

広島市 

佐伯区 
 － 顧問 

（被所有） 

 直接 27.9 
－ 

当社銀行

借入に対

する債務

被提供

（注） 

 41,040 － －
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

（1）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

① 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人等の場合に限る。）等  

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等  

（1）株式会社ディスモンドは銀行借入に対して森田浩一より担保提供を受けております。 

（2）手数料の支払いは行っておりません。 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

種類 
会社等の
名称また
は氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の所有
（被所有）割合

（％） 

関連当事者

との関係 
取引の内容

取引金額 
(千円) 

  
科目 期末残高

(千円) 

個人主要株主 
森田 浩

一 

広島市 

佐伯区 
 － 顧問 

（被所有） 

 直接 27.9 
－ 

当社銀行

借入に対

する債務

被提供

（注） 

 41,040 － －

（企業結合等）
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（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注）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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 △52.32円

１株当たり当期純利益 3.57円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     3.35円

１株当たり純資産額 円△63.99

１株当たり当期純損失 円△12.44

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、当期純損失のため記載しておりません。     

  
前連結会計年度 

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

 純資産の部の合計額（千円）  758,182  712,931

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 1,019,085  1,031,966

（うち第１回Ａ種優先株式に係る払込金額） （600,000） （ ） 600,000

（うち第１回Ａ種優先株式に係る累積未払 

  配当金額） 
（119,085） （ ） 131,966

（うち第１回Ｂ種優先株式に係る払込金額） （300,000） （ ） 300,000

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  △260,902  △319,035

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株） 
 4,986,871  4,985,871

  
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益            

当期純利益（△損失）（千円）  64,827  △14,139

普通株主に帰属しない金額（千円）  47,042  47,885

（うち第１回Ａ種優先株式に係る 

  配当金額） 

 (47,042)  (47,885)

普通株式に係る当期純利益（△損失） 

（千円） 

 17,784  △62,025

普通株式の期中平均株式数（株）  4,987,364  4,986,588

             

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（千円）  －  －

普通株式増加数（株） 

（第１回Ｂ種優先株式） 

 

 

327,101

(327,101)

 

(－) 

－

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 

内訳 

（第１回Ａ種優先株式） 

  

       600,000株 

 （600,000株）

  

        株 

 （ 株）

600,000

600,000
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 （資本金及び資本準備金の額の減少） 

 当社は、平成21年５月15日開催の取締役会において、

平成21年６月26日開催の定時株主総会に、下記のとお

り、資本金及び資本準備金の額の減少を付議することを

決議いたしました。 

１．資本金及び資本準備金の額の減少の目的 

 当社は、株主に対する利益還元を 重要課題とし、

業界動向及び当社の業績などを総合的に勘案のうえ、

積極的な配当方針を掲げておりますが、平成16年３月

期以降、無配を継続してまいりました。 

 平成21年３月期、オリジナルホイールの開発を中止

し、卸売事業及び板金塗装事業を縮小、ガソリンスタ

ンド経営から撤退するなど、本業である小売事業に経

営資源を集中する、抜本的施策を実行いたしました。 

 その結果、厳しい経営環境の下においても、本業の

収益力が各段に向上したことから、欠損金を一掃し、

機動的な配当政策を可能とするために、資本金及び資

本準備金の額を減少させるものです。 

２．資本金及び資本準備金の額の減少の要領 

 (１)資本金の額の減少 

 平成21年３月31日現在の資本金の額1,270,039千

円のうち、670,039千円を減少し、その他資本剰余

金に振り替えることといたします。減資後の資本

金は600,000千円となります。 

 (２)資本準備金の額の減少 

  平成21年３月31日現在の資本準備金の額715,146

千円の全額をその他資本剰余金に振り替えること

といたします。 

 (３)剰余金の処分 

  上記効力が生じた後のその他資本剰余金

1,385,186千円のうち、1,316,911千円を繰越利益

剰余金に振り替えて欠損填補いたします。その

後、その他資本剰余金のうち35,004千円を第１回

Ａ種優先株式の配当に充当し、3,500千円を資本準

備金に振り替えることといたします。 

３．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処

分の日程 

取締役会決議日 平成21年５月15日 

債権者異議申述公告及び 

官報掲載日 

平成21年５月22日 

  

債権者異議申述 終期日 平成21年６月22日  

定時株主総会決議日 平成21年６月26日  

資本金及び資本準備金の額

の減少の効力発生日 

平成21年６月29日 

  

剰余金の配当の効力発生日 平成21年６月29日 

          ──────── 
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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３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 284,952 589,332

受取手形 29,565 21,526

売掛金 497,670 376,314

加盟店貸勘定 ※1  73,002 ※1  65,197

商品及び製品 1,957,178 1,811,935

原材料及び貯蔵品 2,789 2,751

前渡金 － 1,100

前払費用 81,611 73,490

未収入金 220,605 280,927

その他 3,724 1,508

貸倒引当金 △3,316 △3,208

流動資産合計 3,147,782 3,220,879

固定資産   

有形固定資産   

建物 962,667 977,723

減価償却累計額 ※6  △619,872 ※6  △644,522

建物（純額） 342,794 333,200

構築物 292,279 287,716

減価償却累計額 ※6  △239,605 ※6  △242,517

構築物（純額） 52,674 45,199

機械及び装置 288,928 268,451

減価償却累計額 ※6  △226,086 ※6  △212,771

機械及び装置（純額） 62,841 55,680

車両運搬具 14,376 12,849

減価償却累計額 ※6  △13,262 ※6  △11,029

車両運搬具（純額） 1,113 1,820

工具、器具及び備品 479,010 367,260

減価償却累計額 ※6  △452,889 ※6  △348,953

工具、器具及び備品（純額） 26,121 18,306

土地 51,814 51,814

有形固定資産合計 537,361 506,021

無形固定資産   

電話加入権 15,688 15,688

その他 2,074 6,759

無形固定資産合計 17,763 22,447

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  100,404 ※2  104,381

関係会社株式 54,000 54,000
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

出資金 56 56

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 608 70

破産更生債権等 18,105 18,105

長期前払費用 20,540 16,519

敷金及び保証金 1,189,166 1,302,202

長期未収入金 67,868 68,084

貸倒引当金 △66,795 △74,695

投資その他の資産合計 1,383,953 1,488,723

固定資産合計 1,939,078 2,017,193

資産合計 5,086,860 5,238,072

負債の部   

流動負債   

支払手形 33,507 31,656

買掛金 ※5  418,093 ※5  665,070

短期借入金 ※2  2,294,820 ※2  2,363,320

関係会社短期借入金 28,012 1,365

1年内返済予定の長期借入金 261,830 234,420

未払金 77,073 64,065

未払法人税等 23,225 20,151

未払消費税等 67,624 45,339

未払費用 43,040 43,250

前受金 13,966 10,917

預り金 6,935 8,289

前受収益 2,506 2,396

賞与引当金 33,023 －

ポイント引当金 22,376 17,998

その他 11,528 10,196

流動負債合計 3,337,562 3,518,436

固定負債   

長期借入金 848,140 876,440

繰延税金負債 － 147

退職給付引当金 228,397 258,635

その他 9,506 9,460

固定負債合計 1,086,043 1,144,682

負債合計 4,423,605 4,663,118
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,270,039 600,000

資本剰余金   

資本準備金 715,146 3,500

その他資本剰余金 － 29,770

資本剰余金合計 715,146 33,270

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △1,316,911 △57,189

利益剰余金合計 △1,316,911 △57,189

自己株式 △1,244 △1,345

株主資本合計 667,030 574,736

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,774 217

評価・換算差額等合計 △3,774 217

純資産合計 663,255 574,954

負債純資産合計 5,086,860 5,238,072
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 11,297,863 10,309,207

売上原価   

商品期首たな卸高 2,331,870 1,957,178

当期商品仕入高 ※1  7,259,783 ※1  6,784,180

合計 9,591,653 8,741,358

他勘定振替高 ※2  △329 ※2  △836

商品期末たな卸高 1,957,178 1,811,935

商品売上原価 ※3  7,634,804 6,930,259

売上総利益 3,663,059 3,378,948

販売費及び一般管理費 ※4  3,510,334 ※4  3,392,569

営業利益又は営業損失（△） 152,724 △13,620

営業外収益   

受取利息 16,036 15,304

受取配当金 1,981 1,868

受取手数料 ※1  63,432 ※1  36,105

受取賃貸料 19,698 ※1  26,473

協賛金収入 6,093 3,631

その他 ※1  23,106 ※1  15,269

営業外収益合計 130,349 98,651

営業外費用   

支払利息 120,530 114,406

その他 7,409 3,053

営業外費用合計 127,940 117,460

経常利益又は経常損失（△） 155,133 △32,428

特別利益   

受取保険金 71,622 －

固定資産売却益 ※5  793 －

特別利益合計 72,416 －

特別損失   

固定資産売却損 ※6  55 ※6  186

固定資産除却損 ※7  977 ※7  6,049

関係会社株式評価損 29,812 －

投資有価証券評価損 20,658 163

減損損失 ※8  9,130 ※8  2,172

たな卸資産評価損 71,060 －

災害による損失 33,332 －

特別損失合計 165,027 8,573

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 62,521 △41,002

法人税、住民税及び事業税 15,591 16,186

過年度法人税等 5,624 －

法人税等合計 21,216 16,186

当期純利益又は当期純損失（△） 41,305 △57,189

株式会社モンテカルロ(7569)平成22年3月期　決算短信

－35－



（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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,270,039 1,270,039

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 － △670,039

当期変動額合計 － △670,039

当期末残高 1,270,039 600,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 715,146 715,146

当期変動額   

資本準備金の取崩 － △711,646

当期変動額合計 － △711,646

当期末残高 715,146 3,500

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 － 670,039

資本準備金の取崩  711,646

準備金から剰余金への振替 － △1,316,911

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △35,004

当期変動額合計 － 29,770

当期末残高 － 29,770

資本剰余金合計   

前期末残高 715,146 715,146

当期変動額   

資本準備金の取崩 － △711,646

欠損填補 － 1,381,685

準備金から剰余金への振替 － △1,316,911

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △35,004

当期変動額合計 － △681,876

当期末残高 715,146 33,270

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △1,358,217 △1,316,911

当期変動額   

欠損填補 － 1,316,911

当期純利益又は当期純損失（△） 41,305 △57,189

当期変動額合計 41,305 1,259,722
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期末残高 △1,316,911 △57,189

利益剰余金合計   

前期末残高 △1,358,217 △1,316,911

当期変動額   

欠損填補 － 1,316,911

当期純利益又は当期純損失（△） 41,305 △57,189

当期変動額合計 41,305 1,259,722

当期末残高 △1,316,911 △57,189

自己株式   

前期末残高 △1,185 △1,244

当期変動額   

自己株式の取得 △59 △100

当期変動額合計 △59 △100

当期末残高 △1,244 △1,345

株主資本合計   

前期末残高 625,784 667,030

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 － △670,039

資本準備金の取崩 － △711,646

欠損填補 － 1,381,685

剰余金の配当 － △35,004

当期純利益又は当期純損失（△） 41,305 △57,189

自己株式の取得 △59 △100

当期変動額合計 41,245 △92,293

当期末残高 667,030 574,736

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △8,455 △3,774

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,680 3,992

当期変動額合計 4,680 3,992

当期末残高 △3,774 217

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △8,455 △3,774

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,680 3,992

当期変動額合計 4,680 3,992

当期末残高 △3,774 217
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 617,328 663,255

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 － △670,039

資本準備金の取崩 － △711,646

欠損填補 － 1,381,685

剰余金の配当 － △35,004

当期純利益又は当期純損失（△） 41,305 △57,189

自己株式の取得 △59 △100

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,680 3,992

当期変動額合計 45,926 △88,301

当期末残高 663,255 574,954
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

(1）商品（小売部門） 

 売価還元法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）（一部商品は、個別

法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）） 

(1）商品（小売部門） 

       同左  

  (2）商品（卸売部門） 

 月別総平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定） 

(2）商品（卸売部門） 

       同左 

  (3）貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定） 

(3）貯蔵品 

       同左 

  （会計方針の変更） 

 当事業年度より「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日公表分）を適用してお

ります。 

 なお、この変更による期首たな卸資産

にかかる評価損71,060千円を特別損失に

計上しております。 

 これにより、営業利益、経常利益が

81,413千円減少し、税引前当期純利益が

152,474千円減少しております。 

      ――――――― 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

３．固定資産の減価償却の

方法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 建物（建物附属設備を除く）は定額

法、建物以外については定率法によって

おります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物  13～39年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

       同左 

   （追加情報） 

 当社の機械装置については、従来、耐

用年数を６～13年としておりましたが、

法人税法の改正に伴い、当事業年度より

８～15年に変更しました。 

 これによる営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益への影響は軽微でありま

す。 

      ――――――― 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法 

 なお、ソフトウェア（自社利用分）に

ついては、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づいております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。 

 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20年３月31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ます。 

(3）リース資産 

        同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、将来の支給見込額のう

ち当事業年度の負担額を計上しており

ます。 

(2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、将来の支給見込額のう

ち当事業年度の負担額を計上しており

ます。ただし、平成22年度夏季賞与に

ついては支給しないこととなったた

め、賞与引当金を計上しておりませ

ん。 

  (3）ポイント引当金 

 販売促進を目的とするポイントカード

制度に基づき、顧客に付与したポイント

の利用に備えるため、当事業年度末にお

いて将来利用されると見込まれる額を計

上しております。 

(3）ポイント引当金 

同左 

  (4）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、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。 

 なお、会計基準変更時差異（326,973

千円）については、15年による按分額を

費用処理しております。 

  過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間内の一定の年数（５

年）による定額法により損益処理してお

ります。 

  数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間内の一定の年数

（５年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処

理することとしております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

５．その他財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（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、当事業年度より「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方法に準じた会

計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始後の所有権

移転外ファイナンス・リース取引はないため、これによ

る営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響は

ありません。  

        ――――――― 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

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、「商品」「貯蔵品」として掲記されていたもの

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「商品」は、1,957,178千円「貯蔵品」は、2,789千

円であります。  

        ――――――― 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※１ 加盟店貸勘定 

 加盟店貸勘定は、フランチャイズ契約に基づき加盟

店との間に発生した営業債権であります。 

※１ 加盟店貸勘定 

同左 

※２ (1）担保提供資産 ※２ (1）担保提供資産 

投資有価証券 99,832千円 投資有価証券 千円 103,768

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 

短期借入金 99,832千円 短期借入金 千円 103,768

  ３ 偶発債務 

 債務保証 

 次の関係会社の仕入債務に対して債務保証行為を行

っております。 

保証先 金額（千円） 内容 

 株式会社ナップチェーン  223,451 仕入債務  

  ３ 偶発債務 

 債務保証 

 次の関係会社の仕入債務に対して債務保証行為を行

っております。 

保証先 金額（千円） 内容 

 株式会社ナップチェーン  192,154 仕入債務  

 ４ 受取手形裏書譲渡高     52,764千円  ４ 受取手形裏書譲渡高      千円 48,634

※５ 関係会社に係る主な負債は次のとおりであります。 ※５ 関係会社に係る主な負債は次のとおりであります。

買掛金  412,529千円 買掛金   千円 660,436

※６ 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。 

※６          同左 

  ７ 配当制限等 

 剰余金の配当については、定款により、第１回Ａ種

優先株主、次いで第１回Ｂ種優先株主が普通株主に優

先されます。優先株主に対しては、次に定める優先配

当金を超えて配当することはありません。 

また、第１回Ａ種優先株主は当社に対し、平成21年

４月１日より平成28年３月31日まで、対価を普通株式

として取得請求する権利(ただし、第１回Ｂ種優先株

式のすべてが当社に取得されるまでは、第１回Ａ種優

先株主が取得請求をすることができる第１回Ａ種優先

株式の数は累計で300,000株を上限とする。なお、転

換価額は１株につき217円90銭であります。)を有する

ほか、対価を金銭として取得請求する権利(買取請求

額は、第１回Ａ種優先株式１株につき1,000円に１株

当たり累積第１回Ａ種優先株式未払配当金を加えた額

とする。)を有しております。 

当期末における第１回Ａ種優先株式の発行残高は、

600,000千円(600,000株)、累積第１回Ａ種優先株式未

払配当金の総額は119,085千円であります。  

第１回Ａ種 

優先株式 

払込金額に年率７％を乗じた額（未

払累積配当金がある場合は、当該累

積配当金を加算した額） 

 第１回Ｂ種 

優先株式 

払込金額にユーロ円LIBOR(１年物)

に１％を加えた年率を乗じた額 

  ７ 配当制限等 

 剰余金の配当については、定款により、第１回Ａ種

優先株主、次いで第１回Ｂ種優先株主が普通株主に優

先されます。優先株主に対しては、次に定める優先配

当金を超えて配当することはありません。 

また、第１回Ａ種優先株主は当社に対し、平成21年

４月１日より平成28年３月31日まで、対価を普通株式

として取得請求する権利(ただし、第１回Ｂ種優先株

式のすべてが当社に取得されるまでは、第１回Ａ種優

先株主が取得請求をすることができる第１回Ａ種優先

株式の数は累計で 株を上限とする。なお、転

換価額は１株につき 円 銭であります。)を有する

ほか、対価を金銭として取得請求する権利(買取請求

額は、第１回Ａ種優先株式１株につき 円に１株

当たり累積第１回Ａ種優先株式未払配当金を加えた額

とする。)を有しております。 

当期末における第１回Ａ種優先株式の発行残高は、

千円( 株)、累積第１回Ａ種優先株式未

払配当金の総額は 千円であります。  

第１回Ａ種 

優先株式 

払込金額に年率７％を乗じた額（未

払累積配当金がある場合は、当該累

積配当金を加算した額） 

 第１回Ｂ種 

優先株式 

払込金額にユーロ円LIBOR(１年物)

に１％を加えた年率を乗じた額 

300,000

217 90

1,000

600,000 600,000

131,966
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 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。 

商品仕入高   7,992,062千円

営業外収益   

 受取手数料   28,083千円

 その他   14,688千円

※１ 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。 

商品仕入高    千円7,406,930

営業外収益   

 受取手数料    千円8,728

 受取賃貸料    千円6,000

 その他    千円8,688

※２ 他勘定振替高は貯蔵品への振替高であります。 ※２         同左 

※３ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低

下による簿価切下額 

売上原価   81,413千円

※３       ──────── 

※４ 販売費に属する費用のおおよその割合は８％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は92％

であります。 

 主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

※４ 販売費に属する費用のおおよその割合は７％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は ％

であります。 

 主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

93

広告宣伝費 146,976千円

ポイント引当金繰入額 22,376千円

従業員給与 1,159,450千円

賞与引当金繰入額 33,023千円

退職給付費用 95,073千円

福利厚生費 178,270千円

減価償却費 60,325千円

貸倒引当金繰入額 4,776千円

賃借料 812,432千円

支払手数料 182,217千円

広告宣伝費 千円130,351

ポイント引当金繰入額 千円17,998

従業員給与 千円1,133,075

退職給付費用 千円134,944

福利厚生費 千円170,876

減価償却費 千円56,607

貸倒引当金繰入額 千円7,790

賃借料 千円797,495

支払手数料 千円196,854

※５ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

機械装置 114千円

車輌運搬具 678千円

計 793千円

※５        ──────── 

※６ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

機械装置 55千円

※６ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

機械装置 千円186

※７ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※７ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物      480千円

機械装置 335千円

車両運搬具  94千円

工具器具備品 67千円

計 977千円

建物       千円616

構築物 千円136

機械装置 千円1,872

車両運搬具   千円101

工具器具備品 千円3,322

計 千円6,049
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加500株は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。 

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,000株は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 ※８．減損損失 

    当社は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しました。 

    当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単

位として店舗を基本単位とし、賃貸資産について

は、当該資産単独で資産グルーピングをしており

ます。 

    上記グルーピングに基づき、減損会計の手続き

を行った結果、営業活動から生じる損益がマイナ

スである店舗について、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、減損損失（建物3,869千円、構築物

1,750千円、機械装置2,700千円、その他810千円）

として特別損失に計上しております。 

    なお、当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のいずれか高い方の金額に

より測定しております。 

用途 種類 場所 
減損損失

（千円）

店舗 

建物 
構築物 
機械装置 
その他  

岡山県 １店舗  
愛知県 ２店舗  

9,130 

 ※８．減損損失 

    当社は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しました。 

    当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単

位として店舗を基本単位とし、賃貸資産について

は、当該資産単独で資産グルーピングをしており

ます。 

    上記グルーピングに基づき、減損会計の手続き

を行った結果、営業活動から生じる損益がマイナ

スである店舗について、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、減損損失（建物 千円、その他

千円）として特別損失に計上しております。 

    なお、当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のいずれか高い方の金額に

より測定しております。 

用途 種類 場所 
減損損失

（千円）

店舗 
建物 
その他  

岡山県 １店舗  
  

 2,172

1,749

422

（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  5,152  500  －  5,652

合計  5,152  500  －  5,652

  
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  5,652  1,000  －  6,652

合計  5,652  1,000  －  6,652
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 ①．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 ①．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 

減損損失
累計額相
当額 

（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

機械装置  17,658  3,268  4,410  9,979

車両運搬
具 

 4,800  1,296  －  3,504

工具器具
備品 

 135,469  84,512  6,599  44,357

無形固定
資産「そ
の他」
（ソフト
ウエア） 

 48,997  33,065  3,488  12,443

合計  206,925  122,142  14,498  70,284

  
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 

減損損失
累計額相
当額 

（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

機械装置  12,185  4,206  －  7,978

車両運搬
具 

 4,800  2,160  －  2,640

工具器具
備品 

 75,482  48,979  878  25,623

無形固定
資産「そ
の他」
（ソフト
ウエア） 

 9,035  4,503  －  4,531

合計  101,502  59,850  878  40,773

 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 

 ②．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 33,936千円

１年超 43,848千円

合計 77,784千円

リース資産減損勘定の残高 1,398千円

１年内 千円16,790

１年超 千円27,057

合計 千円43,848

リース資産減損勘定の残高 千円46

 ③．当期の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

 ③．当期の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 48,045千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,654千円

減価償却費相当額 41,282千円

支払利息相当額 5,481千円

支払リース料 千円37,490

リース資産減損勘定の取崩額 千円1,352

減価償却費相当額 千円32,144

支払利息相当額 千円3,453

 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、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

 ⑤．利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料 

１年内 98,285千円

１年超 136,182千円

合計 234,467千円

２．オペレーティング・リース取引 

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料 

１年内 千円94,226

１年超 千円40,254

合計 千円134,481
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 前事業年度（自平成20年４月1日 至平成21年３月31日）及び当事業年度（自平成21年４月1日 至平成22年３

月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 (1）繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 

（繰延税金資産）   

貸倒引当金       23,306千円

退職給付引当金       92,272千円

繰越欠損金      39,315千円

減損損失        29,445千円

関係会社株式評価損       12,044千円

その他有価証券評価差額金        1,525千円

その他       27,682千円

繰延税金資産小計      225,590千円

評価性引当額    △225,590千円

繰延税金資産合計 －千円

（繰延税金資産）   

貸倒引当金        千円26,650

退職給付引当金       千円104,488

繰越欠損金       千円23,437

減損損失         千円27,557

関係会社株式評価損        千円12,044

その他        千円19,995

繰延税金資産小計       千円214,174

評価性引当額     千円△214,174

繰延税金資産合計 千円－

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金         千円147

繰延税金負債合計 千円147

(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

との差異の主な項目別の内訳 

(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

との差異の主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 41％

（調整）   

住民税均等割等 25％

評価性引当額影響額 24％

過年度法人税等 9％

繰越欠損金の利用 △66％

交際費等永久に損金に算入されない項

目 

1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34％

  

法定実効税率 ％41

（調整）   

住民税均等割等 ％△39

評価性引当額影響額 ％△11

交際費等永久に損金に算入されない項

目 

％△31

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％△40
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 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 △71.35円

１株当たり当期純損失 △1.15円

１株当たり純資産額 円△91.66

１株当たり当期純損失 円△21.07

 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、１株当たり当期純損失のため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、当期純損失のため記載しておりません。 

  
前事業年度 

（平成21年３月31日） 
当事業年度 

（平成22年３月31日） 

 純資産の部の合計額（千円）  663,255  574,954

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 1,019,085  1,031,966

（うち第１回Ａ種優先株式に係る払込金額） （600,000） （ ） 600,000

（うち第１回Ａ種優先株式に係る累積未払 

  配当金額） 
（119,085） （ ） 131,966

（うち第１回Ｂ種優先株式に係る払込金額） （300,000） （ ） 300,000

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  △355,829  △457,012

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株） 
 4,986,871  4,985,871

  
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益（△損失）（千円）  41,305  △57,189

普通株主に帰属しない金額（千円）  47,042  47,885

（うち第１回Ａ種優先株式に係る 

 配当金額） 

 (47,042)  (47,885)

普通株式に係る当期純損失（千円）  △5,737  △105,074

普通株式の期中平均株式数（株）  4,987,364  4,986,588

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 

内訳 

（第１回Ａ種優先株式） 

（第１回Ｂ種優先株式） 

  

 630,000株 

 （600,000株）

 （ 30,000株）

  

  株 

 （ 株）

 （ 株）

630,000

600,000

30,000
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（資本金及び資本準備金の額の減少） 

 当社は、平成21年５月15日開催の取締役会において、

平成21年６月26日開催の定時株主総会に、下記のとお

り、資本金及び資本準備金の額の減少を付議することを

決議いたしました。 

１．資本金及び資本準備金の額の減少の目的 

 当社は、株主に対する利益還元を 重要課題とし、

業界動向及び当社の業績などを総合的に勘案のうえ、

積極的な配当方針を掲げておりますが、平成16年３月

期以降、無配を継続してまいりました。 

 平成21年３月期、オリジナルホイールの開発を中止

し、卸売事業及び板金塗装事業を縮小、ガソリンスタ

ンド経営から撤退するなど、本業である小売事業に経

営資源を集中する、抜本的施策を実行いたしました。 

 その結果、厳しい経営環境の下においても、本業の

収益力が各段に向上したことから、欠損金を一掃し、

機動的な配当政策を可能とするために、資本金及び資

本準備金の額を減少させるものです。 

２．資本金及び資本準備金の額の減少の要領 

 (１)資本金の額の減少 

 平成21年３月31日現在の資本金の額1,270,039千

円のうち、670,039千円を減少し、その他資本剰余

金に振り替えることといたします。減資後の資本

金は600,000千円となります。 

 (２)資本準備金の額の減少 

  平成21年３月31日現在の資本準備金の額715,146

千円の全額をその他資本剰余金に振り替えること

といたします。 

 (３)剰余金の処分 

  上記効力が生じた後のその他資本剰余金

1,385,186千円のうち、1,316,911千円を繰越利益

剰余金に振り替えて欠損填補いたします。その

後、その他資本剰余金のうち35,004千円を第１回

Ａ種優先株式の配当に充当し、3,500千円を資本準

備金に振り替えることといたします。 

３．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処

分の日程 

取締役会決議日 平成21年５月15日 

債権者異議申述公告及び 

官報掲載日 

平成21年５月22日 

  

債権者異議申述 終期日 平成21年６月22日  

定時株主総会決議日 平成21年６月26日  

資本金及び資本準備金の額

の減少の効力発生日 

平成21年６月29日 

  

剰余金の配当の効力発生日 平成21年６月29日 

──────── 
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(1）役員の異動 

①代表取締役の異動  

該当事項はありません。  

②その他の役員の異動 

新任取締役候補 

 取締役 布下宏幸 （経営管理本部長 就任予定）  

退任予定取締役 

 取締役 高橋祐司 （現 経営管理本部部長） 

  

(2）その他 

該当事項はありません。  

  

  

６．その他
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