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1.  平成23年2月期の業績（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 ％

23年2月期 13,897 △0.4 622 35.9 575 40.8 276 7.8
22年2月期 13,954 △6.2 458 ― 408 ― 256 ―

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 ％ ％ ％

23年2月期 54.67 ― 19.8 9.3 4.5
22年2月期 50.72 ― 22.4 6.4 3.3

（参考） 持分法投資損益 23年2月期  ―百万円 22年2月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年2月期 6,156 1,517 24.6 300.44
22年2月期 6,232 1,271 20.4 251.72

（参考） 自己資本   23年2月期  1,517百万円 22年2月期  1,271百万円

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

23年2月期 674 △12 △614 848
22年2月期 726 154 △468 800

2.  配当の状況 

（注）次期の配当予想につきましては、現時点では業績予想が困難であることから、未定とさせていただきます。今後、予想が可能となりました段階で、改
めて公表いたします。 

年間配当金 配当金総額
（合計） 配当性向

純資産配当
率第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 ％ ％

22年2月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00 30 11.8 2.7
23年2月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 50 18.3 3.6
24年2月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年2月期の業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 
（注）次期の業績予想につきましては、平成23年3月11日に発生いたしました「東日本大震災」による被害状況について、現在調査中であり現時点では合理
的な算定が困難であることから、未定とさせていただきます。地震による直接の被害については、商品の破損や店舗設備の造作の破損など、また入居す
る商業施設の休業による売上高の減少見込みなどを算定しており、次期の業績に与える影響額が見積もれましたら、速やかに開示してまいります。 

－1－



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、42ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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） 23年2月期 5,270,000 株 22年2月期 5,270,000 株
② 期末自己株式数 23年2月期 218,933 株 22年2月期 218,003 株
③ 期中平均株式数 23年2月期 5,051,353 株 22年2月期 5,051,997 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続きは終了していません。 

※ 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およ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およ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、決算短信【添付資料】3ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 
当期（平成 22 年３月１日～平成 23 年２月 28 日）における我が国経済は、新興国の経済成長に

伴う輸出拡大や、政府の景気刺激策の効果によって、景気は緩やかな回復基調で推移してまいりま
したが、雇用や所得環境はいまだ改善されておらず、先行きに関してはまだ不安の残る状況にあり

ます。  
 そうした中で、当社は中期計画『Ｍ３』（『Merchandising』品揃え再構築・『Manpower』ス
タッフの販売力強化・『Mission』達成する使命感）の総仕上げに取り組んでまいりました。品揃え

に関しては、「カワイイ」をキーワードに競合する他の雑貨専門店とは違ったオリジナルの商品開
発を強化し、自動発注の仕組みで品揃えの店舗格差をなくし、品切れによりお客様が失望感を持た
れないよう改善してまいりました。店舗では、重点販売商品の情報の共有や、POP を統一化するこ

とにより、お客様に見易いお買い物情報を提供する仕組みを導入して、お客様に対する意識向上の
強化に努めてまいりました。 その結果として、通期で既存店売上高は前年を越えることができまし
た。 
 更に経営体質の改善・強化を図るため、経費削減と不採算店の閉鎖を継続して取り組んだ結果、
大きな成果を上げることができました。  
 当期の店舗展開につきましては、直営店が「Passport」ブランドで７店舗開設し、11 店舗閉鎖し

ました。フランチャイズ店は「Passport」ブランドで２店舗開設し、３店舗閉鎖しました。（短期
の催事契約店は 9 店舗開設し、契約満了に伴い 2 店舗閉鎖しており、当期末での店舗数は 6 店舗と
なりました。これらは短期の出店契約のため店舗数には含めておりません。）それらのほかに、当

期は直営店８店舗の改装を実施いたしました。 これにより、当期末の店舗数は直営店が 147 店舗、
フランチャイズ店が 24 店舗となっております。 
 これらの結果、当期の売上高は 13,897 百万円（前年同期比 0.4％減）となりました。 また、営

業利益は 622 百万円（前年同期比 35.9％増）、経常利益は 575 百万円（前年同期比 40.8%増）、当
期純利益は 276 百万円（前年同期比 7.8％増）となりました。  

 
②次期の見通し 
平成 23 年 3 月 11 日に発生いたしました「東日本大震災」による被害状況について、現在調査中

であります。地震による直接の被害については、商品の破損や店舗設備の造作の破損など、また入

居する商業施設の休業による売上高の減少見込みなどを算定しており、次期の業績に与える影響額

が見積もれましたら、速やかに開示してまいります。 
 
  

(2) 財政状態に関する分析 

１.資産、負債及び純資産の状況 
(資産）  

  当期末の総資産は、前期末に比べて 75 百万円減少し、6,156 百万円（前年同期比 1.2%減）とな

りました。  
  流動資産は、前期末に比べて 116 百万円増加し、3,155 百万円となりました。これは、主に現金

及び預金が 48 百万円、商品が 58 百万円増加したこと等によります。  
 固定資産は、前期末に比べて 192 百万円減少し、3,001 百万円となりました。これは、主に POS
システムの入替等により有形固定資産が 21 百万円増加したものの、不採算店の退店等により敷金及

び保証金が 217 百万円減少したこと等によるものであります。  
 （負債）  
  当期末の負債総額は、前期末に比べ 321 百万円減少し、4,639 百万円（前年同期比 6.5%減）とな

りました。  
  流動負債は、前期末に比べて 51 百万円減少し、3,559 百万円となりました。これは、主に課税所

得の増加により未払法人税等が 79 百万円増加したものの、短期借入金が 124 百万円減少したこと等

によるものであります。  
  固定負債は、前期末に比べて 269 百万円減少し、1,079 百万円となりました。これは、主にリー

ス債務が 114 百万円増加したものの、社債が償還により 161 百万円減少したこと、長期借入金が返

済により 135 百万円減少したこと、長期未払金が 106 百万円減少したこと等によるものであります。  
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 （純資産）  
  当期末の純資産は、前期末に比べて 245 百万円増加し、1,517 百万円（前年同期比 19.3％増）と

なりました。  
  これは、主に 30 百万円の配当による減少はあったものの、当期純利益 276 百万円の計上により利

益剰余金が増加したことによるものであります。  
 

 
２.キャッシュ・フローの状況 
当期における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前期に比べ 48 百万円

（6.0%)増加し、848 百万円となりました。  
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）  
  当期における営業活動による資金の増加は 674 百万円であり、前期に比べ 51 百万円(7.1%減）の

収入減となりました。  
  これは、税引前当期純利益は 513 百万円と前期より 90 百万円増加したものの、課税所得の増加に

より法人税等の支払額が 147 百万円増加したこと等によります。  
（投資活動によるキャッシュ・フロー）  
  当期における投資活動による資金の減少は 12 百万円であり、前期に比べ 166 百万円（前期は 154
百万円の資金の増加）の支出増となりました。  
   これは、直営店の出店が前期１店舗に対し当期７店舗と増加したことにより、有形固定資産の取

得及び敷金及び保証金の差入による支出が 161 百万円と前期に比べ 100 百万円増加したこと等によ

ります。  
（財務活動によるキャッシュ・フロー）  
  財務活動により支出した資金は 614 百万円であり、前期に比べ 145 百万円（31.1%）の支出増と

なりました。  
 これは、前期実施しなかった配当の実施による支出 30 百万円に加え、長期借入れや社債の発行に

よる収入に対し長期借入金の返済や社債の償還による支出の方が、前期に比べ 107 百万円多いこと

等によっております。   
 
 
(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主への利益還元を経営の 重要課題の一つと考え、今後の事業展開に必要な内部留保

の充実と財務体質の強化を図りつつ、安定的な配当を行うことを基本方針としております。  

 当事業年度の剰余金の配当につきましては、一株当たり￥10 とさせていただくことといたしました。  

 なお、翌事業年度の配当につきましては、平成 23 年 3 月 11 日に発生いたしました「東日本大震

災」と、計画停電等による消費者の購買行動への影響が予測困難なため、現時点では予想を未定と

させていただきます。今後、予想が可能となりましたら、迅速に開示してまいります。  
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(4) 事業等のリスク 

当社の事業等のリスクについては、一般に流通小売業に共通するリスクであり、投資家の判断に影

響を及ぼす可能性があるか否かを問わず、積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。 な

お、当該事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであり、将来を含めた当社の事業等

のリスク全般を網羅するものではありません。 

①商品の生産体制について  

 当社の取扱商品は、中国、インド、台湾などの諸外国で生産しているものが多いため、各国の政情

や輸入手続等に問題が発生した場合、商品調達に支障をきたし、当社の業績に影響を与える可能性が

あります。  

②為替相場の急激な変動について  

 当社の取扱商品は、原則として直輸入品については米ドル建て決済、国内商社経由の商品は円建て

決済で行っておりますが、為替相場が急激に変動した場合、仕入原価が高騰し、当社の業績に影響を

与える可能性があります。 

③出店について  

 当社は商業施設ならびに路面店で新規出店を行っておりますが、当社が希望する条件で店舗を確保

できない場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

④商業施設の集客力について 

 当社がテナント入居している商業施設の集客力が、商圏内の競合商業施設の出店や自然災害等の要

因で急激に低下した場合、来店客数の大幅な減少が当社の業績に影響を与える可能性があります。 

⑤商業施設の経営状態について 

 当社がテナント入居している商業施設の経営が悪化した場合、入居時に差し入れている敷金・保証

金の回収や、売掛金の回収が困難になり、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 ⑥気候変動及び災害について 

当社が取り扱う商品は、季節性の高いものが多く、暖冬や冷夏などといった天候によって販売動向

に影響を受ける可能性があります。また地震や台風などの自然災害等により、テナント入居している

商業施設や物流機能が深刻な被害を受ける等、営業活動が大きく制約される場合、当社の業績に影響

を与える可能性があります。 

⑦固定資産の減損損失について 

 当社は、平成 19 年 2 月期から「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。今後も、固

定資産の減損損失の判定において、店舗の損益状況の悪化により減損損失を認識した場合、当社の業

績に影響を与える可能性があります。 
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2. 企業集団の状況 

当企業集団は、株式会社パスポート（以下「当社」という）と関係会社である（株）パスポートラ

イフによって構成されており、インテリア小物雑貨及び生活雑貨の販売を主たる事業としております。

また当社とフランチャイズ契約を結んだフランチャイジー15 社に商品供給をしており、同時に販売の

指導や情報の提供を行っております。  
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3. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 
当社は、「当社のビジネスにかかわるすべての人々が、“楽しく”“美しく”“夢のある”人生

を実現し、ハッピーになることで社会に貢献する」ことを経営理念とし、雑貨専門店チェーンとし

て「カワイイ」商品の開発と、「楽しい」豊富な品揃えの店舗展開で、お客様に「気持ちのいい」

お買物をご提供することを基本方針としております。 
こうした考えをベースに、生活に彩を添える雑貨を作り・集めて、全国のショッピングセンター

中心に店舗展開を行い、雇用を創造して成長・発展し続けたいと考えております。 
  その結果として、株主利益の最大化と企業価値の向上を図ることを最重要課題として、企業経営を

行ってまいります。 
 
 

(2) 目標とする経営指標 

当社では、売上高営業利益率と株主資本利益率（ＲＯＥ）を重要な経営指標としてとらえており

ます。売上高営業利益率は、店舗営業力の評価基準と考えており、リーマンショックによって大き

く減少した後は、Ｖ字回復を果たしております。今後は更に高いステージを目指して既存店売上高

の伸長と経費の有効活用を図り、毎期ごとの営業利益率更新を目標としてまいります。 
  また、ＲＯＥについては株主に対して企業価値の向上が図れているかどうかの評価基準として重要

視してまいります。 
 
 
(3) 中長期的な会社の経営戦略 

個人消費を取り巻く環境は、リーマンショックを端とする金融不況から企業収益が落ち込み、雇

用や所得環境の改善の足取りは重く、景気の先行きはいまだ不透明な状況にあります。 
  また、雑貨業界への他業種からの参入も多く、競争はますます激化しております。このような厳し

い事業環境の中で、持続的に成長発展するためには、自社の強みを客観的に分析評価し、その強み

を生かしたビジネスに経営資源を集中的に配分するべきと考えております。当社は、「Passport」
をメインブランドとして全国の主なショッピングセンターに出店しており、気軽に買える価格の

「カワイイ」商品と、豊富な品揃えが特徴の雑貨専門店を展開しております。 
  まず、そうした既存のお客様のニーズを迅速的確に捉えた新商品の開発を強化してまいります。 
  また、これまで展開していない小商圏にも、40 坪前後の小型店で積極的に出店開発を強化し、

「Passport」ブランドの認知度を高め、「Passport」ファンの拡大を図ってまいります。 
   同時に、これまで進めてまいりました経営体質改善の取り組みは、しくみと恒常的な業務に落と

し込み、利益重視の企業風土として定着させてまいります。お客様と商品と店舗、その運営を支え

るしくみを、効率的に改善するシステムの開発にも全社を挙げて取り組み、更なる企業価値の向上

を目指してまいります。   
 
  
(4) 会社の対処すべき課題 

消費を支える景気の動向は一進一退で、景気に左右されない企業を目指して、以下の課題につい

て一つ一つ着実に対処してまいります。 

 

① お客様ニーズ、購買行動の変化に迅速に対応し、「Passport」ブランドとしての品揃えと商品

展開力を強化してゆくことが課題と考えております。100 年に一度と言われる大震災を経験し、

消費者の価値観が大きく変わってゆくことが予想されます。生活の安心・安全への欲求は高ま

りこそすれ、弱まることはないと考え、そうした価値観に基づく新しい商品の開発競争の激化

に対応しなければなりません。生活のあらゆるシーンでニーズの高い品種について、

「Passport」テイストの商品を積極的に開発し、「Passport」ブランドの品揃えを深化させて、

「Passport」ファンの拡大を図ってまいります。 
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② 小商圏でも成り立つ、「Passport」ブランドの小型店の新収益モデルを作り上げることが、更

に高いステージを目指す成長戦略の課題と考えます。 

    当社のコアコンピタンスである 40 坪前後の小型店で、品揃えから内装や設備の標準化を一段と

すすめ、ローコストで小商圏でも収益が出せる店舗の開発を図ってまいります。それによって、

これまで無かったマーケットへの出店を可能にし、多様な立地条件の多様なお客様にも対応で

きるノウハウを積上げてまいります。変化対応業と言われる流通小売業界で、安定的に成長を

持続させるため、新たな多店舗展開のしくみづくりに取り組みます。 

 

  ③ 経営体質の強化と磐石な財務体質の構築は、企業が安定的に成長するための土台として、当社

の重要課題と考えております。そのためには、徹底的なローコスト経営で、利益重視の企業風

土づくりを推進しなければならないと考えております。これまで不採算店舗のドラスティック

な閉鎖を通して、一定の成果をあげてまいりましたが、更に一人ひとりが経費削減の意識改革

に取り組み、利益の出せる企業風土と事業構造に転換してまいります。  
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4.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 800,002 848,134

受取手形 11,200 －

売掛金 619,282 585,832

商品 ※1  1,433,296 ※1  1,492,003

未着商品 2,349 －

前払費用 46,984 45,439

繰延税金資産 75,234 96,952

未収入金 48,199 84,924

その他 2,393 2,249

流動資産合計 3,038,941 3,155,537

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  2,400,005 ※1  2,310,609

減価償却累計額 △1,690,287 △1,691,585

建物（純額） 709,718 619,024

工具、器具及び備品 1,018,995 1,171,060

減価償却累計額 △799,296 △841,336

工具、器具及び備品（純額） 219,699 329,723

土地 ※1  15,554 ※1  15,554

建設仮勘定 － 2,457

有形固定資産合計 944,971 966,758

無形固定資産   

ソフトウエア 33,710 28,642

電話加入権 9,689 9,616

無形固定資産合計 43,399 38,258

投資その他の資産   

投資有価証券 9,992 10,718

従業員に対する長期貸付金 290 －

長期前払費用 775 1,083

繰延税金資産 118,316 115,712

破産更生債権等 － 22,559

敷金及び保証金 ※1  2,047,538 ※1  1,830,274

その他 28,240 32,322

貸倒引当金 － △16,328

投資その他の資産合計 2,205,153 1,996,342

固定資産合計 3,193,525 3,001,360

資産合計 6,232,466 6,156,897
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,284,691 1,314,084

買掛金 378,068 432,585

1年内償還予定の社債 410,000 344,000

短期借入金 ※1  460,000 ※1  335,100

1年内返済予定の長期借入金 ※1  274,964 ※1  370,304

リース債務 － 33,240

未払金 65,753 89,896

1年内支払予定の長期未払金 157,020 106,691

未払費用 312,432 230,648

未払法人税等 130,072 209,248

未払消費税等 44,819 18,086

預り金 38,851 6,688

賞与引当金 45,700 66,100

役員賞与引当金 6,200 －

その他 2,550 2,700

流動負債合計 3,611,123 3,559,373

固定負債   

社債 545,000 384,000

長期借入金 ※1  414,532 ※1  279,138

リース債務 － 114,345

長期未払金 191,167 84,476

退職給付引当金 173,951 194,030

長期預り保証金 25,000 24,000

固定負債合計 1,349,650 1,079,990

負債合計 4,960,774 4,639,363

純資産の部   

株主資本   

資本金 369,266 369,266

資本剰余金   

資本準備金 292,300 292,300

資本剰余金合計 292,300 292,300

利益剰余金   

利益準備金 31,220 31,220

その他利益剰余金   

別途積立金 588,000 588,000

繰越利益剰余金 48,705 294,534

利益剰余金合計 667,925 913,754

自己株式 △60,368 △60,538
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

株主資本合計 1,269,122 1,514,782

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,569 2,751

評価・換算差額等合計 2,569 2,751

純資産合計 1,271,692 1,517,533

負債純資産合計 6,232,466 6,156,897
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 13,954,660 13,897,666

売上原価   

商品期首たな卸高 1,615,515 1,433,296

当期商品仕入高 6,914,117 7,060,597

合計 8,529,633 8,493,893

商品期末たな卸高 1,433,296 1,492,003

売上原価合計 ※1  7,096,337 ※1  7,001,890

売上総利益 6,858,323 6,895,776

販売費及び一般管理費   

包装費及び運搬費 321,856 312,036

貸倒引当金繰入額 － 16,328

給料及び手当 2,064,551 2,031,054

賞与 123,727 184,621

賞与引当金繰入額 45,700 66,100

役員賞与引当金繰入額 6,200 －

退職給付費用 31,739 33,959

役員退職慰労引当金繰入額 1,719 －

地代家賃 2,498,060 2,413,077

減価償却費 287,323 259,123

その他 1,019,044 956,611

販売費及び一般管理費合計 6,399,922 6,272,912

営業利益 458,400 622,864

営業外収益   

受取利息 320 306

受取配当金 292 279

為替差益 5,491 2,714

破損商品等弁償金 2,770 3,564

保険配当金 125 117

雑収入 3,013 2,950

営業外収益合計 12,014 9,932

営業外費用   

支払利息 37,263 37,424

社債利息 12,837 8,613

社債発行費 － 3,919

支払手数料 10,500 3,987

雑損失 964 3,163

営業外費用合計 61,564 57,106

経常利益 408,850 575,689
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

特別利益   

受取保険金 71,626 －

役員退職慰労引当金戻入額 129,641 －

特別利益合計 201,267 －

特別損失   

固定資産除却損 ※2  11,018 ※2  8,160

店舗閉鎖損失 48,370 27,589

減損損失 ※3  32,760 ※3  22,721

商品評価損 ※1  87,071 －

社葬費用 8,095 －

リース解約損 － 4,185

特別損失合計 187,316 62,656

税引前当期純利益 422,801 513,032

法人税、住民税及び事業税 119,200 256,130

法人税等調整額 47,347 △19,238

法人税等合計 166,547 236,891

当期純利益 256,254 276,141
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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21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 369,266 369,266

当期末残高 369,266 369,266

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 292,300 292,300

当期末残高 292,300 292,300

資本剰余金合計   

前期末残高 292,300 292,300

当期末残高 292,300 292,300

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 31,220 31,220

当期末残高 31,220 31,220

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 588,000 588,000

当期末残高 588,000 588,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △207,549 48,705

当期変動額   

剰余金の配当 － △30,311

当期純利益 256,254 276,141

当期変動額合計 256,254 245,829

当期末残高 48,705 294,534

利益剰余金合計   

前期末残高 411,670 667,925

当期変動額   

剰余金の配当 － △30,311

当期純利益 256,254 276,141

当期変動額合計 256,254 245,829

当期末残高 667,925 913,754

自己株式   

前期末残高 △60,368 △60,368

当期変動額   

自己株式の取得 － △170

当期変動額合計 － △170

当期末残高 △60,368 △60,538

（株）パスポート　（7577）　平成23年2月期　決算短信〔日本基準〕（非連結）

－14－



(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

株主資本合計   

前期末残高 1,012,868 1,269,122

当期変動額   

剰余金の配当 － △30,311

当期純利益 256,254 276,141

自己株式の取得 － △170

当期変動額合計 256,254 245,659

当期末残高 1,269,122 1,514,782

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,556 2,569

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13 181

当期変動額合計 13 181

当期末残高 2,569 2,751

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,556 2,569

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13 181

当期変動額合計 13 181

当期末残高 2,569 2,751

純資産合計   

前期末残高 1,015,424 1,271,692

当期変動額   

剰余金の配当 － △30,311

当期純利益 256,254 276,141

自己株式の取得 － △170

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13 181

当期変動額合計 256,267 245,841

当期末残高 1,271,692 1,517,533
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 422,801 513,032

減価償却費 287,323 259,123

減損損失 32,760 22,721

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 16,328

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,900 20,400

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,200 △6,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,759 20,079

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △127,922 －

受取利息及び受取配当金 △613 △586

支払利息及び社債利息 50,100 46,037

社債発行費 － 3,919

為替差損益（△は益） 0 0

店舗閉鎖損失 48,370 27,589

固定資産除却損 11,018 8,160

受取保険金 △71,626 －

売上債権の増減額（△は増加） △12,327 44,649

たな卸資産の増減額（△は増加） 189,294 △49,431

仕入債務の増減額（△は減少） △95,544 83,910

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,127 △26,732

その他 13,113 △85,108

小計 810,736 897,893

利息及び配当金の受取額 613 586

利息の支払額 △55,127 △46,400

法人税等の支払額 △30,222 △177,684

営業活動によるキャッシュ・フロー 726,000 674,395

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △53,753 △109,753

営業譲受による支出 － ※2  △16,449

敷金及び保証金の差入による支出 △7,130 △51,674

敷金及び保証金の回収による収入 153,797 195,248

その他 61,551 △29,579

投資活動によるキャッシュ・フロー 154,465 △12,207
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

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） △83,000 △124,900

長期借入れによる収入 800,000 290,000

社債の発行による収入 － 195,885

長期借入金の返済による支出 △210,503 △330,054

社債の償還による支出 △755,000 △427,000

リース債務の返済による支出 － △30,684

割賦債務の返済による支出 △219,689 △157,020

自己株式の取得による支出 － △170

配当金の支払額 △144 △30,110

財務活動によるキャッシュ・フロー △468,338 △614,054

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 412,128 48,132

現金及び現金同等物の期首残高 387,873 800,002

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  800,002 ※1  848,134
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(5)【継続企業の前提に関する注記】 

該当事項はありません。 
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(6)【重要な会計方針】 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 
 至 平成 22 年２月 28 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年３月１日 

 至 平成 23 年２月 28 日) 

１ 有価証券の評価基準
及び評価方法 

(1) 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) その他有価証券 
  時価のあるもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基
準及び評価方法 

商品 
 売価還元法による低価法 
未着品 
 個別法による原価法 

商品 
同左 

 
―― 

３ 固定資産の減価償却
の方法 

(1) 有形固定資産 

（イ）リース資産以外の有形固
定資産 
定率法を採用しております。 

ただし、平成 10 年４月１日
以降に取得した建物（建物
附属設備を除く。）につい
ては、定額法を採用してお
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………10 年～27 年
工具、器具
及び備品…

 
５年～８年 

（ロ）リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・
リ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
存価額を零として算出する方
法によっております。 

(1) 有形固定資産 
（イ）リース資産以外の有形固

定資産 
同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・
リース取引に係るリース資産 

 

同左 

 (2) 無形固定資産 

（イ）リース資産以外の無形固
定資産 

 ソフトウェア(自社利用分)に
ついては、社内における利用
可能期間(５年)に基づく定額法

（ロ）リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・
リ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
存価額を零として算出する方
法によっております。 

(2) 無形固定資産 

（イ）リース資産以外の無形固
定資産 

同左 

 

 

（ロ）リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・
リース取引に係るリース資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

 定額法を採用しております。 

(3) 長期前払費用 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 
 至 平成 22 年２月 28 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年３月１日 

 至 平成 23 年２月 28 日) 

４ 繰延資産の処理方法 社債発行費 
支出時に全額費用として処理し
ております。 

社債発行費 

同左 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に
備えるため、一般債権につい
ては貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を勘案
し、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、支給見込額に基づき
計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 役員賞与引当金 

 役員の賞与の支給に備えるた
め、支給見込額に基づき計上し
ております。 

 
 ―― 

 (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
退職給付債務の見込額に基づ
き計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 
  繰延ヘッジ処理によってお
ります。 
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ヘッジ手段 
   …為替予約取引 
  ヘッジ対象 
   …商品輸入による外貨建
仕入債務及び外貨建予定取引 
(3) ヘッジ方針 
  外貨建取引に係る将来の外
国為替相場変動リスクを回避
し、外貨建取引の円貨によるキ
ャッシュ・フローを固定化する
ことを目的として、原則とし
て、同一通貨により予定取引金
額を上回らない範囲内で行って
おります。 

 
(4) ヘッジの有効性評価の方法 
  外貨建の予定取引の範囲内
で為替予約を締結しており、為
替予約締結後の外国為替相場の

(1) ヘッジ会計の方法 
同左 

 
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ヘッジ手段 
   …    同左 
  ヘッジ対象 
   …    同左 

 
(3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 
 
 
 
(4) ヘッジの有効性評価の方法 

 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 
 至 平成 22 年２月 28 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年３月１日 

 至 平成 23 年２月 28 日) 
変動による対応関係が確保され
るようにしております。したが
って、当事業年度末に存在する
予定取引に係る為替予約につい
ては、予定取引の実行可能性が
極めて高いと判断されるものに
ついて繰延ヘッジ処理を行って
おります。 
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項目 
前事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 
 至 平成 22 年２月 28 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年３月１日 

 至 平成 23 年２月 28 日) 

７ キャッシュ・フロー
計算書における資金
の範囲 

キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金（現金及び現金同等
物）は、手許現金、随時引き出
し可能な預金及び容易に換金可
能であり、かつ、価値の変動に
ついて僅少なリスクしか負わな
い取得日から３ヶ月以内に償還
期限の到来する短期投資からな
っております。 

同左 

８ その他財務諸表作成
のための基本となる
重要な事項 

消費税等の会計処理 
 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。 

消費税等の会計処理 

        同左 

 

（株）パスポート　（7577）　平成23年2月期　決算短信〔日本基準〕（非連結）

－22－



 （7）【重要な会計方針の変更】 

【会計方針の変更】 
前事業年度 

(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成23年２月28日) 
（たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更） 

 従来、商品の評価基準及び評価方法は、売価還元法に

よる原価法によっておりましたが、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）が適用されることに伴い、当

社の評価方法を見直したところ、売価還元法による低価

法を採用することに変更いたしました。 
 当該、会計処理の変更にあたり、期首商品に含まれる

変更差額（商品評価損）87,071千円を特別損失に計上し

ております。 
 この変更により、従来の方法に比較して営業利益及び

経常利益は17,906千円減少し、税引前当期純利益は

104,978千円減少しております。 

 

 

 
―――――――――― 

（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、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

日公表 平成19年３月30日改正分）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日公表 平成19年３月30日改正

分）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・リース取引のうち、リース

取引開始日が平成21年2月28日以前のものについては、

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。  

 これによる損益への影響はありません。  

 

 
―――――――――― 
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【追加情報】 
 

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成23年２月28日) 
(役員退職慰労金制度の廃止） 
 従来、役員の退職慰労金の支給に備えるた
め、役員退職慰労金規程に基づく要支給額を役
員退職慰労引当金として計上しておりました
が、平成21年５月29日開催の臨時取締役会にお
いて、経営改善計画の一環として役員退職慰労
金制度を廃止することを決議いたしました。 
 なお、本制度廃止に伴い、在任中の各取締役
及び監査役の同意を得て打切支給を行わない旨
決定いたしました。これに伴い「役員退職慰労
引当金」129,641千円を全額取崩し、「役員退
職慰労引当金戻入額」として計上しておりま
す。 
 

 
 
 

―――――――――― 
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(8)【財務諸表に関する注記事項】 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成 22 年２月 28 日) 

当事業年度 
(平成 23 年２月 28 日) 

 
  

 
  

※１ 担保提供資産及び対応債務 
（イ）担保に供している資産 
建物 50,386 千円

土地 15,554 
敷金及び保証金 467,788 
商品 1,192,712 
計 1,726,441 

  

※１ 担保提供資産及び対応債務 
（イ）担保に供している資産 
建物 47,156 千円

土地 15,554 
敷金及び保証金 295,382 
商品 970,039 
計 1,328,132 

  
（ロ）上記に対応する債務 
１年内返済予定の長期借入
金 256,964 千円

短期借入金 300,000 
長期借入金 332,532 
計 889,496  

（ロ）上記に対応する債務 
１年内返済予定の長期借入
金 288,124 千円

短期借入金 300,000 
長期借入金 100,478 
計 688,602 
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(損益計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 22 年２月 28 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年３月１日 

 至 平成 23 年２月 28 日) 

    
※１通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益

性の低下による簿価切下額 
    売 上 原 価    17,906 千円 
    特 別 損 失    87,071 千円 
 

※１通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益
性の低下による簿価切下額 

    売 上 原 価    15,359 千円 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりで
あります。    

建物 7,098 千円
工具、器具及び備品 3,920 
計 11,018  

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりで
あります。    

建物 7,147 千円
工具、器具及び備品 1,013 
計 8,160  

 
※３ 減損損失     

当事業年度において、当社は以下のグル
ープについて、減損損失を計上いたしま
した。      

場所 用途 種類 減損損失
（千円）

６店舗 
（埼玉県・東京
都） 

店舗設備 

建物並び
に 

工具、器具
及び備品 

32,760

 計  32,760

 
 当社はキャッシュ・フローを生み出す最小
単位として店舗を基本単位とし、保養所等は
物件単位毎にグルーピングしております。 
店舗については、営業活動による収益が継続
して損失となる店舗を減損損失として特別損
失に計上いたしました。 
なお、店舗に係る回収可能価額は使用価値に
より算定しており、上記の店舗について将来
キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイ
ナスであるため、回収可能価額は零として評
価しております。 
その内訳は次のとおりであります。 
 

建物 25,070 千円
工具、器具及び備品 7,690 
  
   

 
※３ 減損損失     

当事業年度において、当社は以下のグル
ープについて、減損損失を計上いたしま
した。      

場所 用途 種類 減損損失
（千円）

２店舗 
（茨城県・埼玉
県） 

店舗設備 

建物並び
に 

工具、器具
及び備品 

7,526

４店舗 
（大阪府・兵庫
県） 

店舗設備 

建物並び
に 

工具、器具
及び備品 

15,195

 計  22,721

  
当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単
位として店舗を基本単位とし、保養所等は物
件単位毎にグルーピングしております。 
店舗については、営業活動による収益が継続
して損失となる店舗を減損損失として特別損
失に計上いたしました。 
なお、店舗に係る回収可能価額は使用価値に
より算定しており、上記の店舗について将来
キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイ
ナスであるため、回収可能価額は零として評
価しております。 
その内訳は次のとおりであります。 
 

建物 17,511 千円
工具、器具及び備品 5,210 
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(株主資本等変動計算書関係) 
前事業年度（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 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

 普通株式（株） 5,270,000 － － 5,270,000
 
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 218,003 － － 218,003
 
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 
該当事項はありません。 

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

決議 株式の種類 配当の原資
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27日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 30,311 6 平成22年２月28日 平成22年５月28日

（注）１株当たり配当額には、会社設立 40 周年の記念配当１円が含まれております。 
 
当事業年度（自 平成 22 年３月１日 至 平成 23 年２月 28 日） 
１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 5,270,000 － － 5,270,000
 
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 218,003 930 － 218,933
（変動事由の概要） 
増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
 単元未満株式の買取りによる増加 930 株 

 
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
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４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(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27日 
定時株主総会 普通株式 30,311 6 平成22年２月28日 平成22年５月28日

（注）１株当たり配当額には、会社設立 40 周年の記念配当１円が含まれております。 
 

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

決議 株式の種類 配当の原資
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23年５月26日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 50,510 10 平成23年２月28日 平成23年５月27日
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 22 年２月 28 日) 

当事業年度 
(自平成 22 年３月１日 

 至平成 23 年２月 28 日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対
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貸借対
照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 800,002 千円

現金及び現金同等物 800,002 千円

  

現金及び預金勘定 848,134 千円

現金及び現金同等物 848,134 千円 

 ※２ 当事業年度に事業の譲受けにより増加し
た資産の主な内訳は次のとおりであります。 

流動資産 6,925 千円 

固定資産 9,523 千円 

資産合計 16,449 千円 

 

 

３ 重要な非資金取引の内容 

 当事業年度に新たに計上したファイナンス・
リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞ
れ 169,479 千円あります。 
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(リース取引関係) 
 

前事業年度 
(自 平成 21 年３月１日 
至 平成 22 年２月 28 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年３月１日 
至 平成 23 年２月 28 日) 

ファイナンス・リース取引（借主側） 
所有権移転外ファイナンス・リース取引 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リース取引開始日が平成 21 年２月 28 日以前の
所有権移転外のファイナンス・リース取引（借
主側） 
 (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 

 ファイナンス・リース取引（借主側） 
所有権移転外ファイナンス・リース取引 
 ①リース資産の内容 
  有形固定資産 
  POS システム一式（工具、器具及び備品）
であります。 
 ②リース資産の減価償却の方法 
  重要な会計方針「３．固定資産の減価償却
の方法（ロ）リース資産」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、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 
 
 

  
工具、器具及

び備品 
(千円) 

  
ソフト 
ウエア 
(千円) 

 合計 
(千円) 

取得価額 
相当額  46,841 42,040 88,881

減価償却 
累計額 
相当額 

 39,174 40,200 79,374

期末残高 
相当額  7,667 1,840 9,507

  

 
工具、器具及

び備品 
(千円) 

ソフト 
ウエア 
(千円) 

 合計 
(千円) 

取得価額
相当額 26,974 9,200 36,174

減価償却
累計額 
相当額 

23,319 9,200 32,519

期末残高
相当額 3,655 ― 3,655

  
 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 7,274 千円
１年超 2,860 
合計 10,134  

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年以内 618 千円
１年超 641 
合計 1,260  

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支
払利息相当額 
支払リース料 25,468 千円
減価償却費相当額 23,720 
支払利息相当額 690  

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支
払利息相当額 
支払リース料 6,465 千円
減価償却費相当額 5,852 
支払利息相当額 210  

 (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 
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(金融商品関係) 
当事業年度（自  平成 22 年３月１日  至  平成 23 年２月 28 日） 
 
（追加情報） 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 平成 20 年３月 10
日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 19 号 平成

20 年３月 10 日）を適用しております。 
 
１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、長期資金として銀行等金融機関からの

借入及び社債の発行により資金調達しております。また、設備資金としてリース及び割賦による

資金調達を行なっております。なお、当社はデリバティブ取引については、現在利用しておらず、

投機的な取引は行ないません。 
 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 
営業債権である売掛金及び未収入金は顧客の信用リスクに晒されており、当該リスクについて

は販売管理規程に基づき取引先の信用状況を把握し、リスク低減を図っております。 
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係

を有する企業の株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行なっております。 
敷金及び保証金は、店舗を賃貸する際に支出したものであり、預入先の信用リスクが存在しま

すが、信用面を重視した取引先と賃貸借契約を結ぶことにしております。  
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て１年以内の支払期日であります。 
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リス

クに晒されています、重要性に乏しいのでヘッジ手段は講じておりません。 
社債につきましては、固定金利での発行であるため、金利の変動リスクはありません。 
長期借入金につきましては、原則固定金利での調達であり、金利の変動リスクはありません。

変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されています、重要性に乏しいのでヘッジ手段は講

じておりません。 
リース債務及び長期未払金（割賦債務）は、固定金利での契約であるため、金利の変動リスク

はありません。 
 

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な

る前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

平成 23 年２月 28 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。 
（単位：千円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

(１) 現金及び預金 848,134 848,134 －

(２) 売掛金 585,832 585,832 －

(３）未収入金 84,924 84,924 －

(４) 投資有価証券   

     その他有価証券 10,718 10,718 －

(５) 破産更生債権等 22,559  －

     貸倒引当金 △16,328  －

 6,231 6,231 －

(６) 敷金及び保証金 1,830,274 1,781,338 △48,936

資産計 3,366,116 3,317,179 △48,936

(１) 支払手形 1,314,084 1,314,084 －

(２) 買掛金 432,585 432,585 －

(３) 短期借入金 335,100 335,100 －

(４) 未払金 89,896 89,896 －

(５) 未払法人税等 209,248 209,248 －

(６) 社債（＊１） 728,000 729,727 1,727

(７) 長期借入金（＊２） 649,442 649,165 △277

(８) リース債務（＊３） 147,585 146,819 △765

(９) 長期未払金（＊４） 191,167 192,446 1,279

負債計 4,097,110 4,099,074 1,963

（*１）１年内償還予定の社債を含めております。 

（*２）１年内返済予定の長期借入金を含めております。 

（*３）１年以内のリース債務を含めております。 

（*４）１年内支払予定の長期未払金を含めております。 

 
(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 
資産 
(１) 現金及び預金、並びに（２）売掛金、（３）未収入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。 

 
(４)投資有価証券 

投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。 
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照

ください。 
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(５)破産更生債権等 
破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は帳

簿価額から貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。 

  
(６) 敷金及び保証金 

敷金及び保証金の時価について、貨幣の時間価値を反映した無リスクの利率で割り引いた現
在価値により算定しております。 

 
負債 
(１) 支払手形、並びに（２）買掛金、（３）短期借入金、（４）未払金、（５）未払法人税等 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額によっております。 

 
(６) 社債 

社債の時価については、元利金の合計額を、新規調達を行なった場合に想定される利率で割
り引いた現在価値により算定しております。 

 

(７) 長期借入金 
長期借入金の時価については、長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間内で市場金
利を反映していることから、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額
によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に借入を行なった場合
に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

 

(８) リース債務 
リース債務の時価については、元利金の合計額を、新規にリース取引を行なった場合に想定
される利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

 

(９）長期未払金 
長期未払金の時価は、元利金の合計額を、新規に割賦契約を行なった場合に想定される利率
で割り引いた現在価値により算定しております。 
 
 

(注２) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 
(単位：千円） 

 １年以内 １年超 
５年以内 

５年超 
10 年以内 10 年超 

現金及び預金 848,134 ― ― ―

売掛金 585,832 ― ― ―

未収入金 84,924 ― ― ―

敷金及び保証金（＊２） 445,864 1,265,329 119,081 ―

   合計 1,964,756 1,265,329 119,081 ―

（＊１）破産更生債権等は償還予定額が見込めないため、上記には記載しておりません。 
（＊２）敷金及び保証金の決算日後の償還予定額は、賃貸借契約期間の満了時期によってお

ります。 
 

(注３) 社債、長期借入金、リース債務及びその他有利子負債の決算日後の返済予定額 
附属明細表「社債明細表」及び「借入金等明細表」をご参照ください。 
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(有価証券関係) 
前事業年度(自 平成 21 年３月１日 至 平成 22 年２月 28 日) 

その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 貸借対照表計上額 
(千円) 差額(千円) 

貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの 

 ① 株式 5,575 9,938 4,362

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 5,575 9,938 4,362

貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの 

 ① 株式 84 54 △30

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 84 54 △30

合計 5,659 9,992 4,332

 
当事業年度(自 平成 22 年３月１日 至 平成 23 年２月 28 日) 

その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
貸借対照表日における
貸借対照表計上額 

(千円) 
取得原価(千円) 差額(千円) 

貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの  

 ① 株式 10,718 6,079 4,638

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 10,718 6,079 4,638

貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの  

 ① 株式 ― ― ―

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 10,718 6,079 4,638
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(デリバティブ取引関係) 
１ 取引の状況に関する事項 

 １ 取引の状況に関する事項 
前事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 
 至 平成 22 年２月 28 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年３月１日 

 至 平成 23 年２月 28 日) 
 ① 取引の内容及び利用目的等 
  通常の営業過程における輸入取引の為替
相場の変動によるリスクを軽減するため、為
替予約取引を行っております。 

 ① 取引の内容及び利用目的等 
         同左     

 (1) ヘッジ会計の方法 
  繰延ヘッジ処理によっております。 

 (1) ヘッジ会計の方法 
         同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ヘッジ手段…為替予約取引 
  ヘッジ対象…商品輸入による外貨建仕入 

債務及び外貨建予定取引 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
         同左 

 (3) ヘッジ方針 
  外貨建取引に係る将来の外国為替相場変
動リスクを回避し、外貨建取引の円貨による
キャッシュ・フローを固定化することを目的
として、原則として、同一通貨により予定取
引金額を上回らない範囲内で行っておりま
す。 

 (3) ヘッジ方針 
         同左  

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 
  外貨建の予定取引の範囲内で為替予約を
締結しており、為替予約締結後の外国為替相
場の変動による対応関係が確保されるように
しております。したがって、当事業年度末に
存在する予定取引に係る為替予約について
は、予定取引の実行可能性が極めて高いと判
断されるものについて繰延ヘッジ処理を行っ
ております。 

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 
         同左 

 ② 取引に対する取組方針 
  通貨関連のデリバティブ取引について
は、主としてドル建ての仕入契約をヘッジす
るためのものであるため外貨建買掛金及び成
約高の範囲内で行うこととし、投機目的のた
めのデリバティブ取引は行わない方針であり
ます。 

 ② 取引に対する取組方針 
         同左   

 ③ 取引に係るリスクの内容 
  為替予約取引には、為替相場の変動によ
るリスクを有しております。 
  なお、デリバティブ取引の契約先は、い
ずれも信用度の高い銀行であるため、相手先
の契約不履行による信用リスクは、ほとんど
ないと判断しております。 

 ③ 取引に係るリスクの内容 
         同左   

 ④ 取引に係るリスク管理体制 
  デリバティブ取引の実行及び管理は、取
引権限及び取引限度額等を定めた社内ルール
に従い、商品部が決裁担当者の承認を得て行
っております。また、商品部長は、月ごとの
定例取締役会にデリバティブ報告も含んだ外
貨建仕入報告をすることとなっております。

 ④ 取引に係るリスク管理体制 
         同左   
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 ２ 取引の時価等に関する事項 

前事業年度 
(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 22 年２月 28 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年３月１日 

 至 平成 23 年２月 28 日) 
   該当事項はありません。 

 なお、為替予約取引を行っておりますが、
当事業年度末においては、その残高はありま
せん。 

            同左 

 

（株）パスポート　（7577）　平成23年2月期　決算短信〔日本基準〕（非連結）

－36－



(持分法投資損益等) 
前事業年度（自 平成 21 年３月１日 至 平成 22 年２月 28 日） 

持分法を適用する関連会社がないためため該当事項はありません。 
 
当事業年度（自 平成 22 年３月１日 至 平成 23 年２月 28 日） 
１．関連会社に関する事項 

持分法を適用する関連会社がないためため該当事項はありません。 
 
２．開示対象特別目的会社に関する事項 

当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。 
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(関連当事者情報) 
前事業年度(自 平成 21 年３月１日 至 平成 22 年２月 28 日) 
 該当事項はありません。 
（追加情報） 
 当事業年度から平成 18 年 10 月 17 日公表の「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 企業会計基準第 11 号）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）を適用しております。 
 

当事業年度(自 平成 22 年３月１日 至 平成 23 年２月 28 日) 
 該当事項はありません。 
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(税効果会計関係) 
 

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23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
な原因別の内訳は、次のとおりでありま
す。 

 
繰延税金資産 
 賞与引当金損金算入限度超
過額 18,595千円

 退職給付引当金超過額 70,780 
 未払事業税否認 10,592 
 減損損失 61,505 
 商品評価損 42,715 
 その他 4,417 
 繰延税金資産小計 208,606 
 評価性引当額 △13,293 
 繰延税金資産合計 195,313 
繰延税金負債 
 その他有価証券評価差額金 △1,762 
 繰延税金負債合計 △1,762 
繰延税金資産の純額 193,550 

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別の内訳は、次のとおりでありま
す。 

 
繰延税金資産 
 賞与引当金損金算入限度超
過額 26,896千円

 退職給付引当金超過額 78,950 
 未払事業税否認 17,493 
 減損損失 48,801 
 商品評価損 48,965 
 貸倒引当金損金算入限度超
過額 2,054 

 その他 4,683 
 繰延税金資産小計 227,845 
 評価性引当額 △13,293 
 繰延税金資産合計 214,552 
繰延税金負債 
 その他有価証券評価差額金 △1,887 
 繰延税金負債合計 △1,887 
繰延税金資産の純額 212,664 

  

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項
目別の内訳は、次のとおりであります。 

(％)
法定実効税率 40.7 
（調整） 
 交際費等永久に損金に算入
されない項目 0.1 

 住民税均等割 6.9 
 評価性引当額の増加 △8.9 
 その他 0.6 
税効果会計適用後の法人税等
の負担率 39.4 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項
目別の内訳は、次のとおりであります。 

(％)
法定実効税率 40.7 
（調整） 
 交際費等永久に損金に算入
されない項目 0.1 

 住民税均等割 5.5 
 その他 △0.1 
税効果会計適用後の法人税等
の負担率 46.2 
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(退職給付関係) 
前事業年度(自 平成 21 年３月１日 至 平成 22 年２月 28 日) 
１ 採用している退職給付制度の概要 

退職金規定に基づく社内積立の退職一時金制度であります。 
 
２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 173,951 千円

退職給付引当金 173,951  
 
３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 31,739 千円

退職給付費用合計 31.739  
 

  
 
当事業年度(自 平成 22 年３月１日 至 平成 23 年２月 28 日) 
 
１ 採用している退職給付制度の概要 

退職金規定に基づく社内積立の退職一時金制度であります。 
 
２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 194,030 千円

退職給付引当金 194,030  
 
３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 33,959 千円

退職給付費用合計 33,959  
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(ストック・オプション等関係) 
前事業年度（自 平成 21 年３月１日 至 平成 22 年２月 28 日） 

該当事項はありません。 
 

当事業年度（自 平成 22 年３月１日 至 平成 23 年２月 28 日） 
該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 
 

前事業年度 
(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 22 年２月 28 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年３月１日 

 至 平成 23 年２月 28 日) 
  

１株当たり純資産額 251 円 72 銭

１株当たり当期純利益金額 50 円 72 銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金
額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。 

  
１株当たり純資産額 300 円 44 銭

１株当たり当期純利益金額 54 円 67 銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金
額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。     

(注) 算定上の基礎 
 
１株当たり当期純利益金額 

 

 
前事業年度 

(自平成 21 年３月１日
至平成 22 年２月 28 日)

当事業年度 
(自平成 22 年３月１日
至平成 23 年２月 28 日)

１株当たり当期純利益金額 

 当期純利益（千円） 256,254 276,141

 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（千円） 256,254 276,141

 普通株式の期中平均株式数（千株） 5,051 5,051
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(重要な後発事象) 
 

前事業年度 
(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 22 年２月 28 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年３月１日 

 至 平成 23 年２月 28 日) 
第 18 回無担保社債の発行について 
 平成 22 年３月 23 日の取締役会の決議に基づ
き、第 18 回無担保社債を下記概要のとおり発
行しております。 

社債の種類 第 18 回無担保社債 
社債総額 １億円 
利率 0.69％ 

発行年月日 平成 22 年３月 31 日 
償還方法 平成 22 年９月 30 日を第１

回償還日として、その後毎年
３月 31 日及び９月 30 日に
額面１千７百万円を償還し、
平成 25 年３月 29 日に残額
を償還する。 

資金の使途 事業資金 
 

 

１.社債の発行について  
第 20 回無担保社債の発行について 
 平成 23 年２月 21 日の取締役会の決議に基づ
き、第 20 回無担保社債を下記概要のとおり発
行しております。 

社債の種類 第 20 回無担保社債 
社債総額 ５千万円 
利率 0.78％ 

発行年月日 平成 23 年３月 22 日 
償還方法 平成 23 年９月 22 日を第１

回償還日として、その後毎年
３月 22 日及び９月 22 日に
額面５百万円を償還し、平成
28 年３月 22 日に残額を償還
する。 

資金の使途 事業資金 
 
第 21 回及び第 22 回無担保社債の発行について
 平成 23 年３月 22 日の取締役会の決議に基づ
き、第 21 回及び第 22 回無担保社債を下記概要
のとおり発行しております。 
社債の種類 第 21 回無担保社債 第 22 回無担保社債

社債総額 １億円 １億円 
利率 0.79％ 0.72％ 

発行年月日 平成 23 年３月 30 日 平成 23 年３月 31 日

償還方法 平成 23 年９月
30 日を第１回
償還日として、
その後毎年３月
30 日及び９月
30 日に額面１
千万円を償還
し、平成 28 年
３月 30 日に残
額を償還する。 

平成 23 年９月
30 日を第１回
償還日として、
その後毎年３月
31 日及び９月
30 日に額面１
千万円を償還
し、平成 28 年
３月 31 日に残
額を償還する。

資金の使途 事業資金 事業資金 
 
２．震災による損害の発生  
 
 平成 23 年３月 11 日に発生しました東日本大
震災により、宮城県３店舗、福島県２店舗、茨
城県３店舗等が被害を受けました。これによ
り、店舗建物、器具及び備品、商品の一部が損
傷いたしましたが、現地の立入りが制限されて
おり、詳細な被害状況については未だ調査中で
あります。 
  したがって、現時点で、修繕工事等に係る費
用を含めた実質損害額、復旧の見通し及び震災
による被害が翌期の営業活動等に及ぼす影響を
合理的に見積もることは困難であります。  
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5. その他 

(1) 役員の異動 

 
決定次第お知らせいたします。 
 
 

(2) その他 

 
   該当事項はありません。 
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