
 

平成 17 年 8 月期   個別財務諸表の概要        平成17年10月21日 

会 社 名 株式会社 サ ダ マ ツ            上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ  

コ ー ド 番 号 2736                    本社所在都道府県 長崎県 

（ＵＲＬ http://www.b-sophia.co.jp） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役 
        氏    名 貞松 隆弥 
問い合わせ先 責任者役職名 専務取締役  

        氏    名 西川 新二        ＴＥＬ（092）734－9657     

決算取締役会開催日  平成17年10月21日   中間配当制度の有無  有  

配当支払開始予定日  平成17年11月28日  定時株主総会開催日  平成17年11月25日  

単元株制度採用の有無 有（１単元1,000株） 

 

１．17年8月期の業績（平成16年9月1日～平成17年8月31日）   

(1) 経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

17年8月期 

16年8月期 

百万円   ％

4,894（ 5.1）

4,658（10.2）

百万円   ％

227（△27.2）

313 (△15.3）

百万円   ％

199（△29.7）

284（△19.0）

 

 当期純利益 
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

株主資本

当期純利益率

総 資 本 

経常利益率 

売 上 高

経常利益率

 

17年8月期 

16年8月期 

百万円   ％ 

△65（△166.6） 

98（△ 44.1） 

円  銭

△7  61

19  23

円  銭

△7  55

19  03

％

△3.9

7.5

％ 

5.0 

8.8 

％

4.1

6.1

(注)①期中平均株式数      17年8月期  9,486,175株    

②会計処理の方法の変更   有 

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

(2) 配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 

(年 間) 
配当性向 

株主資本 

配 当 率 

 

17年8月期 

16年8月期 

円  銭

4  00

7  00

円  銭 

 0   00 

0   00 

円  銭

4  00

7  00

百万円

41

32

％ 

― 

36.4 

％

2.2

2.2

 (3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 

17年8月期 

16年8月期 

百万円 

4,519 

3,502 

百万円

1,901

1,472

％ 

42.1 

42.0 

円   銭

167   33

312   72

(注)①期末発行済株式数   17年8月期  11,327,000株   16年8月期  4,667,000株 

②期末自己株式数    17年8月期      ―株   16年8月期      ―株 

２．18年8月期の業績予想（平成17年9月1日～平成18年8月31日） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 

中間期 

通 期 

百万円 

4,008 

7,600 

百万円

160

300

百万円

148

200

円 銭

0 00

― 

円 銭 

― 

4 00 

円 銭

― 

4 00

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)   17円  66銭 

 

 
(注)上記に記載した数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不特定な要素を含んでおりま

す。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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  個別財務諸表等 

  財務諸表 

① 貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成16年８月31日) 
当事業年度 

(平成17年８月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  371,132 591,705   220,572

２ 売掛金  192,517 266,063   73,546

３ 商品  1,664,494 1,946,637   282,142

４ 貯蔵品  14,197 17,416   3,218

５ 前払費用  7,503 8,417   914

６ 繰延税金資産  5,994 8,860   2,865

７ その他  14,259 18,425   4,166

貸倒引当金  △422 △627   △205

流動資産合計  2,269,677 64.8 2,856,899 63.2  587,222

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産    

１ 建物  90,494 94,094  3,599 

減価償却累計額  △47,407 △55,904  △8,497 

減損損失累計額  ― 43,086 △4,247 33,942  △4,247 △9,144

２ 工具器具備品  35,316 35,242  △73 

減価償却累計額   

減損損失累計額  

△24,598
― 10,717

△26,068
△937 8,236  

△1,470 
△937 △2,481

３ 土地  
156,214 140,963

 
△15,251

有形固定資産合計  210,019 6.0 183,141 4.0 
 

△26,877

(2) 無形固定資産    

１ ソフトウエア  1,251 812   △439

２ 電話加入権  4,776 4,776   ―

無形固定資産合計  6,028 0.2 5,589 0.1  △439

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券  113,692 98,692   △15,000

２ 関係会社株式  ― 9,863   9,863

３ 出資金  37,017 37,007   △10

４ 関係会社長期貸付金  ― 413,330   413,330

５ 破産債権、更生債権 
  その他これらに準ずる 
  債権 

 48,000 48,000   ―

６ 長期前払費用  148,549 132,651   △15,897

７ 繰延税金資産  68,726 160,457   91,730

８ 差入保証金  603,119 710,615   107,496

９ その他  27,709 27,591   △117

貸倒引当金  △48,000 △48,000   ―

関係会社投資損失引当金  ― △132,500   △132,500

投資その他の資産合計  998,813 28.5 1,457,708 32.3  458,895

固定資産合計  1,214,861 34.7 1,646,440 36.4  431,578

Ⅲ 繰延資産    

１ 新株発行費  4,790 9,602   4,812

２ 社債発行費  13,449 6,724   △6,724

繰延資産合計  18,240 0.5 16,327 0.4  △1,912

資産合計  3,502,779 100.0 4,519,667 100.0  1,016,888
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前事業年度 
(平成16年８月31日) 

当事業年度 
(平成17年８月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形  158,250 290,918   132,668

２ 買掛金  131,167 117,976   △13,191

３ 短期借入金 ※１ 200,000 570,000   370,000

４ 一年以内返済予定の 
  長期借入金 

 28,845 9,830   △19,015

５ 一年以内償還予定の社債  120,000 120,000   ―

６ 未払金  68,635 198,707   130,072

７ 未払法人税等  40,895 48,744   7,848

８ 未払消費税等  ― 16,933   16,933

９ 未払費用  79,566 92,938   13,371

10 前受金  26,831 50,337   23,505

11 預り金  15,628 16,260   631

12 賞与引当金  7,100 6,250   △850

13 その他  ― 229   229

流動負債合計  876,921 25.0 1,539,126 34.0  662,204

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  1,020,000 900,000   △120,000

２ 長期借入金  9,830 ―   △9,830

３ 退職給付引当金  46,015 46,374   359

４ 役員退職慰労引当金  77,049 103,062   26,012

４ リース資産減損勘定  ― 28,705   28,705

５ その他  600 600   ―

固定負債合計  1,153,495 33.0 1,078,742 23.9  △74,752

負債合計  2,030,417 58.0 2,617,868 57.9  587,451

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※２ 468,504 13.4 739,552 16.4  271,048

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  434,344 703,996  269,652 

資本剰余金合計  434,344 12.4 703,996 15.6  269,652

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  8,000 8,000  ― 

２ 任意積立金    

(1)特別償却準備金  308 214  △93 

(2)別途積立金  358,000 408,000  50,000 

３ 当期未処分利益  203,205 42,034  △161,171 

利益剰余金合計  569,514 16.2 458,249 10.1  △111,264

資本合計  1,472,362 42.0 1,901,798 42.1  429,436

負債資本合計  3,502,779 100.0 4,519,667 100.0  1,016,888
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② 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高  4,658,271 100.0 4,894,491 100.0 236,220

Ⅱ 売上原価   

１ 期首商品棚卸高  1,216,061 1,664,494  448,433

２ 当期商品仕入高  2,683,841 2,631,698  △52,143

合計  3,899,902 4,296,192  396,290

３ 他勘定振替高 ※１ 483 5,720  5,236

４ 期末商品棚卸高  1,664,494 2,234,924 48.0 1,946,637 2,343,834 47.9 282,142 108,910

売上総利益  2,423,347 52.0 2,550,656 52.1 127,309

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 2,110,018 45.3 2,322,670 47.4 212,652

営業利益  313,328 6.7 227,986 4.7 △85,342

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  37 2,682  2,645

２ 受取配当金  15 15  ―

３ 仕入割引  2,531 ―  △2,531

４ 受取家賃  1,142 1,142  ―

５ 雇用助成金収入  723 ―  △723

６ その他  2,225 6,676 0.1 2,162 6,003 0.1 △63 △672

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  6,372 5,311  △1,061

２ 社債利息  11,086 10,900  △186

３ 新株発行費償却  2,395 5,994  3,598

４ 社債発行費償却  6,724 6,724  ―

５ 社債保証料  4,689 4,710  21

６ その他  4,269 35,538 0.7 405 34,046 0.7 △3,864 △1,491

経常利益  284,466 6.1 199,942 4.1 △84,523

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益  100 100 0.0 ― ―  △100 △100

Ⅶ 特別損失   

１ 前期損益修正損 ※３ 7,654 ―  △7,654

２ 退職給付会計基準変更時 
  差異償却額  

 5,630 5,630  ―

３ 過年度役員退職慰労 
  引当金繰入額 

 18,062 18,062  ―

４ 店舗閉鎖損失 ※４ 17,563 13,709  △3,854

５ 投資有価証券評価損  ― 15,000  15,000

６ 商品評価損  ― 3,916  3,916

７ 商品盗難損失  483 703  219

８ 貸倒引当金繰入額  48,000 ―  △48,000

９ 関係会社投資損失引当金繰入額  ― 132,500  132,500

10 リース解約損  ― 30,863  30,863

11 減損損失  ― 56,006  56,006

12 その他  698 98,092 2.1 56 276,448 5.7 △641 178,355

税引前当期純利益又は税引前当
期純損失（△） 

 186,473 4.0 △76,505 △1.6 △262,979

法人税、住民税及び事業税  105,401 83,785  △21,615

法人税等調整額  △17,613 87,788 1.9 △94,595 △10,810 △0.3 △76,982 △98,598

当期純利益又は当期純損失(△)  98,685 2.1 △65,695 △1.3 △164,381

前期繰越利益  104,520 107,730  3,210

当期未処分利益  203,205 42,034  △161,171
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③ キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前事業年度 

(自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税引前当期純利益  186,473

２ 減価償却費  40,486

３ 貸倒引当金の増加額  47,900

４ 賞与引当金の減少額  △19,457

５ 退職給付引当金の増加額  3,210

６ 役員退職慰労引当金の増加額  26,012

７ 受取利息及び受取配当金  △52

８ 支払利息及び社債利息  17,459

９ 新株発行費償却  2,395

10 社債発行費償却  6,724

11 店舗閉鎖損失  2,786

12 売上債権の減少額  32,150

13 棚卸資産の増加額  △445,497

14 その他の流動資産の増加額  △8,068

15 仕入債務の減少額  △108,665

16 未払費用の増加額  27,340

17 前受金の増加額  1,601

18 その他の流動負債の減少額  △49,540

19 役員賞与の支払額  △16,100

20 その他  698

小計  △252,140

21 利息及び配当金の受取額  52

22 利息等の支払額  △12,740

23 法人税等の支払額  △164,086

営業活動によるキャッシュ・フロー  △428,915

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 定期預金の預入による支出  △54,105

２ 定期預金の払戻による収入  54,105

３ 有形固定資産の取得による支出  △9,113

４ 無形固定資産の取得による支出  △25

５ 差入保証金の差入による支出  △104,971

６ 差入保証金の返戻による収入  24,278

７ その他投資取得による支出  △15,103

８ その他投資回収による収入  550

投資活動によるキャッシュ・フロー  △104,385

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 短期借入れによる収入  400,000

２ 短期借入金の返済による支出  △642,000

３ 長期借入金の返済による支出  △515,569

４ 社債の発行による収入  1,161,598

５ 社債の償還による支出  △60,000

６ 株式の発行による収入  235,422

７ 配当金の支払額  △28,455

財務活動によるキャッシュ・フロー  550,996

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  17,694

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  353,438

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 371,132
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④ 利益処分案 

 

  
第41期 

(平成16年８月期) 
第42期 

(平成17年８月期) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  203,205 42,034  △161,171

Ⅱ 任意積立金取崩高    

 １ 別途積立金取崩高  ― 100,000  100,000 

２ 特別償却準備金 
  取崩高 

 93 93 93 100,093 ― 100,000

合計  203,299 142,128  △61,171

Ⅲ 利益処分額    

１ 配当金  32,669 41,322  8,653 

２ 役員賞与金  12,900 6,450  △6,450 

(うち監査役賞与金)  (500) (250)  (△250) 

３ 任意積立金    

別途積立金  50,000 95,569 ― 47,772 △50,000 △47,797

Ⅳ 次期繰越利益  107,730 94,356  △13,374
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前事業年度(自 平成15年９月１日 至 平成16年８月31日) 

該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成16年９月１日 至 平成17年８月31日) 

該当事項はありません。 

 

重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 その他有価証券 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

 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 

個別法による原価法を採用してお

ります。 

(1) 商品 

同左 

 (2) 貯蔵品 

終仕入原価法による原価法を採

用しております。 

(2) 貯蔵品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定率法(ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(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 ２年～17年

工具器具備品 ３年～20年
 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2) 無形固定資産 

ソフトウエア(自社利用)について

は、社内における利用可能期間(５

年)による定額法を採用しておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

均等償却によっております。 

なお、償却期間については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 （1) 社債発行費 

商法施行規則の規定に基づき 長

期間(３年)で、毎期均等額を償却し

ております。 

（2) 新株発行費 

商法施行規則の規定に基づき 長

期間(３年)で、毎期均等額を償却し

ております。 

(1) 社債発行費 

同左 

 

 

(2) 新株発行費 

同左 
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項目 

前事業年度 

(自 平成15年９月１日 

至 平成16年８月31日) 

当事業年度 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 

 (追加情報) 

  新株発行費の会計処理について、新株

発行を行った直近事業年度(平成14年８

月期)までは支出時に全額費用としてお

りましたが、当事業年度より商法施行規

則の規定に基づき３年間で均等償却する

方法に変更しました。この変更は、資金

調達費用として同様の性質を有する社債

発行費の会計処理との整合性を持たせる

ために行ったものであります。この結

果、従来と同様の方法によった場合に比

較して、経常利益及び税引前当期純利益

はいずれも4,790千円多く計上されてお

ります。 

(追加情報) 

           

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。 

(2)          

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2) 関係会社投資損失引当金 

  関係会社に対する投融資により発生

の見込まれる損失に備えるため、その資産内容

等を検討して計上しております。 

 (3) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えて、賞与

支給見込額の当期負担額を計上しており

ます。 

(追加情報) 

当事業年度において、店舗従業員を対

象として、賞与制度を廃止し業績給制度

に移行しました。この結果、当事業年度

末では支給対象期間に関わる個人別未払

業績給が確定することとなり、確定業績

給額は未払費用に含めて表示しておりま

す。(当事業年度末15,091千円) 

(3) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給

見込額の当期負担額を計上しております。 

 (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(28,150千

円)については、５年による均等額を費

用処理しております。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

 (5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金規程(内規)に基づき

期末要支給額を計上しております。 

なお、変更時の過年度相当額(90,312

千円)については、５年による均等額を

費用処理しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

６ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

７ 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か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。 

             

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は、税抜方式に

より処理しております。 

消費税等の処理方法 

同左 
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 会計処理の変更 

前事業年度 
(自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

――――― 固定資産の減損に係る会計基準 

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15

年10月31日）が平成16年3月31日に終了する事業年度に

係る財務諸表から摘要できることになったことに伴い、

当事業年度から同会計基準及び同適用指針を適用してお

ります。これにより税引前当期純利益は56百万円減少し

ております。 

 なお、減損損失累計額については、各資産科目に対す

る控除科目として掲記しております。 

 

追加情報 

前事業年度 
(自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

                事業税の外形標準課税制度 

地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1

日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取り扱い」(平成16年2月13日企業会計基準

委員会実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加

価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が9,637千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、

9,637千円減少しております。 

 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成16年８月31日) 

当事業年度 
(平成17年８月31日) 

※１ 当座貸越契約 

   当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しておりま

す。 

   当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金

未実行残高等は次のとおりです。 

当座貸越極度額の総額 800,000千円

借入実行残高  100,000千円

差引額 700,000千円
 

※１ 当座貸越契約 

   当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しておりま

す。 

   当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金

未実行残高等は次のとおりです。 

当座貸越極度額の総額 1,400,000千円

借入実行残高  500,000千円

差引額 900,000千円
 

※２ 会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 15,060,000株

発行済株式総数 普通株式 4,667,000株
 

※２ 会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 30,120,000株

発行済株式総数 普通株式 11,327,000株
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(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

※１ 他勘定振替高は盗難等による商品の減少高であり

ます。 

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

   盗難損失              573千円 

   株主優待(交際費)         1,161千円 

   商品評価損            3,901千円 

   その他                84千円 

      計                                5,720千円 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は78.5％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は21.5％

であります。 

当期より同業他社との比較を可能にするために

販売費及び一般管理費を見直し、従来は一般管理費

としておりました店舗の人件費及び店舗家賃等を販

売費として処理、その他の本部費用及び共通費用を

一般管理費としております。 

従来と同一の区分を適用すると、販売費

22.6％、一般管理費77.4％であります。 

販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額

は次のとおりです。 

給与・賞与 766,440千円

賞与引当金繰入額 7,100千円

退職給付費用 1,893千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,950千円

地代家賃 375,646千円

広告宣伝費 251,162千円

賃借料 130,137千円

法定福利費 91,898千円

販売促進費 110,425千円

販売手数料 55,501千円

減価償却費 36,660千円
 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は79.5％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は

20.5 ％であります。 

 

 

 

 

 

 

 

販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額

は次のとおりです。 

給与・賞与 833,187千円

賞与引当金繰入額 6,250千円

退職給付費用 8,195千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,950千円

地代家賃 434,065千円

広告宣伝費 272,711千円

賃借料 165,268千円

法定福利費 100,228千円

販売促進費 102,488千円

販売手数料 43,326千円

減価償却費 38,468千円
 

  

※３ 前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。

過年度社会保険料 5,301千円

過年度販売広告費 2,200千円

過年度支払報酬 153千円

  計          7,654千円
 

※３        ――――― 

※４ 店舗閉鎖損失の内訳は次のとおりであります。 

内部設備リース料残額 7,468千円

固定資産除却 2,786千円

原状回復費 4,200千円

契約違約金 3,108千円

  計          17,563千円
 

※４ 店舗閉鎖損失の内訳は次のとおりであります。 

固定資産除却 1,455千円

原状回復費 5,169千円

契約違約金 7,085千円

計                 13,709千円
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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15年９月１日 

至 平成16年８月31日) 

※ 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 

 (平成16年８月31日) 

現金及び預金勘定 371,132千円

現金及び現金同等物 371,132千円
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(リース取引関係) 

 

前事業年度 
(自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
工具器具 
備品 

ソフト 
ウェア 

合計 

 (千円) (千円) (千円) 

取得価額相当額 623,818 44,910 668,728

減価償却累計額 
相当額 

279,207 12,731 291,938

期末残高相当額 344,611 32,178 376,789
 

(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 
備品 

ソフト 
ウェア 

合計 

 (千円) (千円) (千円) 

取得価額相当額 665,057 132,566 797,624

減価償却累計額
相当額 

288,226 38,260 326,486

減損損失累計額
相当額 

27,196 ― 27,196

期末残高相当額 349,633 94,306 443,940
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 119,825千円

１年超 260,854千円

合計 380,680千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 148,156千円

１年超 323,639千円

合計 471,795千円

リース資産減損勘定期末残高 28,303千円
 

(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 113,371千円

減価償却費相当額 105,692千円

支払利息相当額 6,737千円
 

(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 156,213千円

減価償却費相当額 148,595千円

リース資産勘定の取崩額 4,551千円

支払利息相当額 7,178千円

減損損失 32,855千円
 

※上記の他に、ソフトウェア開発に伴うリース

履行債務残高99,300千円（うち1年内19,860千

円）があります。 

 

(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 

 
 

(有価証券関係) 

前事業年度(平成16年８月31日) 

 

１ 時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額(平成16年８月31日) 

 

 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 113,692 
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当事業年度(平成17年８月31日) 

 

１ 時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額(平成17年８月31日) 

 

 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 98,692 

 

  

 

(デリバティブ取引関係) 

前事業年度(自 平成15年９月１日 至 平成16年８月31日) 

当社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。 

(デリバティブ取引関係) 

当事業年度(自 平成16年９月１日 至 平成17年８月31日) 

当社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。 
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(税効果会計関係) 

 

 
前事業年度 

(平成16年８月31日) 
当事業年度 

(平成17年８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 

  

繰延税金資産(流動) 

棚卸資産評価損否認額 

未払事業税 

賞与引当金繰入限度超過額 

貸倒引当金繰入限度超過額 

未払金（社会保険料） 

繰延税金資産(固定) 

投資有価証券評価損否認額 

退職給付引当金繰入限度超過額 

役員退職慰労引当金 

貸倒引当金繰入限度超過額 

減損損失 

子会社投資損失引当金 

過年度償却超過額 

繰延税金資産計 

繰延税金負債(固定) 

特別償却準備金認容 

繰延税金負債計 

繰延税金資産の純額 
 

 

 ―千円

 3,123千円

 2,871千円

 ―千円

 ―千円

 

 ―千円

 17,542千円

 31,158千円

 19,411千円

 ―千円

 ―千円

 759千円

 74,867千円

 

 145千円

 145千円

 74,721千円
 

 

 1,583千円

 4,011千円

 2,527千円

 253千円

 483千円

 

 6,066千円

 18,282千円

 41,678千円

 19,411千円

 20,758千円

 53,583千円

 759千円

 169,399千円

 

 82千円

 82千円

 169,317千円
 

  繰延税金資産(固定)から直接控除された

繰延税金負債(固定)の金額 

 

 145千円
 

 

 82千円
 

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 

  

法定実効税率 

(調整) 

交際費等永久に損金算入されない項目 

住民税等均等割 

過年度一時差異調整 

税率変更による期末繰延税金資産の減

額修正 

その他 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 
  

 41.8％

 

 1.0％

 3.0％

 ―％

 1.4％

 

 △0.1％

 47.1％
  

 40.4％

 

 △3.3％

 △24.9％

 1.7％

 ―％

 

 0.2％

 14.1％
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(持分法損益等) 

  前事業年度(自 平成15年９月１日 至 平成16年８月31日) 

該当事項はありません。 

 

(持分法損益等) 

  当事業年度(自 平成16年９月１日 至 平成17年８月31日) 

該当事項はありません。 
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 関連当事者との取引 

前事業年度(自 平成15年９月１日 至 平成16年８月31日) 

役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員 貞松豊二郎 ― ― 
当社の 
取締役会長 

(被所有) 
直接 10.92

― ― 

店舗賃貸借
契約および
リース契約
に対する連
帯保証 
(注)１ 

16,655 ― ―

役員 貞松隆弥 ― ― 
当社の代表 
取締役社長 

(被所有) 
直接 16.66

― ― 

店舗賃貸借
契約および
リース契約
に対する連
帯保証 
(注)１ 

15,852 ― ―

(注) １ 当社は、店舗賃貸借契約及びリース契約に対して、取締役会長貞松豊二郎及び代表取締役社長貞松隆弥

より連帯保証を受けております。なお、当該連帯保証に対し、保証料の支払いは行っておりません。取

引金額は、平成16年８月31日時点のリース料残高を記載しております。店舗賃貸借契約につきましては、

当社店舗数34店舗(平成16年８月31日現在)のうち、取締役会長貞松豊二郎に11店舗、代表取締役社長貞

松隆弥に３店舗の連帯保証を受けております。 

２ 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

 

当事業年度(自 平成16年９月１日 至 平成17年８月31日) 

役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員 貞松豊二郎 ― ― 
当社の 
取締役会長 

(被所有) 
直接 9.00 

― ― 

店舗賃貸借
契約および
リース契約
に対する連
帯保証 
(注)１ 

852 ― ―

役員 貞松隆弥 ― ― 
当社の代表 
取締役社長 

(被所有) 
直接 13.73

― ― 

店舗賃貸借
契約および
リース契約
に対する連
帯保証 
(注)１ 

3,965 ― ―

役員及
びその
近親者 

貞松栄子 ― ― 
当社の代表
取締役社長

の実母

(被所有) 
直接 5.91 

― ― 顧問料 4,800 未払費用 400

(注) １ 当社は、店舗賃貸借契約及びリース契約に対して、取締役会長貞松豊二郎及び代表取締役社長貞松隆弥

より連帯保証を受けております。なお、当該連帯保証に対し、保証料の支払いは行っておりません。取

引金額は、平成17年８月31日時点のリース料残高を記載しております。店舗賃貸借契約につきましては、

当社店舗数34店舗(平成16年８月31日現在)のうち、取締役会長貞松豊二郎に11店舗、代表取締役社長貞

松隆弥に３店舗の連帯保証を受けております。 

２ 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 



ファイル名:20051021__個別財務諸表2～ 更新日時:10/21/2005 10:55:00 AM 印刷日時:05/10/21 10:57 

 18  

(１株当たり情報) 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

１株当たり純資産額 312円72銭 167円33銭

１株当たり当期純利益又は当期純損  
失（△） 

19円23銭 △7円61銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益又は当期純損  
失（△） 

19円03銭 △7円55銭

 

(注) 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。 

 前事業年度 
(自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益又は当期純損失（△）

（千円） 

98,685 △65,695 

普通株主に帰属しない金額（千円） 12,900 6,450 

（うち利益処分による役員賞与金） （12,900） （6,450）

普通株式に係る当期純利益又は当期

純損失（△）（千円） 

85,785 △72,145 

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,462 9,486 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
  

当期純利益調整額（千円） ― ― 

普通株式増加数（千株） 45 68 

（新株予約権） （45） （68）

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 

― ― 

 

（当期中の発行済株式数の増加） 

発行年月日 発行形態 発行株式数（千株） 発行価格（円） 資本組入額（円） 

平成17年8月2日 有償一般募集 1,800 271.30 135.30 

平成17年8月24日 第三者割当 193 271.30 135.30 
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(重要な後発事象) 

 
 

前事業年度 
(自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

株式の分割 

当社は、平成16年７月29日開催の取締役会の決議に

もとづき、下記のとおり株式分割を実施いたしまし

た。 

(1)株式分割の目的 

 １株当たりの投資金額を引き下げ、株式の流動性

を高めるとともに、株主数の増加を図ることを目的

としております。 

(2)株式分割の概要 

  平成16年10月20日付をもって、次のとおり普通株

式１株を２株に分割する。 

１ 分割の方法 

平成16年８月31日 終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または記録された株主の所有株式数

を、１株につき２株の割合をもって分割する。 

２ 分割により増加する株式数 

普通株式とし、平成16年８月31日 終の発行済

株式総数に１を乗じた株式数とする。 

(3)日程 

  株式分割基準日      平成16年８月31日 

  効力発生日        平成16年10月20日 

(4)配当起算日         平成16年９月１日 

(5)１株当たり情報に及ぼす影響 

  当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報 

  １株当たり純資産額        142円62銭 

  １株当たり当期純利益        19円72銭 

  潜在株式調整後１株当たり 

  当期純利益            19円65銭 

  当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場

合の当事業年度における1株当たり情報 

  １株当たり純資産額        156円36銭 

  １株当たり当期純利益        9円61銭 

  潜在株式調整後１株当たり 

  当期純利益             9円51銭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(持分取得による会社の取得) 

平成17年10月11日開催の取締役会において、中華民国

の現地法人である維璦國際有限公司(日本名：ヴィエ

ール インターナショナル有限会社)の出資金の90%を

取得して子会社とすることを決議し、平成17年10月13

日に出資を行い、子会社としました。 

 

１. 取得の目的 

中華民国の臺北市を中心とした日系百貨店(三越、

そごう等)に店舗展開をすることにより、将来の海

外(アジア)出店戦略の足がかりとし、アジアでの生

産体制の強化をはかるためであります。 

 

２. 持分取得の相手会社の名称 

維璦國際有限公司 

(日本名：ヴィエール インターナショナル有限会社)  

３. 資本金    

500万元(18,065,500円) 

４. 事業の内容 

宝飾品の輸入、販売 

５. 取得する持分の額、取得価額及び取得後の持分比

率 

取得する持分の額(持分比率)    450万元(90%) 

取得価額            450万元 

(16,258,950円) 

６. 支払資金の調達方法及び支払い方法 

手許資金の一括支払いによっております。    

 (連結子会社との合併) 

当社は、当社の保有する首都圏での店舗網及び企画製造

機能を有機的に結集するために、当社完全子会社である

株式会社ヴィエールと平成17年10月14日付で合併契約を

締結し、平成18年1月１日にて吸収合併をおこないま

す。 

１. 合併期日 

平成17年10月14日 

２. 合併の形式 

当社を存続会社する吸収合併方式で、株式会社ヴィ

エールは解散いたします。 

被合併会社は100%連結子会社であり、合併手続は商

法第413条ノ3第1項に規定する簡易合併の方法によっ

ております。 

合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交

付金の支払いは行いません。 

３. 財産の引継 

合併期日において、株式会社ヴィエールの資産、負

債及び権利義務の一切を引継ぐこととします。 
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前事業年度 
(自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

 4. 株式会社ヴィエールの平成17年8月31日現在の資

産、負債及び資本の状況 

 資産合計    938,465千円 

 負債合計   1,071,402千円 

 資本合計   △132,936千円※ 

※ 株式会社ヴィエールは、平成17年10月11日200,000千

円の増資(資本金100,000千円、資本準備金100,000千

円)を行い、債務超過の解消をしております。 

5. 合併に先立つ現物出資 

当社は、平成17年10月11日の合併に先立ち、 

株式会社ヴィエールの債務超過を解消するために 

当社の株式会社ヴィエールに対する債権を現物出

資いたしました。 

(１)  現物出資する資産                 貸付金

(２)  現物出資の額        200,000千円

(３)  現物出資の時期     平成17年10月11日
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