
【表紙】 

  

  

  

【提出書類】 有価証券報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条第１項 

【提出先】 東海財務局長 

【提出日】 平成18年４月14日 

【事業年度】 第35期（自 平成17年１月21日 至 平成18年１月20日） 

【会社名】 株式会社ツルヤ靴店 

【英訳名】 TSURUYA SHOE STORE CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  服部 博幸 

【本店の所在の場所】 名古屋市千種区今池三丁目４番10号 

【電話番号】 ０５２(７３２)７７８９ 

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長  二村 克彦 

【最寄りの連絡場所】 名古屋市千種区今池三丁目４番10号 

【電話番号】 ０５２(７３２)７７８９ 

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長  二村 克彦 

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所 

（名古屋市中区栄三丁目３番17号） 



第一部【企業情報】 

  

第１【企業の概況】 

  

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結経営指標等」については記載しておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．当社には関連会社がないため、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。 

４．潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は記載しておりません。 

  

回次 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期 

決算年月 平成14年１月 平成15年１月 平成16年１月 平成17年１月 平成18年１月

売上高（千円） 11,275,839 11,106,135 12,397,299 15,323,217 17,634,133

経常利益（千円） 784,329 581,111 565,203 589,495 1,222,159

当期純利益（千円） 381,173 282,941 296,763 278,999 619,324

持分法を適用した場合の投資
利益（千円） 

－ － － － －

資本金（千円） 662,146 833,646 833,646 833,646 1,829,166

発行済株式総数（株） 4,569,350 5,069,350 5,069,350 5,069,350 6,429,350

純資産額（千円） 4,123,812 4,707,751 4,975,548 5,227,832 7,846,745

総資産額（千円） 11,786,818 13,759,567 15,144,289 17,110,027 20,665,260

１株当たり純資産額（円） 902.49 928.67 981.49 1,031.26 1,220.46

１株当たり配当額 
（内１株当たり中間配当額） 
（円） 

7.00 
（－）

7.00
（－）

7.00
（－）

7.00 
（－）

7.00
（－）

１株当たり当期純利益（円） 83.41 60.68 58.54 55.03 121.37

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益（円） 

－ － － － －

自己資本比率（％） 35.0 34.2 32.9 30.6 38.0

自己資本利益率（％） 9.7 6.4 6.1 5.5 9.5

株価収益率（倍） 8.6 11.5 12.8 14.4 16.1

配当性向（％） 8.4 12.5 12.0 12.7 7.3

営業活動によるキャッシュ・
フロー（千円） 

557,285 370,376 460,043 821,029 1,441,579

投資活動によるキャッシュ・
フロー（千円） 

△3,775,511 △1,001,822 △79,722 △394,109 △1,909,406

財務活動によるキャッシュ・
フロー（千円） 

1,332,933 1,808,076 599,365 900,267 2,412,269

現金及び現金同等物の期末残
高（千円） 

1,357,797 2,534,427 3,514,114 4,841,302 6,785,745

従業員数 
（ほか、平均臨時雇用者数)
（人） 

209 
（69）

237
（90）

264
（132）

356 
（155）

462
（115）



２【沿革】 

 当社の創業者服部基春が昭和６年12月名古屋市昭和区天池通に靴小売及び修理を目的とし、個人商店ツルヤ靴店を開店し営業

を営んできました。 

 その後、昭和28年６月に合資会社ツルヤ靴店（出資金80万円,代表者服部基春）に改組しました。 

 昭和46年10月に株式会社ツルヤ靴店(資本金40万円,代表取締役服部基春)を設立いたしました。 

  

年月 事項

昭和46年10月 株式会社ツルヤ靴店を設立 

昭和47年２月 合資会社ツルヤ靴店の事業及び店舗を包括承継し、本格的に事業展開 

平成４年10月 本社新社屋（６階建）を竣工（コンピュータによる管理体制の充実を図る） 

平成５年10月 東京都世田谷区に下北沢店を開店（関東進出の拠点） 

平成６年９月 ASBee'sブランドで商品開発を行い、各店において販売を開始 

平成８年１月 POSレジ化によって管理体制を強化 

平成12年５月 有限会社ツルヤ商事と合併 

平成12年12月 名古屋証券取引所市場第二部に株式を上場 

平成14年10月 兵庫県伊丹市に伊丹店を開店（関西地区最初の出店） 

平成15年２月 東京都渋谷区に渋谷センター街店を開店 

平成15年５月 北海道函館市に函館店を開店（３大都市圏以外での最初の出店） 

平成16年６月 愛知県一宮市（旧葉栗郡木曽川町）に新業態のTSURUYA FORUM木曽川店を開店 

平成17年３月 50店舗に到達 

平成17年12月 イオン株式会社と業務・資本提携 



３【事業の内容】 

 当社は全国展開を目指し、北海道から九州まで店舗を有し、常にお客様のニーズに応える「履きやすくよりファッショナブル

でより健康によい快適なシューズライフをリーズナブルプライスで提供する」ことをモットーに、主に紳士靴、婦人靴及びス

ポーツ靴の販売を行っております。 

 また、新業態ＴＳＵＲＵＹＡ ＦＯＲＵＭにおいてインポート雑貨も販売しております。 

 当社はイオングループのショッピングセンターにも出店し、商品の販売を行っております。 

 商品の消費者への販売は接客販売を基本とし、当社の店舗により行い、一部については雑誌及びインターネット等を利用した

通信販売も行っております。 

 当社の事業系統図は次のとおりであります。 

  

 

  

  ※ その他の関係会社 

  

  



４【関係会社の状況】 

 当社は、企業グループを構成する親会社、子会社及び関連会社を有しておりませんが、次のとおり、その他の関係会社があり

ます。 

  

その他の関係会社 

 （注）１．議決権の被所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

    ２．イオン㈱は有価証券報告書の提出会社であります。 

  

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業内容
議決権の被所有
割合（％） 

関係内容 

イオン㈱ 千葉市美浜区 101,798 総合小売業
21.1
（4.0） 

業務・資本提携先。 
当社はイオン㈱が所有する
ショッピングセンターに店
舗出店しております。 



５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者（パートタイマー及びアルバイト）の人数は( )内に年間の平均人員を外数で

記載しております。 

２．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。 

３．従業員が前期末に比べ106名増加しているのは、店舗出店に伴う新規採用と臨時雇用者の正社員化による正社員比率の上

昇が要因であります。 

  

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりません。なお、労使関係については、特に記載すべき事項はありません。 

  

  

    平成18年１月20日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

462（115） 30.8 4.3 3,433,255 



第２【事業の状況】 

  

 当社の消費税等に係る会計処理は税抜方式によっているため、この項に記載の売上高、仕入高等の金額には、消費税等は含まれ

ておりません。 

  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当期におけるわが国の経済は、円安や原油価格の高騰など景気への不安材料が浮上し、また、年金問題など将来訪れる高齢

化・少子化社会に対する不安もありますが、全般的には企業収益は好調でした。個人消費におきましても消費者の品質、価格

等に対する選別が厳しくなっておりますが、おおむね消費マインドは持ち直してきました。 

 しかしながら、当業界におきましては競合店による競争は益々激化し、大型商業施設の増加による商圏の激変が続いており

ます。 

 このような経済状況のもと、当社はＴＳＵＲＵＹＡ ＦＯＲＵＭ熊本南店など10店舗を出店し、不採算店1店舗を退店いたし

ました。その結果、当期末の店舗数は57店舗となりました。 

 売上高につきましては、新規出店による店舗数増加等により前期比で15.1％の増加となりました。 

 利益面につきましては、前期において商品の評価方法を「売価還元法による原価法」から「個別法による原価法」に変更し

たことにより売上総利益率は低下しましたが、当期は商品の評価方法の変更による影響がなくなり、また、自社開発商品（Ｐ

Ｂ商品）比率が向上し売上総利益率が改善され、営業利益は前期比で62.5％の増加となりました。営業外損益におきまして

は、デリバティブ利益が１億62百万円発生し営業外収益が増加いたしました。 

 この結果、当期は売上高176億34百万円（前期比15.1％増）、経常利益は12億22百万円（前期比107.3％増）、当期純利益は

６億19百万円（前期比122.0％増）となりました。 

 また、更なる経営改革の推進と収益力の向上を目指し、平成17年12月20日にイオン株式会社と業務・資本提携に関する契約

を締結しております。 

  

(2）キャッシュ・フロー 

 当期におけるキャッシュ・フローは、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前期末に比べ19億44百万円増加し、

当期末には67億85百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当期において営業活動の結果得られた資金は14億41百万円（前期比６億20百万円増）となりました。 

 これは主に、税引前当期利益の増加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） 

 当期において投資活動の結果使用した資金は19億９百万円（前期比15億15百万円増）となりました。 

 これは主に、定期預金の預入による支出が増加し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） 

 当期において財務活動の結果得られた資金は24億12百万円（前期比15億12百万円増）となりました。 

 これは主に、株式の発行と長期借入れによるものであります。 

  



２【販売及び仕入の状況】 

(1）地域別売上状況 

 （注）１．地域区分は、店舗の所在地によって分類しております。 

２．売上高には、上記商品売上高以外に不動産賃貸収入として24,169千円があります。 

  

地域別 

第35期
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

売上高（千円）
前期比
（％） 

開店
（店） 

閉店 
（店） 

期末
（店） 

北海道 171,480 109.1 － － １

北海道地区計 171,480 109.1 － － １

青森県 115,201 － １ － １

東北地区計 115,201 － １ － １

茨城県 290,703 － ２ － ２

群馬県 364,207 107.3 － － １

埼玉県 1,099,385 106.9 － － ５

千葉県 36,888 － １ － １

東京都 3,453,846 100.9 － － ８

神奈川県 1,583,540 101.2 － － ５

関東地区計 6,828,571 107.4 ３ － 22

静岡県 494,014 256.0 １ － ２

愛知県 6,289,260 98.9 １ － 17

三重県 557,068 100.9 － － ３

中部地区計 7,340,342 103.4 ２ － 22

京都府 459,287 113.6 － － １

大阪府 267,503 269.3 － － １

兵庫県 1,003,727 197.7 － － ３

奈良県 229,870 84.6 － １ １

近畿地区計 1,960,389 152.8 － １ ６

広島県 435,835 111.0 － － １

中国地区計 435,835 111.0 － － １

福岡県 233,047 － １ － １

熊本県 322,310 － ２ － ２

宮崎県 202,783 － １ － １

九州地区計 758,141 － ４ － ４

合計 17,609,964 115.2 10 １ 57



(2）商品別売上状況 

 （注）１．その他は、ヘップ及び靴付属品が主なものです。 

２．売上高には、上記商品売上高以外に不動産賃貸収入として24,169千円があります。 

  

(3）単位当たり売上高 

 （注）１．売場面積は、階段及び事務所等を除いた期中平均面積であります。 

２．従業員数は期中平均在籍人数によっており、臨時雇用者を含んでおります。 

３．売上高には、上記商品売上高以外に不動産賃貸収入として24,169千円があります。 

  

商品別 

第35期
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

売上高（千円） 前期比（％） 

紳士靴 4,355,241 108.1 

婦人靴 3,150,561 122.4 

スポーツ靴 7,244,988 107.8 

運動靴 1,518,725 134.6 

インポート雑貨 1,172,643 168.1 

その他 167,803 119.1 

合計 17,609,964 115.2 

項目 

第35期
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

売上高等 前期比（％） 

商品売上高（千円）   17,609,964 115.2 

１㎡当たり売上高 
平均売場面積（㎡） 17,295 120.5 

１㎡当たり期間売上高（千円） 1,018 95.6 

１人当たり売上高 
平均従業員数（人） 556 116.3 

１人当たり期間売上高（千円） 31,672 99.0 



(4）商品別仕入状況 

 （注） その他は、主にヘップ及び靴付属品であります。 

  

３【対処すべき課題】 

 今後の見通しにつきましては、個人消費は回復基調でありながらも、当業界におきましては、異業種の参入、競合店による競

争、大型商業施設の乱立などにより、環境は厳しくなってきており、販売シェア争いが益々激化すると予想されます。 

 このような状況の中で当社が対処すべき課題は（1）収益力の向上、（2）店舗展開の推進、（3）経営管理体制の整備があげら

れます。 

（1）収益力の向上 

 自社開発商品（ＰＢ商品）の開発や商品管理に注力し売上総利益率を向上させ、同時にローコスト経営に努めて参ります。 

  

（2）店舗展開の推進 

 今後も複合大型ショッピングセンターを中心に年間10店舗前後の出店を実施して参ります。また、商圏の変化などにより投資

効率の悪化した店舗の退店も随時行って参ります。 

  

（3）経営管理体制の整備 

 店舗増加によるメリットを活かし効率を向上させるため、優秀な人材を確保・育成し、組織・体制を確立させ、権限と責任の

明確化により敏速かつ健全な経営管理体制にして参ります。 

  

商品別 

第35期
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

仕入高（千円） 前期比（％） 

紳士靴 2,474,342 105.9 

婦人靴 1,818,340 120.6 

スポーツ靴 4,706,816 99.2 

運動靴 925,582 130.2 

インポート雑貨 970,040 115.5 

その他 104,912 124.6 

合計 11,000,035 107.6 



４【事業等のリスク】 

 当社の事業その他に影響を及ぼす可能性があると考えられる重要な要因には、以下のようなものがあります。なお、当社はこ

れらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。記載された事項で、

将来に関する事項は、当期末現在において当社が判断したものであります。 

  

（1）競合店の影響について 

路面店において同業他社が当社店舗の近隣に出店を行った場合、テナント店において近隣に大型ショッピングセンターが

できた場合などには、競合による顧客分散や価格競争が起こり、該当店舗の業績や当社業績に影響を与える可能性がありま

す。 

（2）商品の供給について 

当社が販売する商品の大半は、卸問屋・商社等がアジアを中心に世界各国から輸入したものを仕入れております。このた

め、為替レートの変動や各国の政治情勢・経済環境・自然災害等の影響を受ける可能性があります。 

（3）経営陣に不意の事態が起きた場合について 

代表取締役社長 服部博幸をはじめとする経営陣は、各担当分野において重要な役割を果たしております。これら役員が

業務執行できない事態となった場合、当社の業績へ大きな影響が生じる可能性があります。 

（4）顧客情報の管理及びクレーム処理について 

当社は個人情報を収集しておらず、クレーム処理につきましても細心の注意を払っておりますが、万一、訴訟問題に発展

した場合などには、社会的信用問題や個人への賠償問題が起こり、業績への悪影響を与える可能性があります。 

（5）固定資産の減損に係る会計基準の適用について 

平成17年４月１日以降に開始する事業年度においては、固定資産の減損に係る会計基準が適用されます。当社において

は、店舗を中心に土地、設備等を保有しており、同基準が適用されることにより、業績に影響を与える可能性があります。

  

 なお、業績に影響を与える要因は、これらに限定されるものではありません。 

  

  



５【経営上の重要な契約等】 

 当社は、下記のとおり業務・資本提携に関する契約を締結しております。 

  

６【研究開発活動】 

 特記すべき事項はありません。 

  

契約先 
イオン株式会社 
 千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

契約日 平成17年12月20日 

契約期間 上記契約日より協議による解約まで。

契約内容 

① 業務提携 
  人材交流、商品の共同調達、店舗開発の協力など 
  （詳細については、提携委員会で協議の上実施する。） 
② 資本提携 
  イオングループで当社の発行済株式総数の20％以上を保有する。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

（1）重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸

表の作成に当たりまして、将来事象の結果に依存するため確定できない金額について、仮定の適切性、情報の適切性及び金

額の妥当性に留意しながら会計上の見積りを行っておりますが、実際の結果は、特有の不確実性があるため、見積りと異な

る場合があります。 

  

（2）財政状態の分析 

① 資産 

流動資産は前年比33億76百万円増加し、115億82百万円となりました。これは主に、資金調達（第三者割当増資及び借入

金）による現金及び預金の増加によるものです。 

固定資産は前年比１億79百万円増加し、90億82百万円となりました。これは主に、店舗出店等による設備投資によるも

のです。 

② 負債 

負債は前年比９億36百万円増加し、128億18百万円となりました。これは主に、借入金の増加によるものです。 

③ 資本 

資本は前年比26億18百万円増加し、78億46百万円となりました。これは主に、第三者割当増資による資本金及び資本準

備金の増加によるものです。 

  

（3）経営成績の分析 

① 売上高及び売上総利益 

売上高は前年比23億10百万円増加し、176億34百万円となりました。これは主に、新店効果及び大型ショッピングセン

ターに出店している店舗が総じて順調であることによるものです。なお、売上高の内訳の明細につきましては、「２ 販

売及び仕入の状況」をご参照ください。 

売上総利益は前年比12億27百万円増加し、65億44百万円となりました。これは主に、売上高の増加と売上総利益率の改

善によるものです。 

② 販売費及び一般管理費、営業利益 

販売費及び一般管理費は前年比７億66百万円増加し、53億46百万円となりました。これは主に、業容の拡大による人件

費、賃借料の増加によるものです。 

営業利益は前年比４億61百万円増加し、11億98百万円となりました。これは主に、販売費及び一般管理費が増加したも

のの、上記「（3）経営成績の分析 ① 売上高及び売上総利益」に記載のとおり売上総利益も増加したことによるもので

す。 

③ 経常利益、当期純利益 

経常利益は前年比６億32百万円増加し、12億22百万円となりました。これは主に、営業利益の増加とデリバティブ利益

が発生し営業外収益が増加したことによるものです。 

当期純利益は前年比３億40百万円増加し、６億19百万円となりました。１株当たり当期純利益は前年比66円34銭増加

し、121円37銭となりました。 

  

（4）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

キャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物が前期比19億44百万円増加し、67億85百万円となりました。こ

れは主に、第三者割当増資を行い19億91百万円の資金調達を行ったことによるものです。 

これにより当面の資金の財源は確保され、自己資本比率が向上し、財務基盤が強固になりました。 

  

  



第３【設備の状況】 

  

 当社の消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、この項に記載の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

１【設備投資等の概要】 

 当期における設備投資につきましては、10店舗（すべてテナント店）の新規出店をいたしました。この結果、当期中に実施し

ました設備投資額は５億８百万円となりました。 

 また、当期における設備の売却、除却等につきましては、１店舗（テナント店）の退店等があり16百万円の固定資産除却損が

発生しております。 

  

２【主要な設備の状況】 

 平成18年１月20日現在における事業所の設備、投下資本及び従業員の配置状況は、次のとおりであります。 

 なお、類似の事業所が多数設立しておりますので、事業の種類または地域別に一括して記載しております。 

  

区分 事業所名 

土地 
建物及び構築
物帳簿価額 
（千円） 

器具備品その
他帳簿価額 
（千円） 

保証金帳簿価
額（千円） 

投下資本合計 
（千円） 

従業員数
正社員 
（人） 面積（㎡）

帳簿価額 
（千円） 

店舗 北海道１店舗 － － 6,160 776 － 6,936 ６

  青森県１店舗 － － 19,839 9,595 10,000 39,435 ６

  茨城県２店舗 － － 33,730 3,641 73,568 110,940 11

  群馬県１店舗 － － 4,485 130 25,068 29,683 ５

  埼玉県５店舗 231.39 339,341 65,109 3,061 166,195 573,708 28

  千葉県１店舗 － － 13,383 836 7,917 22,136 ２

  東京都８店舗 208.04 2,775,529 397,658 18,928 755,729 3,947,846 70

  神奈川県５店舗 120.30 262,300 99,817 5,292 375,114 742,524 31

  静岡県２店舗 － － 24,211 1,634 42,313 68,159 12

  愛知県17店舗 
（319.03）
224.68 

288,013 393,890 55,651 866,912 1,604,468 154

  三重県３店舗 － － 3,911 791 58,686 63,389 13

  京都府１店舗 － － 6,832 416 39,324 46,572 ８

  大阪府１店舗 － － 6,556 3,066 26,352 35,975 ７

  兵庫県３店舗 － － 20,642 3,787 110,083 134,513 22

  奈良県１店舗 － － 4,158 2,365 13,170 19,693 ５

  広島県１店舗 － － 7,044 2,707 43,336 53,088 ７

  福岡県１店舗 － － 10,504 538 25,912 36,955 ７

  熊本県２店舗 － － 64,962 30,555 56,101 151,618 21

  宮崎県１店舗 － － 10,349 867 21,036 32,252 ９

  店舗計 
（319.03）
784.41 

3,665,184 1,193,246 144,649 2,716,818 7,719,898 424

その他 賃貸設備計 1,302.18 240,617 162,002 110 － 402,731 －

  事務所他設備計 
（275.86）
375.62 

58,760 310,971 6,789 40,832 417,354 38

合計 
（594.89）
2,462.21 

3,964,562 1,666,221 151,549 2,757,650 8,539,984 462



 （注）１．土地及び建物の一部を賃借しております。賃借している土地の面積については（ ）で外書しております。 

２．リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。 

  

３【設備の新設、除却等の計画】 

 平成18年１月20日現在における重要な設備の新設、改装及び除却の計画は次のとおりであります。 

(1）新設 

 （注） １．第36期開店予定のその他の新店につきましては具体的には決定しておりませんが、年間10店舗前後の出店を行う予定

であります。 

     ２．投資予定金額には、敷金及び保証金を含んでおります。 

  

(2）改装 

 該当事項はありません。 

  

(3）除却 

 該当事項はありません。 

  

  

  名称 数量 期間
リース料（千円）

(自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日) 

リース契約残高(千円)
(平成18年１月20日現在)

  
店舗内什器一式 
（所有権移転外ファイナ
ンス・リース） 

６店舗 60カ月 12,286 － 

  

コンピュータシステム及
びＯＡ機器 
（所有権移転外ファイナ
ンス・リース） 

一式 60カ月 20,914 57,059 

事業所名 所在地 
事業部門の
名称 

設備の内容 

投資予定金額
資金調達
方法 

着手及び完了予定 
増加予定
面積(㎡) 

総額(千円)
既支払額
(千円) 

着手 完了 

オリナス錦糸
町店 

東京都墨田区 営業本部 店舗 50,000 9,781
自己資金及
び借入金 

平成18年４
月 

平成18年４
月 

349.71

第36期開店予
定のその他の
新店（９店
舗） 

－ 営業本部 店舗 720,000 －
自己資金及
び借入金 

－ － －

合計 － － － 770,000 9,781 － － － －



第４【提出会社の状況】 

  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注） １．有償第三者割当 

  発行価格    685円   資本組入額   343円   割当先   特定の第三者 

 ２．有償第三者割当 

   発行価格   1,464円   資本組入額   732円 

   割当先   イオン㈱1,100千株、イオンモール㈱130千株、イオンクレジットサービス㈱130千株 

  

(4）【所有者別状況】 

  

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 14,080,000 

計 14,080,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成18年１月20日） 

提出日現在発行数(株)
（平成18年４月14日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 6,429,350 6,429,350
名古屋証券取引所
（市場第二部） 

－ 

計 6,429,350 6,429,350 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高(千株) 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成14年11月14日 
（注）１ 

500 5,069 171,500 833,646 171,000 865,454

平成18年１月12日 
（注）２ 

1,360 6,429 995,520 1,829,166 995,520 1,860,974

    
平成18年１月20日現在 

区分 

株式の状況（１単元の株式数500株）
単元未満株
式の状況 
（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法
人 

外国法人等
個人その他 計 

個人以外 個人

株主数（人） － ９ ２ 63 ５ － 334 413 － 

所有株式数
（単元） 

－ 929 ４ 4,449 350 － 7,120 12,852 3,350

所有株式数の
割合（％） 

－ 7.24 0.03 34.62 2.72 － 55.39 100.00 － 



(5）【大株主の状況】 

（注） 前事業年度末現在主要株主でなかったイオン株式会社は、当事業年度末では主要株主になっております。 

  

    平成18年１月20日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

服部 博幸 名古屋市昭和区御器所２－18－12 1,145 17.81 

イオン株式会社 千葉市美浜区中瀬１－５－１ 1,100 17.10 

植村 益子 
名古屋市瑞穂区田辺通４－25 鶴陽明ハイ
ツ201 

334 5.20 

西田 かよ 
名古屋市昭和区御器所３－９－２ 御器所
フォーラム501 

334 5.20 

有限会社ツルヤ商事 名古屋市昭和区御器所２－18－12 328 5.10 

服部 豊子 名古屋市昭和区御器所２－18－12 317 4.94 

服部 照夫 名古屋市天白区原５－1216 277 4.31 

服部 あや 名古屋市昭和区御器所２－18－12 273 4.24 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 192 2.98 

服部 基春 名古屋市昭和区御器所２－18－12 142 2.21 

計 － 4,446 69.15 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  

(7）【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

  

  

  平成18年１月20日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 6,426,000 12,852 － 

単元未満株式 普通株式  3,350 －
１単元（500株）未
満の株式 

発行済株式総数 6,429,350 － － 

総株主の議決権 － 12,852 － 

     平成18年１月20日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

－ － － － － －

計 － － － － －



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 該当事項はありません。 

 なお、当社は、商法第211条ノ３第１項第２号の規定により取締役会決議をもって自己株式を買受けることができる旨を定

款に定めております。 

  

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

  

３【配当政策】 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つと認識しております。安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の一

定水準の確保に努めるとともに、配当につきましては、安定的かつ継続的に実施することを基本方針としております。 

 このような基本方針に基づき、第35期におきましては１株当たり７円の配当を実施することを決定致しました。 

 内部留保資金につきましては、今後の店舗新設に係る開店費用に充当するとともに、既存店の改装、増床等の店舗に対する設

備投資の資金に活用し、事業拡大を図って参ります。 

  



４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

  

回次 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期 

決算年月 平成14年１月 平成15年１月 平成16年１月 平成17年１月 平成18年１月 

最高（円） 750 755 760 870 2,400 

最低（円） 669 620 650 700 789 

月別 平成17年８月 ９月 10月 11月 12月 平成18年１月

最高（円） 1,201 1,370 1,399 1,500 2,400 2,130 

最低（円） 859 1,110 1,300 1,350 1,450 1,810 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

代表取締役 
社長 

  服部 博幸 昭和13年３月25日生

昭和36年４月 有限会社マツバラ靴店入社 

昭和37年４月 合資会社ツルヤ靴店（現株式会

社ツルヤ靴店）入社 

昭和46年10月 当社専務取締役就任 

昭和56年12月 当社代表取締役社長就任（現

任） 

1,145

専務取締役 営業本部長 服部 照夫 昭和21年８月１日生

昭和41年10月 合資会社ツルヤ靴店（現株式会

社ツルヤ靴店）入社 

昭和61年４月 当社取締役営業部長就任 

平成11年４月 当社常務取締役営業本部長就任 

平成17年４月 当社専務取締役営業本部長就任

（現任） 

277

取締役 管理部長 二村 克彦 昭和22年４月12日生

昭和45年４月 向井木材株式会社入社 

昭和46年６月 愛知株式会社入社 

昭和64年１月 株式会社高木製作所入社 

平成７年４月 当社入社 

平成７年４月 当社経理部長 

平成11年４月 当社取締役管理部長就任（現

任） 

11

取締役 
中部統括部Ⅱ部
長 

加藤 秀光 昭和26年９月19日生

昭和42年４月 製靴職人 

昭和58年４月 当社入社 

平成７年４月 当社栄店店長 

平成11年４月 当社取締役中部統括部Ⅱ部長就

任（現任） 

３

取締役 店舗管理本部長 三吉 孝明 昭和28年３月７日生

昭和50年４月 ジャスコ株式会社（現イオン株

式会社）入社 

平成17年９月 イオン株式会社北日本カンパニ

ー衣料商品部長 

平成18年３月 当社入社 

平成18年４月 当社取締役店舗管理本部長就任

（現任） 

－



 （注）１．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。 

２．専務取締役服部照夫は、代表取締役社長服部博幸の実弟であります。 

３．常勤監査役 梅田 勝、監査役 秀島高広及び奥井 誠は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条

第１項に定める社外監査役であります。 

４．当社は、業務執行の責任分担の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。 

執行役員は３名で次のとおりであります。 

常務執行役員  坪井義彦 

常務執行役員  丹下浩二 

執行役員    黒川昌也 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

常勤監査役   梅田 勝 昭和12年９月12日生

昭和38年４月 有限会社経営コンサルタント梅

田事務所（現株式会社エフ・ビ

ー・シー）設立代表取締役就任 

昭和49年４月 株式会社テスク設立代表取締役

就任 

平成10年11月 株式会社エフ・ビー・シー非常

勤取締役就任（現任） 

平成12年４月 当社常勤監査役就任（現任） 

３

監査役   秀島 高広 昭和34年12月１日生

昭和56年４月 月星化成株式会社入社 

平成３年９月 リテールマーケティング研究所

設立 

平成９年12月 株式会社フェイスカンパニー設

立代表取締役就任（現任） 

平成12年４月 当社監査役就任（現任） 

－

監査役   奥井 誠 昭和35年２月23日生

昭和57年４月 株式会社テスク入社 

昭和60年４月 株式会社エフ・ビー・シー入社 

平成10年11月 同社代表取締役就任（現任） 

平成12年４月 当社監査役就任（現任） 

－

        計 1,442



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、迅速な経営判断と経営チェック機能の充実を重要課題と

しております。また、公正かつ正確な情報開示に努め、経営の透明性を図り、現在の株主総会、取締役会、監査役会、会計監査

人など、法律上の機能制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えておりま

す。 

  

（2）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

取締役会は原則毎月１回開催し、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに業績の進捗についても論議し対策等を検討して

おります。また、平成17年４月には執行役員制度を導入し業務執行の責任分担の明確化を図っております。 

監査役会は３名（常勤１名、非常勤２名）で構成されており、各監査役は取締役会やその他重要な会議に出席し、取締役の職

務執行を監視しております。また、随時社長との情報交換を行い、意見できる環境になっており、さらに常勤監査役は定期的に

実施される店舗の内部監査にも同行し、問題点を指摘しております。 

社内の組織体制といたしましては、経営企画室に内部監査の専任者を置き、店舗を中心に社内における一切の業務活動及び諸

制度が適正かつ合理的に遂行されているか確認し、必要に応じて是正勧告を行っております。 

  

図表 

 

  

（3）内部監査及び監査役監査の状況 

当社の内部監査においては、経営企画室所属の内部監査担当者が監査役と協力関係の下、各種規程に基づき、法令遵守、業務

執行の健全性を含めて監査指導を行っております。内部監査担当者は年度計画に基づき、各店舗を巡回し、業務執行の状況を把

握・指導を行い、監査役、取締役への報告を行っております。 

監査役は、常勤監査役を中心に、監査法人、顧問弁護士との連携の下、業務執行の適法性、妥当性を監査しております。 

  

（4）会計監査の状況 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は松井夏樹、服部則夫（継続監査年数８年）の２名であり、いずれも監査法人トー

マツに所属しております。会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士５名、会計士補３名、その他１名となっております。 

  

（5）社外取締役及び社外監査役との関係 

当社は社外取締役はおりません。監査役３名（常勤１名、非常勤２名）は、いずれも当社との取引関係のない社外監査役であ

ります。 



（6）リスク管理体制の整備の状況 

リスク管理については、原則として各担当部署にて対応しておりますが、複数の部署に関連する事項は連携して対応しており

ます。また、当社に大きな影響を及ぼすリスクに対しては、取締役会主導の下、適切な対応を図るべくリスク管理に取り組んで

おります。 

  

（7）役員報酬の内容 

取締役の年間報酬総額   46,020千円（当社には社外取締役はおりません） 

監査役の年間報酬総額    9,300千円（すべて社外監査役であります） 

  

（8）監査報酬の内容 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬   8,500千円 

上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

  



第５【経理の状況】 

  

１．財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規

則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、「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16年１月30日内閣府令第

５号）附則第２項ただし書きにより改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第34期事業年度（平成16年１月21日から平成17年１月20日まで）及び第35期

事業年度（平成17年１月21日から平成18年１月20日まで）の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けておりま

す。 

  

３．連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 

  

  



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
第34期

（平成17年１月20日） 
第35期 

（平成18年１月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 
※１， 
 ２ 

 5,273,302 8,637,745 

２．売掛金   500,680 578,107 

３．商品   2,373,170 2,289,649 

４．貯蔵品   1,079 809 

５．前渡金   3,467 2,940 

６．前払費用   6,522 2,706 

７．繰延税金資産   34,458 60,260 

８．その他   13,605 10,264 

流動資産合計   8,206,288 48.0 11,582,484 56.0

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産    

１．建物 ※２ 3,175,892 3,419,892  

減価償却累計額  △1,505,372 1,670,519 △1,763,024 1,656,868 

２．構築物  32,617 32,617  

減価償却累計額  △21,683 10,934 △23,264 9,352 

３．機械装置  2,145 2,145  

減価償却累計額  △1,233 912 △1,393 752 

４．車両運搬具  10,265 10,605  

減価償却累計額  △9,107 1,158 △9,421 1,184 

５．器具備品  338,858 376,219  

減価償却累計額  △197,643 141,215 △226,606 149,612 

６．土地 ※２  3,964,562 3,964,562 

７．建設仮勘定   － 4,781 

有形固定資産合計   5,789,303 33.8 5,787,114 28.0

(2）無形固定資産    

１．借地権   4,000 4,000 

２．ソフトウエア   8,391 6,383 

３．ソフトウエア仮勘定   － 37,140 

４．その他   8,071 8,002 

無形固定資産合計   20,463 0.1 55,526 0.3



   
第34期

（平成17年１月20日） 
第35期 

（平成18年１月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

(3）投資その他の資産    

１．投資有価証券   223,095 299,771 

２．長期前払費用   69,150 69,468 

３．保証金 ※２  2,687,927 2,757,650 

４．繰延税金資産   30,536 10,443 

５．その他   84,062 102,800 

６．貸倒引当金   △800 － 

投資その他の資産合計   3,093,972 18.1 3,240,134 15.7

固定資産合計   8,903,739 52.0 9,082,776 44.0

資産合計   17,110,027 100.0 20,665,260 100.0

     



   
第34期

（平成17年１月20日） 
第35期 

（平成18年１月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形   1,613,107 1,789,480 

２．買掛金   839,219 855,630 

３．短期借入金 ※２  1,700,000 1,800,000 

４．１年以内償還予定社債 ※２  400,000 400,000 

５．１年以内返済予定長期
借入金 

※２  327,245 390,471 

６．未払金   188,077 209,101 

７．未払費用   110,782 129,698 

８．未払法人税等   133,000 494,800 

９．未払消費税等   57,402 82,044 

10．預り金   25,259 30,346 

11．設備支払手形   150,176 126,552 

12．賞与引当金   40,000 43,700 

流動負債合計   5,584,271 32.6 6,351,825 30.7

Ⅱ 固定負債    

１．社債   4,300,000 3,900,000 

２．長期借入金 ※２  1,774,385 2,477,714 

３．預り保証金   3,137 2,650 

４．役員退職慰労引当金   75,570 76,007 

５．執行役員退職慰労引当
金 

  － 750 

６．デリバティブ負債   144,830 9,567 

固定負債合計   6,297,922 36.8 6,466,689 31.3

負債合計   11,882,194 69.4 12,818,515 62.0

     



  

  

   
第34期

（平成17年１月20日） 
第35期 

（平成18年１月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※３  833,646 4.9 1,829,166 8.9

Ⅱ 資本剰余金    

(1）資本準備金  865,454 1,860,974  

資本剰余金合計   865,454 5.1 1,860,974 9.0

Ⅲ 利益剰余金    

(1）利益準備金  16,707 16,707  

(2）任意積立金    

１．別途積立金  2,900,000 3,200,000  

(3）当期未処分利益  596,480 880,319  

利益剰余金合計   3,513,188 20.5 4,097,027 19.8

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  15,543 0.1 59,577 0.3

資本合計   5,227,832 30.6 7,846,745 38.0

負債・資本合計   17,110,027 100.0 20,665,260 100.0

     



②【損益計算書】 

   
第34期

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第35期 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高    

１．商品売上高  15,292,099 17,609,964  

２．不動産賃貸収入  31,117 15,323,217 100.0 24,169 17,634,133 100.0

Ⅱ 売上原価    

１．商品売上原価    

(1）期首商品棚卸高  2,147,828 2,374,249  

(2）当期商品仕入高  10,225,272 11,000,035  

合計  12,373,101 13,374,285  

(3）期末商品棚卸高  2,374,249 2,290,459  

商品売上原価  9,998,851 11,083,825  

２．不動産賃貸原価  7,183 10,006,034 65.3 5,325 11,089,151 62.9

売上総利益   5,317,182 34.7 6,544,982 37.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．広告宣伝費  266,305 303,338  

２．販売手数料  84,892 103,925  

３．販売促進費  68,355 88,513  

４．役員報酬  68,520 55,320  

５．給料手当  1,523,982 1,787,561  

６．福利厚生費  212,545 259,505  

７．賞与引当金繰入額  40,000 43,700  

８．役員退職慰労引当金繰
入額 

 3,300 2,837  

９．執行役員退職慰労引当
金繰入額 

 － 750  

10．水道光熱費  140,581 158,230  

11．消耗品費  187,003 178,379  

12．賃借料  1,462,161 1,729,221  

13．減価償却費  276,629 330,140  

14．支払手数料  28,959 42,082  

15．その他  216,366 4,579,605 29.9 262,662 5,346,168 30.3

営業利益   737,577 4.8 1,198,813 6.8



  

   
第34期

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第35期 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  1,446 2,739  

２．受取配当金  3,118 3,190  

３．保険金収入  1,443 －  

４．デリバティブ利益  － 162,784  

５．内装工事負担金受入  3,970 －  

６．その他  4,293 14,273 0.1 8,057 176,771 1.0

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  85,516 80,715  

２．社債利息  34,736 45,223  

３．社債発行費  20,525 －  

４．新株発行費  － 9,839  

５．支払保証料  － 16,754  

６．デリバティブ損失  5,790 －  

７．その他  15,787 162,356 1.0 891 153,425 0.9

経常利益   589,495 3.9 1,222,159 6.9

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却益  － － － 4 4 0.0

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※１ 30,971 16,364  

２．店舗解約違約金  9,798 40,770 0.3 1,618 17,983 0.1

税引前当期純利益   548,725 3.6 1,204,180 6.8

法人税、住民税及び事
業税 

 281,921 620,750  

法人税等調整額  △12,196 269,725 1.8 △35,894 584,856 3.3

当期純利益   278,999 1.8 619,324 3.5

前期繰越利益   317,480 260,995 

当期未処分利益   596,480 880,319 

     



不動産賃貸原価明細書 

 （注） その他の内訳は、次のとおりであります。 

  

  

   
第34期

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第35期 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 減価償却費  2,120 29.5 2,402 45.1 

Ⅱ 修繕費  2,301 32.1 955 17.9 

Ⅲ 租税公課  819 11.4 924 17.4 

Ⅳ その他  1,941 27.0 1,043 19.6 

合計  7,183 100.0 5,325 100.0 

    

    第34期     第35期 

  維持管理費 1,152千円   維持管理費 572千円 

  その他 789千円   その他 471千円 

          



③【キャッシュ・フロー計算書】 

    
第34期

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第35期 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

  

税引前当期純利益   548,725 1,204,180 

減価償却費   286,065 338,574 

貸倒引当金の増減（△）額   － △800 

賞与引当金の増減（△）額   13,500 3,700 

役員退職慰労引当金の増減
（△）額 

  1,633 437 

執行役員退職慰労引当金の
増減（△）額 

  － 750 

受取利息及び受取配当金   △4,565 △5,930 

支払利息   120,253 125,939 

社債発行費   20,525 － 

新株発行費   － 9,839 

投資有価証券売却益   － △4 

固定資産除売却損   21,914 11,966 

保証金の償却   3,700 55 

売上債権の増（△）減額   △194,544 △77,427 

たな卸資産の増（△）減額   △226,421 83,790 

仕入債務の増減（△）額   600,602 193,311 

未払消費税等の増減(△)額   49,841 24,641 

その他資産の増（△）減額   △12,840 △1,220 

その他負債の増減（△）額   40,403 △59,737 

小計   1,268,794 1,852,069 

利息及び配当金の受取額   4,617 6,261 

利息の支払額   △124,461 △127,444 

法人税等の支払額   △327,921 △289,307 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

  821,029 1,441,579 



  

  

    
第34期

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第35期 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー 

  

定期預金の預入による支出   △552,000 △2,852,000 

定期預金の払戻による収入   772,000 1,432,000 

有形・無形固定資産の取得
による支出 

  △300,030 △381,875 

投資有価証券の取得による
支出 

  △2,343 △2,457 

投資有価証券の売却による
収入 

  － 5 

保証金の差入による支出   △370,428 △191,718 

保証金の返還による収入   115,122 118,720 

その他投資の増（△）減額   △56,428 △32,080 

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

  △394,109 △1,909,406 

Ⅲ 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 

  150,000 100,000 

長期借入れによる収入   － 1,200,000 

長期借入金の返済による支
出 

  △193,721 △433,445 

社債の発行による収入   979,474 － 

社債の償還による支出   － △400,000 

株式の発行による収入   － 1,981,200 

配当金の支払額   △35,485 △35,485 

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

  900,267 2,412,269 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減
（△）額 

  1,327,187 1,944,442 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残
高 

  3,514,114 4,841,302 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残
高 

※１ 4,841,302 6,785,745 

    



④【利益処分計算書】 
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第34期

株主総会承認日 
（平成17年４月13日） 

第35期 
株主総会承認日 

（平成18年４月13日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  596,480 880,319 

Ⅱ 利益処分額  

１．配当金  35,485 45,005

２．任意積立金  

 別途積立金  300,000 335,485 300,000 345,005 

Ⅲ 次期繰越利益  260,995 535,314 

   



重要な会計方針 

項目 
第34期

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第35期 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20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 

時価のあるもの 時価のあるもの 

  期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算出） 

同左 

  時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

 ヘッジ会計を適用しているものを除き

時価法 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品 (1）商品 

 個別法による原価法  個別法による原価法 

  (2）貯蔵品 (2）貯蔵品 

   最終仕入原価法による原価法  最終仕入原価法による原価法 

  （会計処理方法の変更）   

   商品の評価基準及び評価方法は、従

来、売価還元法による原価法によって

いましたが、当期から個別法による原

価法に変更いたしました。 

 この変更は、コンピュータによる一

品ごとの在庫管理システムの精度が向

上したため、より適正かつ迅速に在庫

金額を把握することを目的として行っ

たものであります。 

 この結果、従来の方法によった場合

に比べ、たな卸資産は162,618千円減

少し、売上総利益、営業利益、経常利

益及び税引前純利益はそれぞれ同額減

少しております。 

  

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 (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（建物附属設備を

除く）については、定額法）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。 

 定率法（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）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      ２～47年  建物      ３～47年 

   器具備品    ２～10年  器具備品    ３～10年 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法 同左 

  (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

   期間均等償却 同左 



項目 
第34期

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第35期 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

５．繰延資産の処理方法 (1) 社債発行費 (1)     ────── 

   支出時に全額費用として処理してお

ります。 

  

  (2)     ────── (2) 新株発行費 

     支出時に全額費用として処理してお

ります。 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (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、計

上しております。 

 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、計

上しております。なお、当期末におけ

る回収不能見込額はなく、貸倒引当金

の計上はありません。 

  (2）賞与引当金 (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

ち当期の負担額を計上しております。 

同左 

  (3）役員退職慰労引当金 (3）役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額の

100％を計上しております。 

同左 

  (4）     ────── (4）執行役員退職慰労引当金 

     執行役員の退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく期末要支給額の

100％を計上しております。 

７．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 



  

表示方法の変更 

  

項目 
第34期

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第35期 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

８．ヘッジ会計の方法 (1）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。 

ただし、特例処理の要件を満たす金利

スワップについては、特例処理を採用

しております。 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…デリバティブ取引（金

利スワップ取引） 

ヘッジ手段…同左 

  ヘッジ対象…変動利付円貨建借入金 ヘッジ対象…同左 

  (3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 

   変動利付円貨建借入金の金利変動リ

スクを回避するため、金利スワップ取

引を行っております。 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

   特例処理によっている金利スワップ

は有効性の評価を省略しております。

また、ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一である場合にも有

効性の評価を省略しております。 

同左 

９．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 

10．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 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 同左 

第34期 
（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第35期
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

（損益計算書関係） （損益計算書関係） 

前期まで営業外収益の「その他」に含めていた「内

装工事負担金受入」（前期5,000千円）について、営

業外収益の合計額の10％を超えたため当期より区分掲

記しております。 

前期まで区分掲記していた「保険金収入」（当期

532千円）は、営業外収益の合計額の10％以下となっ

たため、営業外収益の「その他」に含めて掲記してお

ります。 

また、前期まで営業外費用の「その他」に含めてい

た「支払保証料」（前期14,710千円）について、営業

外費用の合計額の10％を超えたため当期より区分掲記

しております。 



追加情報 
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第34期 
（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第35期
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

  

────── 

 「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、当期から「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30,356千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、同

額減少しております。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

  

第34期 
（平成17年１月20日） 

第35期
（平成18年１月20日） 

※１．定期預金1,000千円は、仕入取引保証の担保に供

しております。 

※１．         同左 

※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産 
  

定期預金 230,000千円

建物 380,453千円

土地 3,114,871千円

保証金 300,000千円

計 4,025,324千円

定期預金 150,000千円

建物 323,639千円

土地 2,775,529千円

保証金 300,000千円

計 3,549,168千円

上記に対する債務 上記に対する債務 
  

短期借入金 500,000千円

１年以内返済予定長期借入金 317,995千円

１年以内償還予定社債 200,000千円

長期借入金 1,666,385千円

計 2,684,381千円
  

短期借入金 500,000千円

１年以内返済予定長期借入金 254,071千円

長期借入金 2,188,314千円

計 2,942,385千円

 なお、上記債務の他に銀行取引全般に対して、

上記資産の一部が担保（根抵当）に供されていま

す。 

 なお、上記債務の他に銀行取引全般に対して、

上記資産の一部が担保（根抵当）に供されていま

す。 
  
※３．会社が発行する株式の総数   

普通株式 14,080,000株 

発行済株式の総数   

普通株式 5,069,350株 

※３．会社が発行する株式の総数   

普通株式 14,080,000株 

発行済株式の総数   

普通株式 6,429,350株 

 ４．配当制限  ４．配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は15,543千

円であります。 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は68,104千

円であります。 



（損益計算書関係） 

  

（キャッシュ・フロー計算書関係） 
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第34期 
（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第35期
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

※１．固定資産除却損の内訳 ※１．固定資産除却損の内訳 
  

建物 21,185千円

構築物 331千円

器具備品 327千円

解体撤去費用 9,127千円

計 30,971千円

建物 3,503千円

器具備品 4,990千円

長期前払費用 3,471千円

解体撤去費用 4,397千円

計 16,364千円

第34期 
（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第35期
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

載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

載されている科目の金額との関係 

（平成17年１月20日現在） （平成18年１月20日現在） 
  

現金及び預金勘定 5,273,302千円

預入期間が３ヶ月を超える定
期預金 

△432,000千円

現金及び現金同等物 4,841,302千円

現金及び預金勘定 8,637,745千円

預入期間が３ヶ月を超える定
期預金 

△1,852,000千円

現金及び現金同等物 6,785,745千円



（リース取引関係） 
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第34期 
（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第35期
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20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 

(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 
  

    器具備品 
ソフト 
ウエア 

合計 

    （千円） （千円） （千円）

取得価額相当額  128,955 54,909 183,864

減価償却累計額
相当額 

 104,023 20,085 124,109

期末残高相当額  24,932 34,823 59,755

器具備品
ソフト 
ウエア 

合計 

（千円） （千円） （千円） 

取得価額相当額 57,894 54,909 112,803 

減価償却累計額
相当額 

24,676 31,067 55,743 

期末残高相当額 33,217 23,841 57,059 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

同左 

(2）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 
  

１年内 29,641千円

１年超 30,114千円

計 59,755千円

１年内 22,158千円

１年超 34,901千円

計 57,059千円

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。 

同左 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 
  

支払リース料 38,964千円

減価償却費相当額 38,964千円

支払リース料 33,200千円

減価償却費相当額 33,200千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 



（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 
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種類

第34期
（平成17年１月20日） 

第35期 
（平成18年１月20日） 

  
取得原価 
（千円） 

貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額
（千円） 

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 

株式 54,275 99,093 44,818 88,955 192,928 103,972

小計 54,275 99,093 44,818 88,955 192,928 103,972

貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

株式 92,740 74,002 △18,737 60,516 56,843 △3,673

小計 92,740 74,002 △18,737 60,516 56,843 △3,673

合計 147,015 173,095 26,080 149,472 249,771 100,299

（第34期） （第35期） 

 （注） 減損処理にあたっては、期末における時価が取

得価額に比べ50％以上下落した場合には全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合に

は、回復可能性等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。なお、

当期における減損処理は行っておりません。 

 （注）        同左 

第34期 
（自平成16年１月21日 至平成17年１月20日） 

第35期
（自平成17年１月21日 至平成18年１月20日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

売却額（千円）
売却益の合計額
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

－ － － ５ ４ － 

  

種類 

第34期
（平成17年１月20日） 

第35期 
（平成18年１月20日） 

  
貸借対照表計上額
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

その他有価証券 非上場株式 50,000 50,000



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

  

第34期 
（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第35期
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

① 取引の内容及び利用目的等 ① 取引の内容及び利用目的等 

 当社では、変動金利支払の借入金について、将来の

金利変動リスクを回避する目的で、金利スワップ取引

を利用しております。また、輸入取引に係る将来の為

替変動リスクを回避する目的として、通貨オプション

取引を行っております。 

同左 

② 取引に対する取組方針 ② 取引に対する取組方針 

 当社は、デリバティブ取引を行う場合、原則として

実需を伴う取引に限定しており、短期的な売買差益を

獲得する目的や投機目的のために単独でデリバティブ

取引を利用することは行わない方針であります。 

同左 

③ 取引に係るリスクの内容 ③ 取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスク

を有しております。また、通貨オプション取引は、為

替相場の変動によるリスクを有しております。なお、

当社のデリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国

内の銀行であるため、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。 

同左 

④ 取引に係るリスク管理体制 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、管理部にて行

っておりますが、取引契約の締結等は、社長の決裁を

受け実行しております。 

同左 



２．取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

  

  

  

  次へ 

区分 種類 

第34期（平成17年１月20日） 第35期（平成18年１月20日） 

契約額等 
（千円） 

契約額等のう
ち１年超 
（千円） 

時価
（千円） 

評価損益
（千円） 

契約額等
（千円） 

契約額等のう
ち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益
（千円） 

市場取
引以外
の取引 

通貨オプション   

買建   

コール 914,670 763,475 17,806 △34,380 763,475 612,280 28,424 △9,375

  
(9,200

千米ドル)
(7,700 
千米ドル)

(7,700
千米ドル)

(6,200
千米ドル)

 

売建   

プット 1,716,835 1,448,220 177,984 △99,788 1,448,220 1,179,605 52,833 23,729

  
(17,400
千米ドル)

(14,700 
千米ドル)

(14,700
千米ドル)

(12,000
千米ドル)

 

合計 － － － △134,169 － － － 14,354

（第34期） （第35期） 

 （注）１．時価の算定方法は、通貨オプション契約を締

結している金融機関から提示された価格によ

り算定しております。 

 （注）１．時価の算定方法は、通貨オプション契約を締

結している金融機関から提示された価格によ

り算定しております。 

２．通貨オプション取引は、ゼロコストオプショ

ンであり、オプション料の授受はなく、当期

に貸借対照表に計上したオプション料はあり

ません。なお、契約締結時の受取オプション

料及び支払手数料はそれぞれ79,525千円であ

ります。 

２．通貨オプション取引は、ゼロコストオプショ

ンであり、オプション料の授受はなく、当期

に貸借対照表に計上したオプション料はあり

ません。なお、契約締結時の受取オプション

料及び支払手数料はそれぞれ79,525千円であ

ります。 

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取

引については記載対象から除いております。

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取

引については記載対象から除いております。



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

  

２．退職給付費用の内訳 

第34期 
（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第35期
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

 昭和56年９月１日より従業員退職金の100％につい

て、特定退職金共済制度に加入しております。 

 なお、平成17年１月20日現在の積立金の合計額は

67,129千円であります。 

 昭和56年９月１日より従業員退職金の100％につい

て、特定退職金共済制度に加入しております。 

 なお、平成18年１月20日現在の積立金の合計額は

72,197千円であります。 

  
第34期

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第35期 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

退職給付費用 

退職金積立費用（千円） 7,646 8,017 

合計（千円） 7,646 8,017 



（税効果会計関係） 

  

  

第34期 
（平成17年１月20日） 

第35期
（平成18年１月20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  

少額減価償却資産等損金算入限度
超過額 

10,542千円

未払事業所税 3,030 

未払事業税 13,345 

未払社会保険料 1,923 

賞与引当金 16,160 

役員退職慰労引当金 30,530 

繰延税金資産合計 75,531 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △10,536 

繰延税金資産の純額 64,995 

繰延税金資産  

少額減価償却資産等損金算入限度
超過額 

13,260千円

未払事業所税 2,963 

未払事業税 37,443 

未払社会保険料 2,111 

賞与引当金 17,742 

役員退職慰労引当金 31,163 

社債発行費 6,741 

繰延税金資産合計 111,425 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △40,721 

繰延税金資産の純額 70,704 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の原因となった主な項目別の内訳 
  
法定実効税率 41.9％

（調整）   

留保金課税 3.4 

住民税均等割 4.5 

その他 △0.6 

税効果会計適用後の法人税等負担率 49.2 

法定実効税率 40.6％

（調整）   

留保金課税 4.3 

住民税均等割 2.5 

その他 1.2 

税効果会計適用後の法人税等負担率 48.6 



【関連当事者との取引】 

第34期（自平成16年１月21日 至平成17年１月20日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１．取引内容は平成17年１月期におけるものであります。 

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりませんが、科目の各期末残高には消費税等が含まれておりま

す。 

３．当社は、店舗の賃貸借契約に基づく賃借料（年間281,128千円）につきまして、当社代表取締役社長服部博幸の債務保証

を受けております。なお、当該債務保証につきましては、保証料の支払い及び担保の提供等は行っておりません。 

４．服部博幸、服部基春、服部あや、服部豊子及び㈲馬場商事に対する賃借料につきましては、近隣の不動産賃貸借相場に

基づき決定しております。 

  

属性 
会社等の
名称 

住所 
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 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員及び
その近親
者 

服部博幸 － －
当社代表 
取締役社長 

被所有
直接 
22.60％ 

－ －

賃貸借取引に
係る被債務保
証(注)３ 

281,128 － －

不動産の賃借
(注)４ 

25,642 － －

不動産維持費
の立替 

－ 
その他
(立替金) 

1,154

保証金の差入 － 保証金 45,000

役員及び
その近親
者 

服部基春
(当社代
表取締役
社長服部
博幸の実
父) 

－ － － 
被所有
直接 
2.81％ 

－ －

不動産の賃借
(注)４ 

57,902 － －

不動産維持費
の立替 

－ 
その他
(立替金) 

723

保証金の差入 － 保証金 60,000

役員及び
その近親
者 

服部あや
(当社代
表取締役
社長服部
博幸の実
母) 

－ － － 
被所有
直接 
5.38％ 

－ －

不動産の賃借
(注)４ 

17,228 － －

不動産維持費
の立替 

－ 
その他
(立替金) 

361

保証金の差入 － 保証金 30,000

役員及び
その近親
者 

服部豊子
(当社代
表取締役
社長服部
博幸の配
偶者) 

－ － 当社従業員 
被所有
直接 
6.26％ 

－ －

不動産の賃借
(注)４ 

8,413 － －

不動産維持費
の立替 

－ 
その他
(立替金) 

180

保証金の差入 － 保証金 15,000

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等
(当該会
社等の子
会社を含
む) 

㈲馬場商
事 

名古屋市 
瑞穂区 

5,000
不動産賃貸
業 

被所有
直接 
0.19％ 

－
不動産
の賃借 

不動産の賃借
(注)４ 

13,200 － －

保証金の差入 － 保証金 14,160



第35期（自平成17年１月21日 至平成18年１月20日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１．取引内容は平成18年１月期におけるものであります。 

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりませんが、科目の各期末残高には消費税等が含まれておりま

す。 

３．当社は、店舗の賃貸借契約に基づく賃借料（年間275,670千円）につきまして、当社代表取締役社長服部博幸の債務保証

を受けております。なお、当該債務保証につきましては、保証料の支払い及び担保の提供等は行っておりません。 

４．服部博幸、服部基春、服部あや、服部豊子及び㈲馬場商事に対する賃借料につきましては、近隣の不動産賃貸借相場に

基づき決定しております。 

５．服部基春は平成17年12月16日に亡くなりましたが、期末日現在において相続が確定していないため、役員及びその近親

者として記載しております。 

  

属性 
会社等の
名称 

住所 
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 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員及び
その近親
者 

服部博幸 － －
当社代表 
取締役社長 

被所有
直接 
17.81％ 

－ －

賃貸借取引に
係る被債務保
証(注)３ 

275,670 － －

不動産の賃借
(注)４ 

25,642 － －

保証金の差入 － 保証金 45,000

役員及び
その近親
者 

服部基春
(当社代
表取締役
社長服部
博幸の実
父) 
(注)５ 

－ － － 
被所有
直接 
2.21％ 

－ －

不動産の賃借
(注)４ 

57,902 － －

保証金の差入 － 保証金 60,000

役員及び
その近親
者 

服部あや
(当社代
表取締役
社長服部
博幸の実
母) 

－ － － 
被所有
直接 
4.24％ 

－ －

不動産の賃借
(注)４ 

17,228 － －

保証金の差入 － 保証金 30,000

役員及び
その近親
者 

服部豊子
(当社代
表取締役
社長服部
博幸の配
偶者) 

－ － 当社従業員 
被所有
直接 
4.94％ 

－ －

不動産の賃借
(注)４ 

8,413 － －

保証金の差入 － 保証金 15,000

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等
(当該会
社等の子
会社を含
む) 

㈲馬場商
事 

名古屋市 
瑞穂区 

5,000
不動産賃貸
業 

被所有
直接 
0.15％ 

－
不動産
の賃借 

不動産の賃借
(注)４ 

13,200 － －

保証金の差入 － 保証金 14,160



親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．取引内容は平成18年１月期におけるものであります。 

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりませんが、科目の各期末残高には消費税等が含まれておりま

す。 

  

（１株当たり情報） 

 （注）１．潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

  

  

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

その他の
関係会社
の子会社 

イオンモ
ール㈱ 

千葉市 
美浜区 

7,796

ショッピン
グセンター
の開発・運
営 

被所有
直接 
2.02％ 

－
店舗の
賃借等 

保証金の差入 － 保証金 262,556

項目 
第34期

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第35期 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

１株当たり純資産額（円） 1,031.26 1,220.46 

１株当たり当期純利益（円） 55.03 121.37 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
（円） 

－ － 

項目 
第34期

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第35期 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

当期純利益（千円） 278,999 619,324 

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） 278,999 619,324 

普通株式の期中平均株式数（株） 5,069,350 5,102,884 



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額 
（千円） 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

㈱みずほフィナンシャルグループ 68 65,822 

㈱ヤマナカ 35,800 46,898 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 29 45,569 

㈱リーガルコーポレーション 124,000 32,612 

名古屋電機工業㈱ 26,000 32,500 

徳倉建設㈱ 82,000 26,240 

㈱エムジーホーム 62 21,514 

㈱ダイヤモンドシティ 2,148 10,615 

㈱第三銀行 15,000 6,015 

㈱名古屋銀行 5,000 4,240 

その他（４銘柄） 10,984 7,744 

計 301,093 299,771 



【有形固定資産等明細表】 

 （注） 当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。 

  

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額
（千円） 

当期末残高
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
(千円) 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産   

建物 3,175,892 256,024 12,024 3,419,892 1,763,024 266,172 1,656,868

構築物 32,617 － － 32,617 23,264 1,581 9,352

機械装置 2,145 － － 2,145 1,393 159 752

車両運搬具 10,265 340 － 10,605 9,421 313 1,184

器具備品 338,858 60,570 23,208 376,219 226,606 47,181 149,612

土地 3,964,562 － － 3,964,562 － － 3,964,562

建設仮勘定 － 406,235 401,454 4,781 － － 4,781

有形固定資産計 7,524,342 723,170 436,688 7,810,825 2,023,710 315,409 5,787,114

無形固定資産   

借地権 4,000 － － 4,000 － － 4,000

ソフトウエア 10,040 － － 10,040 3,656 2,008 6,383

ソフトウエア仮勘定 － 37,140 － 37,140 － － 37,140

その他 8,479 － － 8,479 477 69 8,002

無形固定資産計 22,519 37,140 － 59,660 4,133 2,077 55,526

長期前払費用 99,197 24,877 7,664 116,410 46,942 21,088 69,468

繰延資産   

－ － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

  建物 TSURUYA FORUM熊本南他新規出店10店舗 237,632千円 

  建設仮勘定 新規店舗への投資による増加  

       

       



【社債明細表】 

 （注）１．（ ）内書きは１年以内償還予定額であります。 

２．貸借対照表日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

  

【借入金等明細表】 

 （注）１．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。 

  

  

銘柄 発行年月日 
前期末残高
（千円） 

当期末残高
（千円） 

利率（％） 担保 償還期限 

第１回物上担保附社債 
平成10年
６月25日 

200,000 
(200,000) 

－ 2.1 あり
平成17年 
６月24日 

第２回無担保社債 
平成13年
１月25日 

1,000,000 1,000,000 1.47 なし
平成20年 
１月25日 

第３回無担保社債 
平成14年
７月19日 

500,000 500,000 1.26 なし
平成19年 
７月19日 

第４回無担保社債 
平成14年
９月25日 

500,000 500,000 0.48 なし
平成19年 
９月25日 

第５回無担保社債 
平成15年
８月11日 

500,000 500,000 0.6 なし
平成20年 
８月11日 

第６回無担保社債 
平成15年
12月26日 

500,000 
(100,000) 

400,000 
(100,000) 

0.77 なし
平成21年 
12月25日 

第７回無担保社債 
平成16年
１月20日 

500,000 
(100,000) 

400,000 
(100,000) 

0.88 なし
平成22年 
１月20日 

第８回無担保社債 
平成16年
９月10日 

500,000 500,000 
(100,000) 

0.94 なし
平成22年 
９月10日 

第９回無担保社債 
平成16年
９月30日 

500,000 500,000 
(100,000) 

0.91 なし
平成22年 
９月30日 

合計 － 4,700,000 
(400,000) 

4,300,000 
(400,000) 

－ － － 

  １年以内（千円） 
１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内
（千円） 

３年超４年以内
（千円） 

４年超５年以内
（千円） 

  400,000 1,400,000 1,900,000 400,000 200,000 

区分 
前期末残高
（千円） 

当期末残高
（千円） 

平均利率
（％） 

返済期限 

短期借入金 1,700,000 1,800,000 0.7 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 327,245 390,471 1.3 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 1,774,385 2,477,714 1.3 平成19年～31年

その他の有利子負債 － － － － 

合計 3,801,631 4,668,185 － － 

    
１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内
（千円） 

３年超４年以内
（千円） 

４年超５年以内
（千円） 

  長期借入金 390,548 390,626 390,706 378,588 



【資本金等明細表】 

 （注） １．発行済株式数、資本金及び資本準備金の当期増加は、有償第三者割当増資によるものであります。 

     ２．別途積立金の当期増加は、前期決算の利益処分によるものであります。 

  

【引当金明細表】 

  

  

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

資本金（千円） 833,646 995,520 － 1,829,166

資本金のうち
既発行株式 

普通株式 （株） （5,069,350） （1,360,000） （   －） （6,429,350）

普通株式 （千円） 833,646 995,520 － 1,829,166

計 （株） （5,069,350） （1,360,000） （   －） （6,429,350）

計 （千円） 833,646 995,520 － 1,829,166

資本準備金及
びその他資本
剰余金 

資本準備金    

株式払込剰余金 （千円） 865,454 995,520 － 1,860,974

計 （千円） 865,454 － 

利益準備金及
び任意積立金 

利益準備金 （千円） 16,707 － 16,707

任意積立金    

別途積立金 （千円） 2,900,000 300,000 － 3,200,000

計 （千円） 2,916,707 300,000 － 3,216,707

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額
（千円） 

当期減少額
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 800 － 800 － －

賞与引当金 40,000 43,700 40,000 － 43,700

役員退職慰労引当金 75,570 2,837 2,400 － 76,007

執行役員退職慰労引当金 － 750 － － 750



(2）【主な資産及び負債の内容】 

１）資産の部 

① 現金及び預金 

  

② 売掛金 

(イ）相手先別内訳 

 （注） デベロッパーは、ショッピングセンター等の店舗賃貸人のことであります。 

  

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

区分 金額（千円）

現金 40,517 

預金 

当座預金 1,910 

普通預金 5,543,317 

定期預金 3,052,000 

小計 8,597,227 

合計 8,637,745 

相手先 金額（千円）

デベロッパー関係 

㈱ダイヤモンドシティ 149,465 

イオンモール㈱ 131,183 

㈱パルコ 61,250 

その他 196,674 

小計 538,573 

クレジット関係 

ユーシーカード㈱ 11,576 

㈱ジェーシービー 7,364 

㈱三重銀カード 5,250 

その他 15,341 

小計 39,534 

合計 578,107 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D)
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

×100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

500,680 12,156,830 12,079,403 578,107 95.4 16.2 



③ 商品 

  

④ 貯蔵品 

  

⑤ 保証金 

  

品目 金額（千円）

紳士靴 637,455 

婦人靴 226,710 

スポーツ靴 966,499 

運動靴 119,539 

インポート雑貨 314,450 

その他 24,995 

合計 2,289,649 

品目 金額（千円）

靴修繕用材料 809 

合計 809 

相手先 金額（千円）

㈱パルコ 384,425 

㈱ダイヤモンドシティ 326,012 

㈲東海屋 300,000 

イオンモール㈱ 262,556 

㈱北野書店 203,000 

その他 1,281,656 

合計 2,757,650 



２）負債の部 

① 支払手形 

(イ）相手先別内訳 

  

(ロ）期日別内訳 

  

② 買掛金 

  

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

相手先 金額（千円）

㈱中部月星 329,400 

㈱エスエスケイ 100,000 

㈱丸大 87,500 

西川印刷㈱ 83,647 

㈱北村スポーツ 82,600 

その他 1,106,333 

合計 1,789,480 

期日別 金額（千円）

平成18年２月 626,459 

３月 604,768 

４月 542,367 

５月 15,885 

合計 1,789,480 

相手先 金額（千円）

㈱中部月星 162,090 

アディダスジャパン㈱ 112,795 

㈱エスエスケイ 62,444 

㈱丸大 34,443 

㈱フィット中部日本 19,967 

その他 463,889 

合計 855,630 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

  

 （注） 決算公告は定款紙による公告に代えてホームページに掲載されており、アドレスは「http://www.tsuruya-

group.co.jp/kessan.html」であります。 

  

決算期 １月20日 

定時株主総会 決算期の翌日から３ヶ月以内

基準日 １月20日 

株券の種類 500株券 1,000株券 10,000株券

中間配当基準日 ７月20日 

１単元の株式数 500株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
名古屋市中区栄三丁目15番33号
 中央三井信託銀行株式会社 名古屋支店 証券代行部 

代理人 
東京都港区芝三丁目33番１号
 中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 本店及び全国各支店
日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

株券喪失登録に伴う手数料 
申請１件につき8,600円（税抜）
株券１枚につき500円（税抜） 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
名古屋市中区栄三丁目15番33号
 中央三井信託銀行株式会社 名古屋支店 証券代行部 

代理人 
東京都港区芝三丁目33番１号
 中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 本店及び全国各支店
日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 日本経済新聞（注）

株主に対する特典 

①毎年決算日現在の所有株式数500株以上1,000株未満の株主に対し、株
主優待券7,000円（1,000円券７枚）を贈呈します。 
②毎年決算日現在の保有株式数1,000株以上の株主に対し、株主優待券
20,000円（1,000円券20枚）を贈呈します。 



第７【提出会社の参考情報】 

  

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はありません。 

  

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第34期）（自 平成16年１月21日 至 平成17年１月20日）平成17年４月14日東海財務局長に提出。 

(2）半期報告書 

 （第35期中）（自 平成17年１月21日 至 平成17年７月20日）平成17年10月14日東海財務局長に提出。 

(3）有価証券届出書（第三者割当増資）及びその添付書類 

 平成17年12月21日東海財務局長に提出。 

(4）臨時報告書 

 平成18年１月13日東海財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

  

 該当事項はありません。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の監査報告書  

  

      平成17年４月13日 

株式会社ツルヤ靴店       

取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
代表社員 

関与社員 

  
  
公認会計士 上田 圭祐  印 

  関与社員   公認会計士 服部 則夫  印 

          

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ツルヤ靴店の平成16年１月21日から平成17年１月20日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ツルヤ靴店の平成17年１月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な会計方針に記載されているとおり、会社は商品の評価基準及び評価方法に関する会計方針を売価還元法によ

る原価法から個別法による原価法に変更した。 

  

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

(注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の監査報告書  

  

      平成18年４月13日 

株式会社ツルヤ靴店       

取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 松井 夏樹  印 

  
指定社員 

業務執行社員

  

  
公認会計士 服部 則夫  印 

          

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ツルヤ靴店の平成17年１月21日から平成18年１月20日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ツルヤ靴店の平成18年１月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

(注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。 
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