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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】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第37期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

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

  

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期 

決算年月 平成14年２月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月

売上高 (千円) ― ― ― 14,182,338 15,016,529

経常利益 (千円) ― ― ― 157,235 182,590

当期純利益 (千円) ― ― ― 39,977 15,146

純資産額 (千円) ― ― ― 1,358,357 1,349,095

総資産額 (千円) ― ― ― 6,907,956 7,109,770

１株当たり純資産額 (円) ― ― ― 268.83 267.00

１株当たり当期純利益 (円) ― ― ― 7.91 2.99

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― ― 19.7 19.0

自己資本利益率 (％) ― ― ― 3.0 1.1

株価収益率 (倍) ― ― ― 33.9 107.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― ― 250,274 298,579

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― ― △190,987 △195,303

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― ― △48,126 △98,504

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) ― ― ― 748,609 753,381

従業員数 
(ほか、平均臨時 
雇用者数) 

(名) 
― 

(―)

―

(―)

―

(―)

276 

(666)

280

(707)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

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

３ 第36期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準第２号)

及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準適

用指針第４号)を適用しております。なお、この変更による１株当たり情報に与える影響はありません。 

４ 第37期より連結財務諸表を作成しているため、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・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。 
  

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期 

決算年月 平成14年２月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月

売上高 (千円) 12,161,285 12,433,821 13,612,557 14,182,106 15,015,191

経常利益 (千円) 128,666 154,103 324,244 168,770 200,080

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(千円) △94,107 △70,679 107,211 51,587 16,244

持分法を適用した場合の 
投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 369,266 369,266 369,266 369,266 369,266

発行済株式総数 (株) 5,270,000 5,270,000 5,270,000 5,270,000 5,270,000

純資産額 (千円) 1,356,487 1,262,337 1,345,883 1,369,967 1,361,803

総資産額 (千円) 5,783,783 5,870,440 6,429,118 6,917,969 7,121,990

１株当たり純資産額 (円) 268.38 249.81 266.34 271.13 269.51

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額) 

(円) 

(円) 

5.00 

(―)

5.00

(―)

6.00

(―)

6.00 

(―)

6.00

(―)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) △18.65 △13.99 21.22 10.21 3.21

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 23.5 21.5 20.9 19.8 19.1

自己資本利益率 (％) ― ― 8.2 3.8 1.2

株価収益率 (倍) ― ― 11.1 26.2 100.0

配当性向 (％) ― ― 28.3 58.8 186.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 252,938 300,927 728,163 ― ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 7,008 △35,484 △190,156 ― ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △243,999 △222,930 △316,059 ― ―

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 477,409 516,911 738,858 ― ―

従業員数 
(ほか、平均臨時 
雇用者数) 

(名) 
234 

(528)

238

(568)

255

(645)

274 

(665)

279

(705)



２ 【沿革】 

  

昭和44年７月 輸入雑貨商品の販売を目的として東京都杉並区に株式会社パスポートを設立。 

昭和47年４月 新潟にフランチャイズ１号店加盟、FC事業を開始。 

昭和48年10月 東京都品川区に本社機能を移転。 

昭和49年９月 売上分析に単品管理の手法を導入。 

昭和53年６月 

  

東京都品川区に物流センターを設置。併せてコンピュータによる物流在庫管理シス

テムを導入。 

昭和59年３月 

  

  

多品種少量販売時代に対応するため、仕入方式をセントラル・バイイング・システ

ム(本部集中仕入方式)から、企画商品の一部を除いて本部の指導する品揃えガイド

ラインに沿った各店仕入システムに転換。 

平成元年12月 伊東市に従業員保養所を兼ねた、セミナーハウス「生活創造倶楽部」を建設。 

平成２年３月 POSシステム導入に備え、物流センターのバーコード管理システム導入。 

平成３年９月 

  

作業合理化とデータマーチャンダイジング(販売数値情報に基づく品揃え)戦略を推

進するため、直営店全店にPOSシステム導入。 

平成４年６月 東京都品川区に本社を移転登記。 

平成６年６月 直営店、FC店合計100店舗を達成。 

平成６年９月 物流機能強化のため、物流センターを埼玉県所沢市に移転。 

平成７年２月 

  

POSデータの一層の分析活用を目的とした「ニューM.D.(新しい品揃えの実験)プロジ

ェクト」を発足。 

平成８年３月 

  

データマーチャンダイジングの強化と店頭在庫の効率化をめざし、直営全店で発注

管理システムを導入。 

平成９年４月 業容拡大に伴い、栃木県芳賀郡にも物流センターを設置。 

平成９年12月 日本証券業協会に店頭売買有価証券として登録。 

平成11年９月 

  

物流機能効率化のため、埼玉県所沢市の物流センターを廃し、栃木県芳賀郡の物流

センターに統合。 

平成15年３月 物流機能強化のため、物流センターを神奈川県伊勢原市に移転。 

平成16年10月 インテリア雑貨等のインターネット通販会社株式会社SPL(連結子会社)設立。 

平成16年12月 日本証券業協会への登録を取消し、ジャスダック証券取引所に上場。 



３ 【事業の内容】 

当企業集団は、株式会社パスポート(以下「当社」という)と子会社である株式会社SPL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。当企業集団の事業内容及び当社と関係会社の当

該事業における位置付けは、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ ㈲エースパスポートは平成17年12月に解散しており、取引は終了しておりますが、平成17年11月まで取引があったためフ

ランチャイジー13社の中に含めております。 

また、同時に関連当事者の記載をしておりますが、当連結会計年度末においては関連当事者に該当いたしません。 

２ ㈱SPLは平成17年８月より、消費者への商品販売を停止しております。 

  

４ 【関係会社の状況】 

  

(注) ㈱SPLは平成18年５月24日開催の株主総会において清算を決議いたしました。 

  

名称 住所
資本金又は
出資金 
(千円) 

主要な事業
の内容 

議決権の
所有(被所有)割合 

関係内容 
所有割合
(％) 

被所有
割合(％)

(連結子会社)     

㈱SPL 東京都品川区 30,000 雑貨小売業 100.0 ― 役員の兼任３名 

(その他の関係会社)     

㈱パスポートライフ 東京都杉並区 10,000 保険代理業 ― 20.00 役員の兼任２名 



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年２月28日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３ 当企業集団は、単一のセグメントであるため、事業の種類別セグメントは記載しておりません。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年２月28日現在 

(注) １ 従業員は就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

１ 名称        パスポートハッピーユニオン 

２ 結成年月日     平成11年11月９日 

３ 組合員数      775名 

４ 所属上部団体名   ゼンセン同盟流通部会 

５ 労使関係      組合結成以来、円滑な労使関係を維持しており、特記すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

全社 280(707) 

合計 280(707) 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

279(705) 29.6 4.7 3,675,471



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油高の影響など先行きの不安感は残りつつも、後半は株式市場が活性

化し、個人消費も回復の兆しが出てまいりました。小売業界におきましては、大規模ショッピングセンター(SC)の

開業ラッシュは止まず、商圏の奪い合いが激化しております。雑貨店はSCの集客に欠かせない人気業態となってお

りますが、アパレルその他異業種からの相次ぐ参入で過当競争の状況にあり、当社といたしましては新規出店物件

を厳選し、安易な拡大路線を慎むことを心がけました。また、商圏縮小で売上が伸び悩む店舗については、将来性

を十分に吟味しながら、家賃交渉及び退店交渉を厳しく行ってまいりました。 

Passportブランドでは、路面店３店舗を含む直営店11店舗を開設し、７店舗で改装を実施、10店舗を退店いたし

ました。また、Passport１店舗をbao-babブランドにリニューアルしたほか、fleurブランドで２店舗を出店しまし

た。フランチャイズは１店舗が移転開業、２店舗が閉鎖いたしました。この結果、当連結会計年度末の店舗数は、

直営店149店舗、フランチャイズ店20店舗となっております。商品別の売上状況では、フロアチェアや収納用品が好

調だったリビンググッズを中心に、着実に売上を積み重ねることができました。既存店は客単価が上昇したもの

の、客数が減少し、売上はほぼ前年実績と同水準になりました。費用の面では、定番商品を中心に直輸入化を推進

し、売上原価率の改善を進めましたが、一方で新規出店費用など販売費及び一般管理費が増加いたしました。な

お、撤退した店舗設備の未償却残高などの退店関連処理費用と子会社株式評価損を特別損失として計上しておりま

す。 

これらの結果、当連結会計年度の売上高は15,016百万円(前年同期比5.9％増)、経常利益は182百万円(同16.1％

増)、当期純利益は15百万円(同62.1％減)となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、753百万円となり、前年同期と比べ４百

万円(0.6％増)の増加となりました。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は298百万円となり、その主な収入要因は、税金等調整前当

期純利益92百万円、減価償却費379百万円であり、支出要因はたな卸資産の増加額162百万円、直輸入仕入の増加に

よる仕入債務の減少額94百万円であります。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度において投資活動の結果使用された資金は195百万円となり、その主な収入要因は、敷金保証金等

の返還による収入144百万円であり、支出要因は有形固定資産の取得による支出185百万円、敷金保証金等の差入に

よる支出142百万円であります。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度において財務活動の結果使用された資金は98百万円となり、その主な収入要因は社債の発行によ

る収入785百万円であり、支出要因は、長期借入金の返済による支出200百万円、社債の償還による支出270百万円及

び割賦債務の返済による支出383百万円であります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 品目別販売実績 

  

(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 上記各部門に含まれる品目は次のとおりであります。 

３ その他の売上には、フランチャイズ店への商品及び用度品の卸売上、ロイヤリティ等が含まれております。 

  

区分 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

売上高(千円) 前年同期比(％) 

直営店売上  

リビンググッズ 3,094,090 107.1

ダイニンググッズ 1,664,228 109.9

ライフファブリックス 6,753,432 104.3

バラエティグッズ 2,873,586 106.5

直営店売上 14,385,339 106.0

その他の売上 631,189 104.1

合計 15,016,529 105.9

リビンググッズ………………… 

  

ミニテーブル、フロアチェア、時計、照明具、写真立て、鏡、収納ラ

ック等 

ダイニンググッズ……………… マグカップ、洋食器、スプーン、フォーク、和食器、箸、弁当箱等 

ライフファブリックス………… 

  

テーブルクロス、マット、クッション、ベッドカバー、パジャマ、エ

プロン等 

バラエティグッズ……………… ぬいぐるみ、文具、石鹸、ポプリ、クリスマス関連グッズ等 



(2) 地域別売上高 

  

  

地域 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

売上高(千円) 前年同期比(％) 期末店舗数(店舗) 

北海道・東北地区  

北海道 
41,391
(―) 

―
1 
(―) 

青森県 
74,823
(―) 

105.2
1 
(―) 

宮城県 
255,887
(―) 

88.3
2 
(―) 

山形県 
95,199
(―) 

163.1
2 
(―) 

福島県 
202,532
(18,061) 

147.5
3 
(1) 

小計 
669,834
(18,061) 

120.3
9 
(1) 

関東地区  

栃木県 
357,960
(―) 

94.0
3 
(―) 

群馬県 
374,591
(―) 

120.0
3 
(―) 

茨城県 
633,262
(39,293) 

91.1
7 
(1) 

埼玉県 
1,398,604
(70,438) 

104.3
15 
(2) 

千葉県 
709,824
(―) 

116.9
9 
(―) 

東京都 
2,437,663
(69,896) 

99.4
26 
(2) 

神奈川県 
1,469,047
(46,749) 

104.0
14 
(2) 

小計 
7,380,954
(226,378) 

102.5
77 
(7) 

中部・東海地区  

新潟県 
84,069
(―) 

120.4
1 
(―) 

富山県 
99,048
(―) 

103.6
1 
(―) 

長野県 
66,327
(―) 

97.8
1 
(―) 

静岡県 
453,910
(9,030) 

101.5
5 
(―) 

山梨県 
121,679
(12,063) 

92.2
1 
(―) 

岐阜県 
72,295
(―) 

104.2
1 
(―) 

愛知県 
371,678
(200,523) 

101.3
7 
(5) 

三重県 
118,339
(―) 

―
1 
(―) 

小計 
1,387,349
(221,617) 

111.1
18 
(5) 



  

(注) １ 売上高欄の( )内の数字は直営店売上以外の売上高であり、内数で表示しております。また、期末店舗数の( )内の数字

はフランチャイズ店舗数であり、内数で表示しております。 

２ 北海道と三重県の売上高は、当連結会計年度の新設店なので前年同期比はありません。 

３ 静岡県と山梨県の( )内売上高は、当連結会計年度に閉鎖したフランチャイズ売上高であります。 

４ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

地域 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

売上高(千円) 前年同期比(％) 期末店舗数(店舗) 

近畿地区   

滋賀県 
176,772
(―) 

101.3
2 
(―) 

京都府 
240,027
(―) 

102.9
3 
(―) 

大阪府 
953,066
(33,903) 

110.9
12 
(1) 

兵庫県 
801,177
(65,501) 

109.6
11 
(3) 

奈良県 
260,845
(―) 

107.7
3 
(―) 

小計 
2,431,889
(99,404) 

108.6
31 
(4) 

中国・四国地区  

岡山県 
256,191
(―) 

101.4
2 
(―) 

広島県 
407,064
(―) 

110.2
5 
(―) 

徳島県 
50,168
(―) 

92.5
1 
(―) 

高知県 
175,510
(―) 

100.1
1 
(―) 

香川県 
247,672
(―) 

87.8
2 
(―) 

愛媛県 
110,930
(―) 

105.1
1 
(―) 

小計 
1,247,536

(―) 
100.7

12 
(―) 

九州地区  

福岡県 
1,008,110

(―) 
103.5

10 
(―) 

佐賀県 
68,942
(―) 

109.5
1 
(―) 

長崎県 
252,486
(―) 

108.6
2 
(―) 

熊本県 
237,578
(―) 

173.1
3 
(―) 

大分県 
65,728
(65,728) 

116.4
3 
(3) 

宮崎県 
158,174
(―) 

86.5
2 
(―) 

鹿児島県 
107,943
(―) 

208.7
1 
(―) 

小計 
1,898,964
(65,728) 

111.9
22 
(3) 

合計 
15,016,529
(631,189) 

105.9
169 
(20) 



(3) 単位当たりの売上高 

  

(注) １ 売場面積は、契約面積に基づくものであり、期中平均で表示しております。 

２ 従業員は、アルバイト・パートタイマー(１人１ヶ月165時間稼動)を含めた期中平均在籍人員によっております。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

(4) 仕入実績 

  

(注) １ 上記金額は実際仕入価額によっており、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記各部門に含まれる品目は次のとおりであります。 

３ その他の仕入には、フランチャイズ店への卸売上に係る商品等の仕入が含まれております。 

  

項目 
当連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

前年同期比(％) 

直営店売上高 (千円) 14,385,339 106.0

売場面積(平均) (㎡) 30,220 112.7

１㎡当たり期間売上高 (千円) 476 94.1

売上高 (千円) 15,016,529 105.9

従業員数(平均) (人) 987 105.1

１人当たり期間売上高 (千円) 15,214 100.7

部門別 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

仕入高(千円) 前年同期比(％) 

直営店仕入  

リビンググッズ 1,586,094 105.4

ダイニンググッズ 869,547 103.7

ライフファブリックス 3,546,586 103.2

バラエティグッズ 1,566,897 108.1

直営店仕入 7,569,126 104.7

その他の仕入 335,685 91.2

合計 7,904,812 104.0

リビンググッズ………………… 

  

ミニテーブル、フロアチェア、時計、照明具、写真立て、鏡、収納ラ

ック等 

ダイニンググッズ……………… マグカップ、洋食器、スプーン、フォーク、和食器、箸、弁当箱等 

ライフファブリックス………… 

  

テーブルクロス、マット、クッション、ベッドカバー、パジャマ、エ

プロン等 

バラエティグッズ……………… ぬいぐるみ、文具、石鹸、ポプリ、クリスマス関連グッズ等 



３ 【対処すべき課題】 

大都市のベッドタウンや地方中核都市などの中小商圏で、大型商業施設(SC)が顧客を奪い合う、いわゆる「オーバ

ーストア」の状況が、ここ数年顕著になってまいりました。また、当該SC内においても、異業種からの参入組を含め

た雑貨店の競合は激しい状態が続いており、当社といたしましては他店との差別化を図るのはもちろんのこと、消費

者・生活者にとってどれだけ付加価値のある商品やサービスを提供できるかが、専門店チェーンとしての今後の成長

ポイントであると考えております。 

移ろいやすい顧客心理を的確に捉えながら、“パスポートファン”を開拓し続けることが、小売業としての永遠の

課題だと認識しております。商品開発においては、「かわいくて素敵」をキーワードに、魅力的な品揃えを行う努力

を続けます。顧客ターゲットを明確にして、テイストや利便性を検証しながら、パスポートらしい商品を提案してい

く必要があると考えております。 

厳選した立地での出店と不採算店の閉鎖についても、引き続き注力する必要があります。当社店舗が入居している

商業施設もしくは商業集積の近隣における競争力を注視しながら、出退店はこれまで以上に機動的に対応しなければ

なりません。商圏の急激な環境変化に備えて、初期投資を抑制することも、ますます重要になってきております。 

当連結会計年度からスタートした中期３ヶ年計画『MAP』では、「店舗競争力の強化」と「挑戦的で活気ある組織の

維持」を大きなテーマに掲げ、お客様にとって『もっと使いやすいパスポート』をめざしております。「店舗競争力

の強化」では、店舗競争力の中身を商品競争力と店員競争力に分解し、それぞれについてのパワーアップを、現場主

導で進めてまいります。特にスタッフの接客応対レベルのバラツキは、早急に対処する必要があると考えておりま

す。さらには小集団プロジェクトなどを活用した現場中心主義を徹底することによって、スタッフ一人ひとりが自分

で考えて行動する強い組織をめざします。「挑戦的で活気ある組織の維持」としては、新ブランドの構築やインター

ネット通販などを手がけているところでございます。従業員にとっても「夢のある会社」であることが、会社の活性

化には必要不可欠であると考えております。 

  

４ 【事業等のリスク】 

当社の事業等のリスクについて、投資家の判断に影響を及ぼす可能性があるものについては、事業リスクとして認

識する性質のもので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開示しております。なお、当該事項

は、当連結会計年度末で収集した情報に基づき当社が独自に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

きに問題が発生した場合、商品調達に支障が出て、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 テナント入居している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、自然災害を含めた何らかの要因で急速に低下した場合、来

店客数の激減に対応できず、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

⑤ テナント入居している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。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

フランチャイズ契約 

当社は加盟店との間に「フランチャイズチェーン契約」を締結しております。 

(注) フランチャイズ店舗は、平成18年２月28日現在20店舗ありますが、フランチャイジーによって契約締結日が異なるため、契

約締結日の記載を省略しております。 

なお、上記契約条件につきましては、平成９年９月１日以降の契約条件を記載しております。 

  

６ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

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 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められた会計基準に基づき作成されており

ます。また、連結財務諸表を作成するにあたり、過去の実績や状況を踏まえた合理的な判断を基礎とし、重要な判

断や見積りを行っております。これらの判断や見積りは、特有の不確実性を伴うため、実際の結果と異なることが

あり、結果として連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。重要な会計方針については「第一部 企

業情報 第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」に記載しておりますが、当社が現在において重要な判断や見積りで特に業績に影響を与えると考えている項

目は次のとおりです。 

繰延税金資産 

当社グループは繰延税金資産について、タックス・プランニングを考慮し将来の回収可能性を検討してその金額

を計上しております。回収可能性の検討の際は、将来の課税所得を慎重に見積り判断しますが、見積りの前提とし

た諸条件の変化により、将来において繰延税金資産計上額が増減する可能性があります。 

  

(2) 経営成績の分析 

契約内容 

  

：１ インテリア雑貨小売店の運営指導 

：２ 取り扱い商品、使用する商号、商標及び販売方法の提供と経営の診断 

期間 ：３ヶ年(自動更新) 

加盟金 ：一社につき100万円 

保証金 ：一店舗につき100万円 

ロイヤリティ ：店頭売上金額の３％ 

仕入条件 ：当社の指定取引先からの指定取り扱い商品に限定。当月締めの翌月末支払。 



当連結会計年度の売上高は15,016百万円で、前年同期に比べ105.9％、834百万円の増収となりました。また、売

上総利益は7,274百万円で前年同期比107.3％と売上総利益率を0.6ポイント改善することができました。この主な要

因は、利益率の高い直輸入品の売上高が、直営店売上構成比6.6％から13.2％に拡大したことであります。 

一方、販売費及び一般管理費は7,056百万円で前年同期比107％となり、結果としての営業利益は218百万円、前年

同期比117.9％、また経常利益は182百万円、前年同期比116.1％となりました。 

しかし当期は比較的店歴の浅い大型店も含め直営店10店舗の不採算店を閉鎖した結果、税金等調整前当期純利益

が92百万円、前年同期比70％、当期純利益15百万円、前年同期比37.9％となりました。 

  

(3) 財政状態の分析 

当連結会計年度末の総資産は7,109百万円と前連結会計年度に比べて201百万円の増加(2.9％増)となりました。こ

のうち流動資産は3,100百万円と前連結会計年度に比べて129百万円の増加(4.3％増)で、その主な要因は直輸入の増

加と店舗の大型化に伴うたな卸資産の増加162百万円によるものです。 

固定資産は4,009百万円と72百万円の増加(1.8％増)となりました。その主な要因は設備投資によるものです。 

流動負債につきましては、3,998百万円と前連結会計年度に比べ237百万円の増加(6.3％増)となりました。その主

な要因としては、１年内償還予定社債の増加360百万円によるものです。 

また、固定負債は1,762百万円で前連結会計年度に比べ25百万円減少(1.4％減)となりました。その主な要因は、

長期借入金の減少123百万円によるものです。 

資本の部につきましては1,349百万円と前連結会計年度に比べ９百万円減少しておりますが、主な要因は当期純利

益の減少に伴う利益剰余金の減少15百万円によるものです。 

  

(4) 経営者の今後の方針について 

当社は、インテリア雑貨・生活雑貨の専門店チェーンです。近年の雑貨業界は異業種からの参入も絶えず、競合

が激化しておりますが、我々は専門店の初心に帰って、お客様の欲しいと思う商品を、お客様が「この人から買い

たい」と思えるスタッフを通して提供することが大切だと考えております。新しい商業施設やインターネット通販

等、販売ルートの拡充等にもしっかりと取り組む一方で、当社の最重点課題は「お客様から支持される店作り」で

あることを肝に銘じ、現場の強化を進めるための社内教育を徹底してまいります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

設備投資につきましては、直営店13店舗の新規出店を行うとともに既存店のうち業態変更１店舗を含め８店舗の改

装を行っております。これによる当連結会計年度の設備投資額は、差入敷金保証金を含めて612,942千円であります。

また、10店舗の退店による建物等の除却額は、56,933千円、改装等による建物等の除却額は、9,005千円でありま

す。 

  



２ 【主要な設備の状況】 

当社グループにおける主要な設備は次のとおりであります。 

(1) 提出会社 
平成18年２月28日現在における各事業所の設備の状況、投下資本並びに従業員数の配置状況は次のとおりであり
ます。 

  

地域 
土地 建物 器具備品

(千円) 

投下資本 
合計 
(千円) 

事業 
所数 

従業
員数 
(人) 面積(㎡) 金額(千円) 面積(㎡) 金額(千円)

直営店舗         
北海道・東北地区         
北海道 ― ― (260.66) 22,736 7,602 30,338 1 2

青森県 ― ― (189.65) 4,094 2,133 6,224 1 1

宮城県 ― ― (379.31) 9,367 3,625 12,992 2 4

山形県 ― ― (770.36) 36,058 11,624 47,683 2 3

福島県 ― ― (859.67) 37,441 12,772 50,214 2 5

小計 ― ― (2,459.65) 109,694 37,759 147,453 8 15

関東地区         
栃木県 ― ― (1,638.13) 21,228 11,277 32,505 3 6

群馬県 ― ― (1,633.62) 73,245 20,295 93,541 3 6

茨城県 ― ― (1,209.75) 55,488 24,552 80,040 6 11

埼玉県 ― ― (3,775.56) 140,813 54,882 195,695 13 23

千葉県 ― ― (1,954.00) 61,487 28,432 89,919 9 11

東京都 ― ― (2,766.11) 99,530 39,329 138,859 24 34

神奈川県 ― ― (2,482.56) 107,633 37,665 145,298 12 19

小計 ― ― (15,459.73) 559,427 216,434 775,861 70 110

中部・東海地区         
新潟県 ― ― (135.11) 2,179 1,012 3,192 1 1

富山県 ― ― (148.55) 7,451 2,518 9,970 1 1

長野県 ― ― (175.53) 7,211 2,183 9,395 1 1

静岡県 ― ― (712.62) 24,969 6,550 31,520 5 9

山梨県 ― ― (660.00) 21,298 10,256 31,555 1 1

岐阜県 ― ― (143.90) 1,272 300 1,573 1 2

愛知県 ― ― (288.32) 13,547 5,264 18,811 2 2

三重県 ― ― (485.55) 24,746 9,194 33,941 1 2

小計 ― ― (2,749.58) 102,678 37,282 139,961 13 19

近畿地区         
滋賀県 ― ― (224.56) 1,697 476 2,173 2 3

京都府 ― ― (348.31) 6,447 2,815 9,263 3 4

大阪府 ― ― (1,764.00) 59,546 20,440 79,986 11 19

兵庫県 ― ― (1,566.37) 40,364 15,374 55,738 8 16

奈良県 ― ― (513.52) 19,775 6,733 26,509 3 5

小計 ― ― (4,416.76) 127,831 45,840 173,672 27 47

中国・四国地区         
岡山県 ― ― (452.40) 13,475 3,609 17,085 2 4

広島県 ― ― (882.18) 24,751 11,069 35,821 5 8

徳島県 ― ― (99.50) 2,355 119 2,474 1 1

高知県 ― ― (237.77) 8,571 2,872 11,444 1 3

香川県 ― ― (620.66) 34,718 8,471 43,190 2 5

愛媛県 ― ― (175.13) 6,179 2,212 8,391 1 2

小計 ― ― (2,467.64) 90,052 28,355 118,407 12 23

九州地区         
福岡県 ― ― (1,902.87) 52,160 24,245 76,405 10 12

佐賀県 ― ― (162.23) 6,612 2,217 8,830 1 1

長崎県 ― ― (365.16) 7,208 2,665 9,873 2 3

熊本県 ― ― (656.36) 38,834 19,676 58,511 3 4

宮崎県 ― ― (254.28) 8,399 2,264 10,664 2 4

鹿児島県 ― ― (231.94) 11,772 4,781 16,553 1 1

小計 ― ― (3,572.84) 124,987 55,851 180,839 19 25

店舗計     (31,126.21) 1,114,672 421,523 1,536,195 149 239

本社     (283.83) 2,327 3,754 6,082 1 38

物流センター     (448.64) ― ― ― 1 2

厚生施設 1,002.26 45,554 305.24 65,730 336 66,066 1 ― 

合計 1,002.26 45,554 305.24
(31,858)

1,182,729 425,614 1,608,344 152 279



(注) １ 当社の事業所は小規模のため、県別に一括して表示しております。 

２ 各資産価額は平成18年２月末の帳簿価額であり、建設仮勘定は含んでおりません。 

３ 店舗以外の所在地は次のとおりであります。 

本社(全社的な管理業務)…………………東京都品川区 

物流センター(商品の配送及び保管)……神奈川県伊勢原市 

厚生施設(セミナーハウス)………………静岡県伊東市 

４ 従業員の数には、アルバイト・パートタイマーは含んでおりません。 

５ 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。 

  

(注) 上記金額には自動車、事務用機器及びソフトウェアが含まれます。 

  

(2) 国内子会社 
  

(注) ㈱SPLの本社の所在地は東京品川区であります。 

  

名称 数量 期間
年間リース料
(千円) 

リース契約残高 
(千円) 

POSシステム一式 POSレジスター175台他 ５年 115,938 280,715

会社名 事業所 
土地 建物 器具備品

(千円) 

投下資本
合計 
(千円) 

事業 
所数 

従業 
員数 
(人) 面積(㎡) 金額(千円) 面積(㎡) 金額(千円)

㈱SPL 本社 ― ― (100.55) ― 208 208 1 1



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

  

(注) １ 予算金額、既支払金額、今後の所要資金には敷金及び保証金を含めております。 

２ 今後の所要資金580,686千円については、無担保社債により賄う予定であります。 

３ 増加売場面積の( )は賃借物件であります。 

４ 上記の金額には消費税等は含んでおりません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

事業所名 
(所在地) 

区分 
増加売場
面積 
(㎡) 

必要性 
予算金額
(千円) 

既支払金額
(千円) 

今後の
所要資金 
(千円) 

着工予定 
年月 

完成予定 
年月 

伊奈店 
(埼玉県北足立郡) 

新設 (325)
地域需要に 
応えるため 

45,000 6,400 38,600 平成18年３月 平成18年４月

千葉 
ニュータウン店 
(千葉県印西市) 

新設 (495) 〃 65,000 ― 65,000 〃 〃 

守谷店 
(茨城県守谷市) 

新設 (193) 〃 32,000 5,844 26,156 〃 〃 

浦和美園店 
(埼玉県 
さいたま市) 

新設 (181) 〃 39,000 ― 39,000 〃 〃 

モレラ岐阜店 
(岐阜県本巣市) 

新設 (307) 〃 40,000 2,327 37,672 〃 〃 

イオン柏店 
(千葉県柏市) 

新設 (184) 〃 29,000 ― 29,000 〃 平成18年５月

第39期開店予定の 
その他の新店 
(４店舗) 

新設 (1,200) 〃 250,000 3,637 246,362 ― ― 

第39期改装予定店 
(５店舗) 

改装 ― 〃 100,000 1,104 98,896 ― ― 

合計   (2,885) ― 600,000 19,313 580,686 ― ― 



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) 有償一般募集 

ブックビルディング方式による募集 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 15,000,000

計 15,000,000

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年２月28日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年５月26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 5,270,000 5,270,000
ジャスダック
証券取引所 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 5,270,000 5,270,000 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(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９年12月10日 430,000 5,270,000 40,420 369,266 52,890 292,300

    発行数 430,000株

    発行価格 230円

    引受価額 217円

    発行価額 187円

    資本組入額 94円



(4) 【所有者別状況】 

平成18年２月28日現在 

(注) １ 自己株式217,240株は「個人その他」に217単元、「単元未満株式数の状況」に240株含まれております。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成18年２月28日現在 

(注) 当社が保有する自己株式(217千株 持株比率4.12％)は上記の表には含まれておりません。 

  

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000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) 

― 6 4 31 ― 1 1,053 1,095 ―

所有株式数 
(単元) 

― 221 8 1,409 ― 3 3,616 5,257 13,000

所有株式数 
の割合(％) 

― 4.2 0.2 26.8 ― 0.1 68.7 100.0 ―

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(％) 

株式会社パスポートライフ 東京都杉並区和泉１―50―11 1,008 19.14

水 野   純 東京都江東区塩浜２―９―３―917 673 12.78

水 野   玄 東京都杉並区和泉１―50―11 249 4.73

トランスグローバル 
マーチャンダイズ株式会社 

東京都江戸川区臨海町３―６―１ 160 3.03

水 野 睦 子 東京都杉並区和泉１―50―11 155 2.95

鈴 木 忠 光 東京都品川区荏原２―17―19―301 117 2.23

吉 村 政 雅 千葉県習志野市鷺沼１―９―13 77 1.46

小 林   章 埼玉県東松山市松葉町３―12―52 77 1.46

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１―１―５ 60 1.13

水 野   誠 静岡県沼津市北園町３―13 53 1.01

計 ― 2,633 49.96



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年２月28日現在 

(注) １ 単元未満株式には自己株式240株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年２月28日現在 

  

(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。 

  

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) 
(自己保有株式) 
普通株式 217,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

5,040,000 
5,040 同上 

単元未満株式 
普通株式 

13,000 
― 同上 

発行済株式総数 5,270,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 5,040 ― 

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(％)

(自己保有株式) 
株式会社パスポート 

東京都品川区西五反田 
７―22―17 

217,000 ― 217,000 4.12

計 ― 217,000 ― 217,000 4.12



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。 

  

(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】 

当社は株主への安定的な配当の維持を経営課題の一つと考え、積極的な利益還元を図るとともに、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ることを基本方針としております。 

このような方針に基づき、当期は１株当たり６円の配当を実施しました。この結果、当期の配当性向は186.9％とな

っております。 

  

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・最低株価高は、平成16年12月12日までは日本証券業協会におけるものであり、平成16年12月13日以降はジャスダック

証券取引所におけるものであります。なお、日本証券業協会は平成16年12月13日付でジャスダック証券取引所に移行してお

り、当社は日本証券業協会における登録を取消し、ジャスダック証券取引所に上場しております。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価高は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期 

決算年月 平成14年２月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 

最高(円) 225 210 260 414 380

最低(円) 157 140 150 205 249

月別 
平成17年 
９月 

10月 11月 12月
平成18年 
１月 

２月 

最高(円) 319 315 310 350 380 372

最低(円) 290 291 301 310 325 315



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   水 野   純 昭和36年３月９日生

昭和58年４月 ㈱鈴丹入社

673

昭和61年９月 当社入社

昭和62年４月 ㈱パスポートライフ取締役就任

(現任) 
昭和63年８月 当社店舗運営部次長

昭和63年11月 当社取締役就任

平成２年６月 当社店舗運営部長

平成３年９月 当社営業本部長

当社商品部長 
平成５年11月 当社常務取締役就任

平成８年５月 当社専務取締役就任

平成12年４月 当社総合企画室長

平成12年５月 当社代表取締役就任(現任) 
平成13年５月 当社商品本部長兼総合企画室長 
平成14年５月 当社代表取締役社長就任(現任) 
平成16年10月 ㈱SPL代表取締役社長(現任) 
平成17年３月 当社営業本部長

専務取締役 営業本部長 小 林   章 昭和23年６月30日生

昭和47年３月 ㈱高久(現 ㈱タカキュー)入社 

77

平成元年５月 同社常務取締役人事部長兼店舗開

発部・総務部担当 
平成２年７月 ㈱メルス代表取締役就任

平成３年10月 当社入社

当社店舗開発室長 
平成３年11月 当社常務取締役就任

平成12年４月 当社管理本部長兼店舗開発部長 
平成14年５月 当社専務取締役就任(現任) 
平成17年３月 当社管理本部長

平成18年４月 当社営業本部長(現任)

常務取締役 
管理本部長兼 
経営管理部長 
兼経理部長 

久保田 勝 美 昭和28年５月11日生

昭和52年４月 当社入社

37

昭和63年８月 当社商品部長

昭和63年11月 当社取締役就任

平成２年６月 当社物流部長兼システム開発室長 
平成３年９月 当社管理本部長

平成８年５月 当社経営企画室長

平成10年５月 当社常務取締役就任(現任) 
平成12年４月 当社営業本部長

平成17年３月 当社経営管理室長

平成18年４月 当社管理本部長兼経営管理部長兼

経理部長(現任) 

取締役相談役   水 野   玄 昭和６年10月27日生

昭和25年４月 ㈱鈴木書店入社

249

昭和29年４月 ㈱角川書店入社

昭和34年３月 ㈳日本能率協会入社

昭和41年11月 民芸品の店「てんしゅ」創業 
昭和44年７月 当社設立

代表取締役社長就任 
昭和55年４月 ㈱パスポートライフ設立

代表取締役社長就任 
平成８年４月 同社取締役(現任)

平成14年５月 当社取締役相談役就任(現任) 

取締役 人事総務部長 伊 藤 充 宏 昭和28年11月９日生

昭和51年３月 ㈱高久(現 ㈱タカキュー)入社 

6

平成元年６月 ㈱メルス入社

同社総務部長 
平成５年８月 当社入社

当社人事総務部長 
平成６年９月 当社営業部副部長

平成８年５月 当社取締役就任(現任)

平成８年９月 当社営業部長

平成12年４月 当社FC運営開発部長

平成14年３月 当社FC運営開発部長兼新規事業開

発部長 
平成18年４月 当社人事総務部長(現任)



  

(注) １ 代表取締役社長水野純は取締役相談役水野玄の長男であります。 

２ 連結子会社の㈱SPLは平成18年５月24日開催の株主総会において清算を決議いたしました。 

  

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、企業の社会的責任をきわめて重要視しており、法令順守はもちろんのこと、企業倫理について常に高い

意識をもつことが大切だと考えております。商売は信用が第一であり、不信感を抱かせるような行動や態度は、厳

に慎まなければなりません。「パスポートのビジネスにかかわるすべての人びとがハッピーになる」という企業理

念のもとで、お客様、株主、取引先、従業員と対話を繰り返し、常に最善の道を歩む努力を続けてまいります。事

業の競争力に悪影響をおよぼすと思われる機密事項を除いては、経営内容について包み隠さず迅速かつ正確な情報

公開を行い、会社運営の透明性を高めてまいる所存です。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

取締役 営業部長 奥 村 純 一 昭和29年１月28日生

昭和52年３月 ㈱高久(現 ㈱タカキュー)入社 

6

平成２年５月 同社経理部長 

平成８年９月 当社入社 

当社経理部長代理 

平成９年５月 当社取締役就任(現任) 

当社経理部長 

平成12年４月 当社管理部長 

平成18年４月 当社営業部長(現任) 

取締役 
総合企画室長 
兼新規事業 
開発部長 

田 中 卓 磨 昭和39年８月27日生

昭和63年４月 日本エンタープライズデベロップ

メント㈱入社 

49

平成８年７月 同社投資第６部部長代理 

平成10年11月 ㈱ジャパン・ヴィステック入社 

平成13年４月 同社経営企画室長 

平成14年１月 当社入社 

総合企画室長代理 

平成14年３月 当社総合企画室長 

平成14年５月 当社取締役就任(現任) 

平成14年９月 当社総合企画室長兼海外部長 

平成16年10月 ㈱SPL取締役就任(現任) 

平成17年３月 当社総合企画室長(現任) 

平成18年４月 当社新規事業開発部長(現任) 

常勤監査役   今 井 平 八 昭和10年１月１日生

昭和32年４月 志村化工㈱入社 

16

昭和34年６月 南運動具店(現 ㈱ミナミ)入社 

昭和62年５月 同社代表取締役専務就任 

平成９年９月 ㈱レッズ代表取締役社長就任 

平成11年１月 同社退任 

平成12年５月 当社常勤監査役就任(現任) 

監査役   鈴 木 忠 光 昭和15年４月14日生

昭和40年４月 ㈱丸運入社 

117

昭和45年３月 税理士登録 

鈴木税理士事務所開設 

昭和49年３月 公認会計士登録 

鈴木公認会計士事務所開設 

昭和55年４月 ㈱パスポートライフ監査役就任 

昭和60年11月 当社取締役(非常勤)就任 

平成14年５月 当社監査役就任(現任) 

平成16年10月 ㈱SPL監査役就任(現任) 

監査役   大 竹 秀 達 昭和16年８月４日生
昭和43年４月 弁護士登録 

47
平成３年11月 当社監査役就任(現任) 

計 1,277



② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

ａ. 会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

当社では、激しく変化する経営環境に対応し、会社の抱える課題に迅速かつ正確に対処するため、毎週「MM

会」と呼ばれる定例会議を開催しております。当会議は、常勤監査役の立会いの下で常勤取締役及び社長から指

名された者が各担当部署の状況報告等を行い、その内容について出席者が意見具申を行うことで課題の共通認識

と情報の共有化を図っております。 

取締役会は、７名の取締役で構成されており、経営上の重要な意思決定をし、取締役の業務執行を監督してお

ります。また、当会議は毎月１回以上開催され、常勤監査役のほか非常勤監査役も同席しており、適切な経営判

断がなされているかどうかについて牽制がなされています。なお、監査役は３名ですが、このうち常勤監査役１

名を含む２名は就任前に当社の役員または使用人になったことがなく、公正な監督機関として機能しておりま

す。 

会計監査におきましては、監査役および監査法人に対し、会計情報のみならず求められる経営情報をすべて提

供し、公正な監査が行われる環境を整備しております。 

内部監査は内部監査室社員１名が中心となって定期的に行われており、社内規定や法令の遵守状況について牽

制機能が働いております。 

株主に対しましては、株主総会で積極的に質問を受け付けているほか、年度末の事業報告書に「株主アンケー

ト」を同封し、経営諸施策の参考にしております。 

法令順守につきましては、弁護士・公認会計士・税理士・司法書士など社外の有識者に必要に応じて相談する

体制をとっております。 

平成18年２月28日現在の当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりです。 

  

 
  

ｂ. 会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要 

社外取締役は選任しておりません。社外監査役について該当事項はありません。 

  

ｃ. 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

平成18年２月期は、１年間で18回の取締役会を開催し、経営に関する全般的重要事項を協議決定いたしまし

た。IR活動の一環として、アナリスト・機関投資家を対象とした中間決算説明会を平成17年10月に、前期の決算

説明会は平成17年４月に各１回開催いたしました。また、個人投資家を対象とした会社説明会を、平成17年５月

に開催いたしました。 

月次売上高の速報値および出退店情報につきましては、当社のホームページ上で毎月更新開示しております。 

  



③ 役員報酬の内容 

当事業年度において、当社の取締役及び監査役に支払った報酬は、取締役７名に対して79百万円(当社に社外取締

役はおりません。)、監査役３名に対して13百万円(うち社外監査役２名、６百万円)であります。 

この報酬金額には、使用人兼務取締役に対する使用人分給与21百万円は含まれておりません。 

  

④ 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 13百万円 

上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

  

⑤ 内部監査及び監査役監査の状況 

社長直轄の内部監査室(人員１名)が、店舗及び各部署を巡回し社内規定や法令の遵守状況について監査を行い、

改善事項があればそれを指摘し社長に報告します。指摘された問題点については該当部署に改善指示書が出され、

該当部署から改善の結果が報告書として提出されております。監査役会は常勤監査役１名、非常勤監査役２名の計

３名(うち社外監査役２名)で構成されております。常勤監査役は毎週の取締役で構成する「MM会」と呼ばれる定例

会に出席し、毎月の定例取締役会には監査役全員が出席して、重要な意志決定や経営判断について適宜助言、提言

し、同時に取締役の職務執行を十分に監視できる体制になっております。 

  

⑥ 会計監査の状況 

ａ. 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名 

(注) 継続監査年数については７年以内であるため、記載を省略しております。 

  

ｂ. 監査業務に係る補助者の構成 

  

(注) 報酬限度額 取締役 132百万円

    監査役 21百万円

指定社員 業務執行社員 城戸和弘 監査法人トーマツ 

指定社員 業務執行社員 三富康史 監査法人トーマツ 

公認会計士 ３名 

会計士補 ３名 

その他 ３名 



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」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項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則を適用しております。 

  

(2) 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項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則を適用しております。 

  

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、前連結会計年度(平成16年３月１日から平成17年２月28日まで)及

び当連結会計年度(平成17年３月１日から平成18年２月28日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成16年３月１日

から平成17年２月28日まで)及び当事業年度(平成17年３月１日から平成18年２月28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。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  

  
前連結会計年度
(平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成18年２月28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  748,609 753,381  

 ２ 受取手形及び売掛金  603,707 615,077  

 ３ たな卸資産  1,440,385 1,602,465  

 ４ 繰延税金資産  34,341 37,957  

 ５ その他  144,196 91,423  

   流動資産合計  2,971,240 43.0 3,100,305 43.6

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産     

  (1) 建物及び構築物 ※１ 2,451,702 2,582,483    

    減価償却累計額 1,278,022 1,173,679 1,399,754 1,182,729  

  (2) 器具備品 941,865 1,049,905    

    減価償却累計額 531,049 410,816 624,083 425,822  

  (3) 土地 ※１  45,554 45,554  

  (4) 建設仮勘定  3,704 6,141  

   有形固定資産合計  1,633,754 23.6 1,660,247 23.4

 ２ 無形固定資産  10,844 0.2 10,459 0.1

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券  16,905 26,866  

  (2) 差入敷金保証金 ※１  2,123,953 2,153,430  

  (3) 繰延税金資産  63,335 67,530  

  (4) その他  88,043 90,928  

   貸倒引当金  △120 ―  

   投資その他の資産合計  2,292,116 33.2 2,338,756 32.9

   固定資産合計  3,936,715 57.0 4,009,464 56.4

   資産合計  6,907,956 100.0 7,109,770 100.0

      



  

  
前連結会計年度
(平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成18年２月28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 支払手形及び買掛金  2,261,916 2,167,817  

 ２ １年内償還予定社債  190,000 550,000  

 ３ 短期借入金 ※１  258,000 258,000  

 ４ １年内返済予定 
   長期借入金 

※１  200,140 123,200  

 ５ 未払法人税等  77,091 82,437  

 ６ 賞与引当金  60,300 63,000  

 ７ その他  713,727 753,783  

   流動負債合計  3,761,175 54.4 3,998,239 56.2

Ⅱ 固定負債     

 １ 社債  805,000 975,000  

 ２ 長期借入金 ※１  176,050 52,850  

 ３ 退職給付引当金  94,340 102,819  

 ４ 役員退職慰労引当金  79,839 87,744  

 ５ 長期未払金  ― 523,021  

 ６ その他  633,194 21,000  

   固定負債合計  1,788,423 25.9 1,762,435 24.8

   負債合計  5,549,599 80.3 5,760,674 81.0

      

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※２  369,266 5.4 369,266 5.2

Ⅱ 資本剰余金  292,300 4.2 292,300 4.1

Ⅲ 利益剰余金  750,632 10.9 735,462 10.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金  6,374 0.1 12,282 0.2

Ⅴ 自己株式 ※３  △60,215 △0.9 △60,215 △0.8

   資本合計  1,358,357 19.7 1,349,095 19.0

   負債及び資本合計  6,907,956 100.0 7,109,770 100.0

     



② 【連結損益計算書】 

  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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  14,182,338 100.0 15,016,529 100.0

Ⅱ 売上原価  7,403,896 52.2 7,741,872 51.6

   売上総利益  6,778,441 47.8 7,274,656 48.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

 １ 包装・運搬費 262,471 283,372    

 ２ 給与手当 2,083,354 2,225,567    

 ３ 賞与 102,842 127,866    

 ４ 賞与引当金繰入額 60,300 63,000    

 ５ 退職給付費用 19,925 23,763    

 ６ 役員退職慰労引当金 
   繰入額 

6,707 7,905    

 ７ 地代家賃 2,381,443 2,531,108    

 ８ 減価償却費 369,058 379,880    

 ９ 貸倒引当金繰入額 120 ―    

 10 その他 1,306,991 6,593,215 46.5 1,413,737 7,056,202 47.0

   営業利益  185,226 1.3 218,454 1.4

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息 124 5    

 ２ 受取配当金 138 207    

 ３ 破損商品等弁償金 329 5,980    

 ４ 雑収入 2,013 2,605 0.0 1,433 7,626 0.1

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息 10,993 7,517    

 ２ 社債利息 7,538 11,578    

 ３ 社債発行費 9,250 14,950    

 ４ 為替差損 ― 8,522    

 ５ 雑損失 2,813 30,596 0.2 921 43,489 0.3

   経常利益  157,235 1.1 182,590 1.2

Ⅵ 特別損失     

 １ 固定資産除却損 ※１ 13,673 65,939    

 ２ 店舗等退去費用 8,015 24,489    

 ３ 貸倒損失 3,135 ―    

 ４ その他 780 25,605 0.2 ― 90,429 0.6

   税金等調整前当期純利益  131,630 0.9 92,161 0.6

   法人税、住民税 
   及び事業税 

92,875 88,880    

   法人税等調整額 △1,222 91,652 0.6 △11,865 77,014 0.5

   当期純利益  39,977 0.3 15,146 0.1

      



③ 【連結剰余金計算書】 

  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 292,300 292,300

Ⅱ 資本剰余金期末残高 292,300 292,300

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 740,974 750,632

Ⅱ 利益剰余金増加高  

 １ 当期純利益 39,977 39,977 15,146 15,146

Ⅲ 利益剰余金減少高  

 １ 配当金 30,319 30,319 30,316 30,316

Ⅳ 利益剰余金期末残高 750,632 735,462

   



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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    

 １ 税金等調整前当期純利益  131,630 92,161 

 ２ 減価償却費  369,058 379,880 

 ３ 貸倒引当金の減少額  △44,152 △120 

 ４ 賞与引当金の増加額  700 2,700 

 ５ 退職給付引当金の増加額  11,849 8,479 

 ６ 役員退職慰労引当金の増加額  6,707 7,905 

 ７ 受取利息及び受取配当金  △262 △212 

 ８ 支払利息及び社債利息  18,532 19,096 

 ９ 社債発行費  9,250 14,950 

 10 為替差損  1,409 0 

 11 店舗等退去費用  8,015 24,489 

 12 固定資産除却損  13,673 65,939 

 13 貸倒損失  3,135 ― 

 14 売上債権の増減額  87,492 △11,370 

 15 たな卸資産の増加額  △193,930 △162,079 

 16 仕入債務の減少額  △35,990 △94,098 

 17 未払消費税等の増減額  △18,745 17,447 

 18 その他  37,266 33,734 

小計  405,638 398,902 

 19 利息及び配当金の受取額  262 212 

 20 利息の支払額  △17,585 △17,001 

 21 法人税等の支払額  △138,041 △83,533 

営業活動によるキャッシュ・フロー  250,274 298,579 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 有形固定資産の取得による支出  △122,405 △185,676 

 ２ 有形固定資産の売却による収入  10,000 ― 

 ３ 敷金保証金等の差入による支出  △268,950 △142,241 

 ４ 敷金保証金等の返還による収入  205,722 144,120 

 ５ その他  △15,355 △11,506 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △190,987 △195,303 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 短期借入金の増減  124,000 ― 

 ２ 社債の発行による収入  640,750 785,050 

 ３ 長期借入金の返済による支出  △315,098 △200,140 

 ４ 社債の償還による支出  △125,000 △270,000 

 ５ 割賦債務の返済による支出  △342,217 △383,284 

 ６ 投資有価証券の取得による支出  △144 ― 

 ７ 自己株式取得による支出  △137 ― 

 ８ 配当金の支払額  △30,279 △30,129 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △48,126 △98,504 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △1,409 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  9,751 4,771 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  738,858 748,609 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  748,609 753,381 

     



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数  １社 

主要な連結子会社名 

 株式会社SPL 

 株式会社SPLにつきましては、平成

16年10月１日に新規設立したことに伴

い、当連結会計年度より新たに連結財

務諸表を作成しております。 

連結子会社の数  １社 

主要な連結子会社名 

 株式会社SPL 

  

２ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

同左 

３ 会計処理基準に関する事

項 

    

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(イ)有価証券 

  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

動平均法により算定) 

(イ)有価証券 

  その他有価証券 

同左 

  (ロ)たな卸資産 

  商品…売価還元法による原価法 

(ロ)たな卸資産 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 

  定率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。 

   建物及び構築物…10年～27年 

   器具備品…………５年～８年 

(イ)有形固定資産 

同左 

  (ロ)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)無形固定資産 

同左 

  (ハ)長期前払費用 

  定額法を採用しております。 

(ハ)長期前払費用 

同左 



  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

 (3) 重要な繰延資産の処理

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 

 (4) 重要な引当金の計上基

準 

(イ)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。 

(イ)貸倒引当金 

同左 

  (ロ)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。 

(ロ)賞与引当金 

同左 

  (ハ)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計期間末における退職給

付債務の見込額に基づき計上して

おります。 

(ハ)退職給付引当金 

同左 

  (ニ)役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備える

ため、役員退職慰労金支給規程に

基づく期末要支給額を計上してお

ります。 

(ニ)役員退職慰労引当金 

同左 

 (5) 重要なリース取引の処

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 

 (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

(イ)ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。 

(イ)ヘッジ会計の方法 

同左 

  (ロ)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 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (ハ)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。 

(ハ)ヘッジ方針 

同左 



  

表示方法の変更 

  

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

  (ニ)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。 

(ニ)ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

４ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会計年度中

に確定した利益処分に基づいて作成し

ております。 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・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 

６ その他連結財務諸表作成

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 

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

(連結貸借対照表) 

――――――― 

(連結貸借対照表) 

 前連結会計年度まで固定負債「その他」に含めて表示

しておりました「長期未払金」については、負債、少数

株主持分及び資本の合計額の5／100を超えているため、

当連結会計年度より区分掲記することといたしました。 

 なお、前連結会計年度の「長期未払金」は611,994千

円であります。 

(連結損益計算書) 

――――――― 

(連結損益計算書) 

 前連結会計年度まで営業外費用「雑損失」に含めて表

示しておりました「為替差損」については、営業外費用

合計の10／100を超えたため、当連結会計年度より区分

掲記することといたしました。 

 なお、前連結会計年度の「為替差損」は1,409千円で

あります。 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

(連結損益計算書関係) 

  

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(平成18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 

  (ロ)上記に対応する債務 

建物及び構築物 70,317千円

土地 45,554 

差入敷金保証金 775,324 

計 891,196 

短期借入金 100,000千円

１年以内返済予定長期借入金 200,140 

長期借入金 176,050 

※１ 担保提供資産及び対応債務 

  (イ)担保に供している資産 

  (ロ)上記に対応する債務 

建物及び構築物 65,730千円

土地 45,554 

差入敷金保証金 669,102 

計 780,386 

短期借入金 100,000千円

１年以内返済予定長期借入金 123,200 

長期借入金 52,850 

※２ 発行済株式数 普通株式 5,270,000株 ※２ 発行済株式数 普通株式 5,270,000株 

※３ 自己株式 普通株式 217,240株 ※３ 自己株式 普通株式 217,240株 

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 10,349千円

器具備品 3,324 

計 13,673 

※１ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 60,226千円

器具備品 5,713 

計 65,939 

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 748,609千円

現金及び現金同等物 748,609 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 753,381千円

現金及び現金同等物 753,381 

２ 重要な非資金取引 

当連結会計年度に新たに計上した割賦契約に係わる

資産及び負債の額は、それぞれ527,664千円であり

ます。 

２ 重要な非資金取引 

当連結会計年度に新たに計上した割賦契約に係わる

資産及び負債の額は、それぞれ285,499千円であり

ます。 



(リース取引関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 (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 

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 

    
器具備品 
(千円)   

車輌 
運搬具 
(千円) 

  

無形 
固定資産 
(ソフト 
ウェア) 
(千円) 

  
合計
(千円) 

取得価額 
相当額   279,969  3,092  253,411  536,473

減価償却 
累計額 
相当額 

  111,238  1,481  66,219  178,940

期末残高 
相当額   168,730  1,610  187,191  357,532

器具備品
(千円) 

車輌
運搬具 
(千円) 

無形 
固定資産 
(ソフト 
ウェア) 
(千円) 

  
合計 
(千円) 

取得価額
相当額 295,050 3,092 258,131  556,274

減価償却
累計額 
相当額 

151,103 2,255 109,127  262,487

期末残高
相当額 143,946 837 149,003  293,787

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 104,242千円

１年超 257,433 

合計 361,676 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 99,691千円

１年超 181,023 

合計 280,715 

 (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 109,807千円

減価償却費相当額 104,039 

支払利息相当額 7,635 

 (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 115,938千円

減価償却費相当額 110,657 

支払利息相当額 5,807 

 (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 

   リース料相当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) 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

該当事項はありません。 

  

区分 取得原価(千円) 
連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

 

 ① 株式 6,157 16,905 10,747

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 6,157 16,905 10,747

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

 

 ① 株式 ― ― ―

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 6,157 16,905 10,747



当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

該当事項はありません。 

  

区分 取得原価(千円) 
連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

 

 ① 株式 6,157 26,866 20,709

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 6,157 26,866 20,709

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

 

 ① 株式 ― ― ―

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 6,157 26,866 20,709



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

  

２ 取引の時価等に関する事項 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18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) 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。 

① 取引の内容及び利用目的等 

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、海外部門が

決裁担当者の承認を得て行っております。また、海外

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 

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18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、当連結会計

年度末においては、その残高はありません。 

同左 



(退職給付関係) 

前連結会計年度(平成17年２月28日現在) 

１ 退職給付制度の概要 

退職金規程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 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

  

当連結会計年度(平成18年２月28日現在) 

１ 退職給付制度の概要 

退職金規程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 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

  

  退職給付債務   94,340千円

  退職給付引当金   94,340 

  勤務費用   19,925千円

  退職給付費用合計   19,925 

  退職給付債務   102,819千円

  退職給付引当金   102,819 

  勤務費用   23,763千円

  退職給付費用合計   23,763 



(税効果会計関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(平成18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 

   繰延税金負債 

賞与引当金損金算入 
限度超過額 

24,536千円

退職給付引当金超過額 35,222  

役員退職慰労引当金 
損金否認 

32,486  

未払事業税否認 5,924  

連結子会社の繰越欠損金 4,693  

その他 3,881  

小計 106,743  

評価性引当額 △4,693  

計 102,049  

  その他有価証券評価差額金 △4,373  

繰延税金資産の純額 97,676  

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 

   繰延税金負債 

賞与引当金損金算入
限度超過額 

25,634千円

退職給付引当金超過額 40,254  

役員退職慰労引当金
損金否認 

35,702  

未払事業税否認 8,321  

連結子会社の繰越欠損金 8,410  

その他 4,001  

小計 122,325  

評価性引当額 △8,410  

計 113,915  

  その他有価証券評価差額金 △8,426  

繰延税金資産の純額 105,488  

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 42.1％

(調整)  

  交際費等永久に損金 
  に算入されない項目 

3.2％

  住民税均等割 20.0％

  評価性引当額の増加 3.7％

  その他 0.6％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

69.6％

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 

3.7％

 住民税均等割 29.5％

 評価性引当額の増加 9.1％

 その他 0.6％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率 

83.6％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

当企業集団は、小売業のみを営んでおり、単一のセグメントであるため、事業の種類別セグメント情報は記載

しておりません。 

当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

当企業集団は、小売業のみを営んでおり、単一のセグメントであるため、事業の種類別セグメント情報は記載

しておりません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

役員及び個人主要株主等 

  

(注) １ 当社取締役相談役の水野玄より、直営店舗32店舗の賃貸借契約の履行に対し、連帯保証を受けております。保証料の支払

及び担保の提供は行っておりません。なお、上記の取引金額には、支払店舗家賃(年額)を記載しております。 

２ 商品の販売については、一般のフランチャイジーと同一の条件で行っております。 

３ 上記の取引金額にはいずれも消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。 

  

当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

役員及び個人主要株主等 

  

(注) １ 当社取締役相談役の水野玄より、直営店舗８店舗の賃貸借契約の履行に対し、連帯保証を受けております。保証料の支払

及び担保の提供は行っておりません。なお、上記の取引金額には、支払店舗家賃(年額)を記載しております。 

２ 商品の販売については、一般のフランチャイジーと同一の条件で行っております。なお、㈲エースパスポートは平成17年

12月に解散し、関連当事者に該当しなくなったため、取引金額は関連当事者であった期間についてのものであります。 

３ 上記の取引金額にはいずれも消費税等は含まれておりません。 

  

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 

事業上
の関係 

役員 水野 玄 ― ― 当社取締役 
相談役 

(被所有)
直接 4.7 ― ―

出店に伴う
賃貸借契約
の履行の保
証(注１) 

500,865 ― ― 

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 

㈲エース
パスポー
ト 

静岡県 
沼津市 3,000 インテリア 

雑貨販売     ― ―

フランチ
ャイズ契
約による
商品の販
売 

商品の販売
(注２) 16,071 売掛金 1,252

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 

事業上
の関係 

役員 水野 玄 ― ― 当社取締役 
相談役 

(被所有)
直接 4.9 ― ―

出店に伴う
賃貸借契約
の履行の保
証(注１) 

123,112 ― ― 

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 

㈲エース
パスポー
ト 

静岡県 
沼津市 3,000 インテリア 

雑貨販売     ― ―

フランチ
ャイズ契
約による
商品の販
売 

商品の販売
(注２) 9,030 ― ― 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり純資産額 268円83銭 １株当たり純資産額 267円00銭

１株当たり当期純利益 ７円91銭 １株当たり当期純利益 2円99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。 

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。 

  
前連結会計年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当期純利益(千円) 39,977 15,146

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係わる当期純利益(千円) 39,977 15,146

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,053 5,052



(重要な後発事象) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

第６回及び第７回無担保社債の発行について 

平成17年３月７日の取締役会の決議に基づき、第６回

及び第７回無担保社債を下記概要のとおり発行してお

ります。 

第９回、10回、11回及び第12回無担保社債の発行につい

て 

平成18年３月13日の取締役会の決議に基づき、第９回

から第12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６回無担保社債 第７回無担保社債

社債総額 ３億５千万円 ２億５千万円 

利率 0.78％ 0.91％ 

発行年月日 平成17年３月18日 平成17年３月23日

償還方法 平成17年９月18日を

第１回償還日とし

て、その後毎年３月

18日及び９月18日に

額面３千５百万円を

償還し、平成22年３

月18日に残額を償還

する。 

平成17年９月23日を

第１回償還日とし

て、その後毎年３月

23日及び９月23日に

額面２千５百万円を

償還し、平成22年３

月23日に残額を償還

する。 

資金の使途 設備投資 設備投資 

社債の種類 第９回無担保社債 第10回無担保社債 

社債総額 １億円 ２億円 

利率 1.16％ 1.23％ 

発行年月日 平成18年３月23日 平成18年３月24日 

償還方法 平成18年９月23日を

第１回償還日とし

て、その後毎年３月

23日及び９月23日に

額面１千万円を償還

し、平成23年３月23

日に残額を償還す

る。 

平成18年９月24日を

第１回償還日とし

て、その後毎年３月

24日及び９月24日に

額面２千万円を償還

し、平成23年３月24

日に残額を償還す

る。 

資金の使途 設備投資 設備投資 

第８回無担保社債の発行について 

平成17年４月18日の取締役会の決議に基づき、第８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11回無担保社債 第12回無担保社債 

社債総額 １億円 ２億円 

利率 1.12％ 1.00％ 

発行年月日 平成18年３月24日 平成18年３月24日 

償還方法 平成18年９月24日を

第１回償還日とし

て、その後毎年３月

24日及び９月24日に

額面１千万円を償還

し、平成23年３月24

日に残額を償還す

る。 

平成21年３月24日に

額面２億円を一括償

還する。 

資金の使途 設備投資 設備投資   

社債の種類 第８回無担保社債 

社債総額 ２億円 

利率 0.60％ 

発行年月日 平成17年５月10日 

償還方法 
  

平成17年11月10日を第１回償還日とし

て、その後毎年５月10日及び11月10日に

額面２千万円を償還し、平成22年５月10

日に残額を償還する。 

資金の使途 設備投資 



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

  

(注) １ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。 

  

２ 「当期末残高」欄の( )内の金額は、１年以内に償還が予定されている社債であります。 

  

【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。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

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回無担保社債 
平成15年 
３月10日 

210,000
150,000
(60,000)

1.09
無担保
社債 

平成20年 
３月10日 

第２回無担保社債 
平成15年 
３月25日 

200,000
200,000
(200,000)

0.44
無担保
社債 

平成18年 
３月24日 

第３回無担保社債 
平成16年 
３月16日 

270,000
210,000
(60,000)

0.67
無担保
社債 

平成21年 
３月16日 

第４回無担保社債 
平成16年 
３月25日 

180,000
140,000
(40,000)

0.86
無担保
社債 

平成21年 
３月25日 

第５回無担保社債 
平成16年 
３月30日 

135,000
105,000
(30,000)

0.60
無担保
社債 

平成21年 
３月30日 

第６回無担保社債 
平成17年 
３月18日 

―
315,000
(70,000)

0.78
無担保
社債 

平成22年 
３月18日 

第７回無担保社債 
平成17年 
３月23日 

―
225,000
(50,000)

0.91
無担保
社債 

平成22年 
３月23日 

第８回無担保社債 
平成17年 
５月10日 

―
180,000
(40,000)

0.60
無担保
社債 

平成22年 
５月10日 

合計 ― 995,000
1,525,000
(550,000)

― ― ― 

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) 

550,000 350,000 320,000 225,000 80,000

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 258,000 258,000 1.375 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 200,140 123,200 1.585 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

176,050 52,850 1.731
平成19年３月30日～
平成20年７月31日 

その他の有利子負債 ― ― ― ― 

合計 634,190 434,050 ― ― 

  
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 37,850 15,000 ― ―



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  

  
前事業年度

(平成17年２月28日) 
当事業年度 

(平成18年２月28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  733,064 752,422  

２ 受取手形  13,300 14,000  

３ 売掛金  590,326 601,089  

４ 商品  1,438,793 1,602,465  

５ 前払費用  63,040 53,125  

６ 繰延税金資産  34,341 39,178  

７ 関係会社短期貸付金  ― 5,000  

８ 未収入金  60,293 23,040  

９ その他  20,129 15,116  

10 貸倒引当金  ― △3,000  

流動資産合計  2,953,289 42.7 3,102,438 43.6

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物 ※１ 2,451,702 2,582,483    

減価償却累計額 1,278,022 1,173,679 1,399,754 1,182,729  

(2) 器具備品 941,416 1,049,456    

減価償却累計額 530,982 410,434 623,842 425,614  

(3) 土地 ※１  45,554 45,554  

(4) 建設仮勘定  3,704 6,141  

有形固定資産合計  1,633,372 23.6 1,660,039 23.3

２ 無形固定資産     

(1) ソフトウェア  488 103  

(2) 電話加入権  10,356 10,356  

無形固定資産合計  10,844 0.2 10,459 0.1

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券  16,905 26,866  

(2) 関係会社株式  30,000 ―  

(3) 破産更生債権等  6,994 ―  

(4) 長期前払費用  2,264 1,654  

(5) 繰延税金資産  63,335 79,737  

(6) 差入敷金保証金 ※１  2,122,953 2,152,430  

(7) その他  78,130 88,363  

貸倒引当金  △120 ―  

投資その他の資産合計  2,320,461 33.5 2,349,053 33.0

固定資産合計  3,964,679 57.3 4,019,552 56.4

資産合計  6,917,969 100.0 7,121,990 100.0

      



  
  

前事業年度
(平成17年２月28日) 

当事業年度 
(平成18年２月28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  1,795,969 1,694,332  

２ 買掛金  465,031 473,485  

３ １年内償還予定社債  190,000 550,000  

４ 短期借入金 ※１  258,000 258,000  

５ １年内返済予定 
  長期借入金 

※１  200,140 123,200  

６ 未払金  94,122 87,443  

７ １年内支払予定 
  長期未払金 

 299,020 308,870  

８ 未払費用  287,847 306,243  

９ 未払法人税等  77,016 82,257  

10 未払消費税等  21,948 39,395  

11 預り金  7,181 8,623  

12 賞与引当金  60,300 63,000  

13 その他  3,000 2,900  

流動負債合計  3,759,577 54.3 3,997,752 56.1

Ⅱ 固定負債     

１ 社債  805,000 975,000  

２ 長期借入金 ※１  176,050 52,850  

３ 長期未払金  611,994 523,021  

４ 退職給付引当金  94,340 102,819  

５ 役員退職慰労引当金  79,839 87,744  

６ 預り保証金  21,200 21,000  

固定負債合計  1,788,423 25.9 1,762,435 24.8

負債合計  5,548,001 80.2 5,760,187 80.9

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※２  369,266 5.4 369,266 5.2

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金  292,300 292,300  

資本剰余金合計  292,300 4.2 292,300 4.1

Ⅲ 利益剰余金     

１ 利益準備金  31,220 31,220  

２ 任意積立金     

(1) 別途積立金 638,000 638,000 638,000 638,000  

３ 当期未処分利益  93,022 78,950  

利益剰余金合計  762,242 11.0 748,170 10.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金  6,374 0.1 12,282 0.2

Ⅴ 自己株式 ※３  △60,215 △0.9 △60,215 △0.9

資本合計  1,369,967 19.8 1,361,803 19.1

負債資本合計  6,917,969 100.0 7,121,990 100.0

      



② 【損益計算書】 
  

  
前事業年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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  14,182,106 100.0 15,015,191 100.0

Ⅱ 売上原価     

１ 商品期首棚卸高 1,246,455 1,438,793    

２ 当期商品仕入高 7,596,113 7,904,812    

 合計 8,842,569 9,343,605    

３ 商品期末棚卸高 1,438,793 7,403,775 52.2 1,602,465 7,741,139 51.6

売上総利益  6,778,330 47.8 7,274,051 48.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１ 包装・運搬費 262,297 283,102    

２ 給与手当 2,080,164 2,212,482    

３ 賞与 102,002 127,476    

４ 賞与引当金繰入額 60,300 63,000    

５ 退職給付費用 19,925 23,763    

６ 役員退職慰労引当金 
  繰入額 

6,707 7,905    

７ 地代家賃 2,380,360 2,527,808    

８ 減価償却費 368,932 379,563    

９ 貸倒引当金繰入額 120 ―    

10 その他 1,300,758 6,581,568 46.4 1,410,215 7,035,317 46.8

営業利益  196,762 1.4 238,734 1.6

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息 124 212    

２ 受取配当金 138 207    

３ 破損商品等弁償金 329 5,980    

４ 雑収入 2,012 2,604 0.0 1,414 7,815 0.0

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息 10,993 7,517    

２ 社債利息 7,538 11,578    

３ 社債発行費 9,250 14,950    

４ 為替差損 1,409 8,522    

５ 貸倒引当金繰入額 ― 3,000    

６ 雑損失 1,404 30,596 0.2 900 46,469 0.3

経常利益  168,770 1.2 200,080 1.3

Ⅵ 特別損失     

１ 固定資産除却損 ※１ 13,673 65,939    

２ 店舗等退去費用 8,015 24,489    

３ 貸倒損失 3,135 ―    

４ 関係会社株式評価損 ― 30,000    

５ その他 780 25,605 0.2 ― 120,429 0.8

税引前当期純利益  143,165 1.0 79,651 0.5

法人税、住民税 
及び事業税 

92,800 88,700    

法人税等調整額 △1,222 91,577 0.6 △25,292 63,407 0.4

当期純利益  51,587 0.4 16,244 0.1

前期繰越利益  41,434 62,706  

当期未処分利益  93,022 78,950  
      



③ 【利益処分計算書】 

  

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 

  

  
前事業年度

(平成17年５月26日) 
当事業年度 

(平成18年５月25日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益 93,022 78,950

合計 93,022 78,950

Ⅱ 利益処分額  

  配当金 30,316 30,316 30,316 30,316

Ⅲ 次期繰越利益 62,706 48,633

   



重要な会計方針 

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法を採用し

ております。 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (2) その他有価証券 

  時価のあるもの 

   決算日の市場価格等に基づく時

価法 

(評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平

均法により算定) 

(2) 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 

  定率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 

   器具備品…５年～８年 

(1) 有形固定資産 

同左 

  

  (2) 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 

(2) 無形固定資産 

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 

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) 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 

  (4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備える

ため、役員退職慰労金支給規程に

基づく期末要支給額を計上してお

ります。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 



  

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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 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。 

(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 

  ヘッジ手段 

   …    同左 

  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 

８ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

 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 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

(損益計算書関係) 

  

  

前事業年度 
(平成17年２月28日) 

当事業年度
(平成18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 

  (ロ)上記に対応する債務 

建物 70,317千円

土地 45,554 

差入敷金保証金 775,324 

計 891,196 

短期借入金 100,000千円

１年以内返済予定 
長期借入金 

200,140 

長期借入金 176,050 

※１ 担保提供資産及び対応債務 

  (イ)担保に供している資産 

  (ロ)上記に対応する債務 

建物 65,730千円

土地 45,554 

差入敷金保証金 669,102 

計 780,386 

短期借入金 100,000千円

１年以内返済予定
長期借入金 

123,200 

長期借入金 52,850 

※２ 授権株式数 普通株式 15,000,000株

   発行済株式数 普通株式 5,270,000 

※２ 授権株式数 普通株式 15,000,000株

   発行済株式数 普通株式 5,270,000 

※３ 自己株式 普通株式 217,240株 ※３ 自己株式 普通株式 217,240株

 ４ 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、6,374

千円であります。 

 ４ 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、12,282

千円であります。 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物 10,349千円

器具備品 3,324 

計 13,673 

※１ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物 60,226千円

器具備品 5,713 

計 65,939 



(リース取引関係) 

  

  

(有価証券関係) 

前事業年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 (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 

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 

    
器具備品 
(千円)   

車輌 
運搬具 
(千円) 

  
ソフト 
ウェア 
(千円) 

  
合計
(千円) 

取得価額 
相当額   279,969  3,092  253,411  536,473

減価償却 
累計額 
相当額 

  111,238  1,481  66,219  178,940

期末残高 
相当額   168,730  1,610  187,191  357,532

器具備品
(千円) 

車輌
運搬具 
(千円) 

ソフト 
ウェア 
(千円) 

  
合計 
(千円) 

取得価額
相当額 295,050 3,092 258,131  556,274

減価償却
累計額 
相当額 

151,103 2,255 109,127  262,487

期末残高
相当額 143,946 837 149,003  293,787

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 104,242千円

１年超 257,433 

合計 361,676 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 99,691千円

１年超 181,023 

合計 280,715 

 (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 109,807千円

減価償却費相当額 104,039 

支払利息相当額 7,635 

 (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 115,938千円

減価償却費相当額 110,657 

支払利息相当額 5,807 

 (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 

   リース料相当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 



(税効果会計関係) 

  

  

前事業年度 
(平成17年２月28日) 

当事業年度
(平成18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 

   繰延税金負債 

  

賞与引当金損金算入 
限度超過額 

24,536千円

退職給付引当金超過額 35,222  

役員退職慰労引当金 
損金否認 

32,486  

未払事業税否認 5,924  

その他 3,881  

計 102,049  

  その他有価証券評価差額金 △4,373  

  計 △4,373  

繰延税金資産の純額 97,676  

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 

   繰延税金負債 

賞与引当金損金算入
限度超過額 

25,634千円

退職給付引当金超過額 40,254  

役員退職慰労引当金
損金否認 

35,702  

未払事業税否認 8,321  

子会社株式評価損否認 12,207  

貸倒引当金損金算入
限度超過額 

1,220  

その他 4,001  

計 127,342  

  その他有価証券評価差額金 △8,426  

  計 △8,426  

繰延税金資産の純額 118,916  

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 42.1％

(調整)  

  交際費等永久に損金 
  に算入されない項目 

2.9％

  住民税均等割 18.3％

  その他 0.7％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

64.0％

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 

4.2％

 住民税均等割 33.9％

 その他 0.8％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率 

79.6％



(１株当たり情報) 

  

(注) 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。 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり純資産額 271円13銭 １株当たり純資産額 269円51銭

１株当たり当期純利益 10円21銭 １株当たり当期純利益 3円21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。 

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。 

  
前事業年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当期純利益(千円) 51,587 16,244

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係わる当期純利益(千円) 51,587 16,244

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,053 5,052



(重要な後発事象) 

  

  

  

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

第６回及び第７回無担保社債の発行について 

 平成17年３月７日の取締役会の決議に基づき、第６回

及び第７回無担保社債を下記概要のとおり発行してお

ります。 

第９回、10回、11回及び第12回無担保社債の発行につい

て 

 平成18年３月13日の取締役会の決議に基づき、第９回

から第12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６回無担保社債 第７回無担保社債

社債総額 ３億５千万円 ２億５千万円 

利率 0.78％ 0.91％ 

発行年月日 平成17年３月18日 平成17年３月23日

償還方法 

  

  

  

  

  

  

  

平成17年９月18日を

第１回償還日とし

て、その後毎年３月

18日及び９月18日に

額面３千５百万円を

償還し、平成22年３

月18日に残額を償還

する。 

平成17年９月23日を

第１回償還日とし

て、その後毎年３月

23日及び９月23日に

額面２千５百万円を

償還し、平成22年３

月23日に残額を償還

する。 

資金の使途 設備投資 設備投資 

社債の種類 第９回無担保社債 第10回無担保社債 

社債総額 １億円 ２億円 

利率 1.16％ 1.23％ 

発行年月日 平成18年３月23日 平成18年３月24日 

償還方法 

  

  

  

  

  

  

  

平成18年９月23日を

第１回償還日とし

て、その後毎年３月

23日及び９月23日に

額面１千万円を償還

し、平成23年３月23

日に残額を償還す

る。 

平成18年９月24日を

第１回償還日とし

て、その後毎年３月

24日及び９月24日に

額面２千万円を償還

し、平成23年３月24

日に残額を償還す

る。 

資金の使途 設備投資 設備投資 

第８回無担保社債の発行について 

 平成17年４月18日の取締役会の決議に基づき、第８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11回無担保社債 第12回無担保社債 

社債総額 １億円 ２億円 

利率 1.12％ 1.00％ 

発行年月日 平成18年３月24日 平成18年３月24日 

償還方法 

  

  

  

  

  

  

  

平成18年９月24日を

第１回償還日とし

て、その後毎年３月

24日及び９月24日に

額面１千万円を償還

し、平成23年３月24

日に残額を償還す

る。 

平成21年３月24日に

額面２億円を一括償

還する。 

資金の使途 設備投資 設備投資   

社債の種類 第８回無担保社債 

社債総額 ２億円 

利率 0.60％ 

発行年月日 平成17年５月10日 

償還方法 

  

  

平成17年11月を第１回償還月として、その

後毎年５月及び11月に額面２千万円を償還

し、平成22年５月に残額を償還する。 

資金の使途 設備投資 



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

有価証券の金額が、資産の総額の１％以下であるため、財務諸表等規則第121条の規定により記載を省略して

おります。 

  

【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

２ 当期減少額のうち主なものは、次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 2,451,702 322,254 191,472 2,582,483 1,399,754 252,978 1,182,729

 器具備品 941,416 146,484 38,443 1,049,456 623,842 125,590 425,614

 土地 45,554 ― ― 45,554 ― ― 45,554

 建設仮勘定 3,704 26,532 24,095 6,141 ― ― 6,141

有形固定資産計 3,442,377 495,271 254,012 3,683,636 2,023,596 378,569 1,660,039

無形固定資産       

 ソフトウェア 1,924 ― ― 1,924 1,820 384 103

 電話加入権 10,356 ― ― 10,356 ― ― 10,356

無形固定資産計 12,280 ― ― 12,280 1,820 384 10,459

長期前払費用 3,050 ― ― 3,050 1,395 610 1,654

繰延資産       

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

建物 新設店舗の内部造作 261,096千円

  改装店舗の内部造作 61,158千円

器具備品 新設店舗の什器備品 106,047千円

  改装店舗の什器備品 38,597千円

建物 退店に伴なう除却 125,486千円

  改装に伴なう除却 65,985千円

器具備品 退店に伴なう除却 22,186千円

  改装に伴なう除却 14,825千円



【資本金等明細表】 

  

(注) 当期末における自己株式は、217,240株であります。 

  

【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) 369,266 ― ― 369,266

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 (株) (5,270,000) (―) (―) (5,270,000)

普通株式 (千円) 369,266 ― ― 369,266

計 (株) (5,270,000) (―) (―) (5,270,000)

計 (千円) 369,266 ― ― 369,266

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) 292,300 ― ― 292,300

計 (千円) 292,300 ― ― 292,300

利益準備金及び 
任意積立金 

利益準備金 (千円) 31,220 ― ― 31,220

任意積立金     

 別途積立金 (千円) 638,000 ― ― 638,000

計 (千円) 669,220 ― ― 669,220

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 120 3,000 120 ― 3,000

賞与引当金 60,300 63,000 60,300 ― 63,000

役員退職慰労引当金 79,839 7,905 ― ― 87,744



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

資産の部 

イ 現金及び預金 

  

  

ロ 受取手形 

１) 相手先別内訳 

  

  

２) 期日別内訳 

  

  

区分 金額(千円)

現金 46,143

預金の種類  

当座預金 700,371

普通預金 5,150

外貨預金 2

別段預金 754

計 706,279

合計 752,422

相手先 金額(千円)

㈱松本糸舗 14,000

合計 14,000

期日別 金額(千円)

平成18年３月 8,500 

  〃  ４月 5,500 

合計 14,000 



ハ 売掛金 

１) 相手先別内訳 
  

  

２) 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います。 

  

ニ 商品 
  

  

ホ 差入敷金保証金 
  

  

相手先 金額(千円)

イオンモール㈱ 61,891 

イオン㈱ 50,477 

㈱イズミ 34,273 

㈱西友 31,976 

㈱イトーヨーカ堂 27,836 

その他 394,632 

合計 601,089 

前期繰越高(千円) 
  
(Ａ) 

当期発生高(千円)
  
(Ｂ) 

当期回収高(千円)
  
(Ｃ) 

次期繰越高(千円)
  
(Ｄ) 

回収率(％)
  

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日) 
(Ａ)＋(Ｄ) 
２ 
(Ｂ) 
365 

590,326 15,765,951 15,755,189 601,089 96.3 13.8

区分 金額(千円)

リビンググッズ 377,391 

ダイニンググッズ 192,646 

ライフファブリックス 564,128 

バラエティグッズ 468,300 

合計 1,602,465 

区分 金額(千円)

㈱イズミ 153,500 

イオン㈱ 149,114 

㈱イトーヨーカ堂 147,766 

イオンモール㈱ 122,950 

小田急電鉄㈱ 121,546 

その他 1,457,554 

合計 2,152,430 



負債の部 

イ 支払手形 

１) 相手先別内訳 

  

  

２) 期日別内訳 

  

  

ロ 買掛金 

  

  

相手先 金額(千円)

ムーンストーン㈱ 71,755

㈱ノルコーポレーション 62,739

㈱バードインターナショナル 59,477

中商事㈱ 58,853

㈱レップ 57,934

その他 1,383,571

合計 1,694,332

期日別 金額(千円)

平成18年３月 431,258

  〃  ４月  441,977

  〃  ５月  483,292

  〃  ６月  337,804

合計 1,694,332

相手先 金額(千円)

㈱ニックナック 34,187

ムーンストーン㈱ 22,829

㈲キュービックカンパニー 20,982

中商事㈱ 19,604

垂興物産㈱ 15,257

その他 360,622

合計 473,485



ハ 社債 

内訳は、１ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 ⑤ 連結附属明細表 社債明細表に記載しております。 

  

ニ 長期未払金 

  

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

区分 金額(千円)

東京リース㈱ 228,888

浜銀ファイナンス㈱ 208,379

ダイヤモンドリース㈱ 85,753

合計 523,021



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

  

  

決算期 ２月末日

定時株主総会 ５月中 

基準日 ――――

株券の種類 1,000株券 10,000株券 

中間配当基準日 ８月31日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え   

  取扱場所 
東京都千代田区丸ノ内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

  代理人 
東京都千代田区丸ノ内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 

  取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り   

  取扱場所 
東京都千代田区丸ノ内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

  代理人 
東京都千代田区丸ノ内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社  

  取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店

  買取手数料 無料 

公告掲載新聞名 日本経済新聞 

株主に対する特典 

毎年２月末日現在の株主に下記の基準により、当社の全店舗で使用できる株主優待券 
(500円券10枚綴り)もしくは自社商品(5,000円相当)を贈呈する。 
   1,000株以上 5,000株未満 １点 
   5,000株以上10,000株未満 ２点 
   10,000株以上       ３点 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社に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37期) 

  
自 平成16年３月１日
至 平成17年２月28日

  
平成17年５月27日 
関東財務局長に提出。 

(2) 半期報告書 (第38期中) 
  

自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日

  
  
平成17年11月11日 
関東財務局長に提出。 



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 

  

 

株式会社パスポート 

  

  

  

  

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

社パスポートの平成16年３月１日から平成17年２月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。

この連結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連結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

監査法人に連結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

体としての連結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、上記の連結財務諸表が、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

式会社パスポート及び連結子会社の平成17年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

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 

  

平成17年５月26日

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  城  戸  和  弘  ㊞ 

関与社員   公認会計士  吉  村  孝  郎  ㊞ 

  
※ 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 

  

 

株式会社パスポート 

  

  

  

  

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

社パスポートの平成17年３月１日から平成18年２月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。

この連結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連結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

監査法人に連結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

体としての連結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、上記の連結財務諸表が、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

式会社パスポート及び連結子会社の平成18年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

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 

  

平成18年５月25日

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  城  戸  和  弘  ㊞ 

  指定社員
業務執行社員

  公認会計士  三  富  康  史  ㊞ 

  
※ 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 

  

 

株式会社パスポート 

  

  

  

  

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

社パスポートの平成16年３月１日から平成17年２月28日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、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

社パスポートの平成17年２月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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 

  

平成17年５月26日

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  城  戸  和  弘  ㊞ 

関与社員   公認会計士  吉  村  孝  郎  ㊞ 

  
※ 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 

  

 

株式会社パスポート 

  

  

  

  

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

社パスポートの平成17年３月１日から平成18年２月28日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、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

社パスポートの平成18年２月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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 

  

平成18年５月25日

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  城  戸  和  弘  ㊞ 

  指定社員
業務執行社員

  公認会計士  三  富  康  史  ㊞ 

  
※ 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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