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平成18年５月期    個別中間財務諸表の概要            平成18年１月10日 

上場会社名  株式会社コスモス薬品 上  場  取  引  所 東証マザーズ 

コード番号  ３３４９ 本社所在都道府県 福 岡  県 

（URL     http://www.cosmospc.co.jp）   

代  表  者  役職者名  代表取締役社長 氏名  宇野 正晃  

問合せ先責任者  役職者名  専務取締役 管理本部長 氏名  小野 幸弘  ＴＥＬ（092）433 ― 0660 

中間決算取締役会開催日  平成18年１月10日 中間配当制度の有無  有 

中間配当支払開始日    平成─年─月─日 単元株制度採用の有無 有（１単元100株） 

 

１．17年11月中間期の業績（平成17年６月１日～平成17年11月30日） 

（１）経営成績                                     （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年11月中間期 49,491 42.9 1,592 93.0 1,810 103.9 

16年11月中間期 34,637 27.9 825 76.7 888 54.4 

17年５月期 76,926 33.1 2,184 36.7 2,393 31.6 

 

 中間（当期）純利益 
１株当たり 

中間（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円   銭 円   銭

17年11月中間期 941 110.8            104     01 ―   ― 

16年11月中間期 446 63.0             58     62 ―   ― 

平成17年５月期 1,233 36.5            146     45 ―   ― 

(注) ① 期中平均株式数  17年11月中間期 9,054,982 株 16年11月中間期 7,621,180 株 17年５月期 8,288,143 株 

   ② 会計処理の方法の変更  有 

   ③ 売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。 

 

（２）配当状況 

 1株当たり中間配当金 1株当たり年間配当金  

 円   銭 円   銭   

17年11月中間期        0     00  －    

16年11月中間期        0     00  －    

17年５月期        0     00 15     00    

 

（３）財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円  銭  

17年11月中間期 34,001 12,446 36.6 1,244   60  

16年11月中間期 23,296 4,920 21.1 560   88  

17年５月期 27,893 6,078 21.8 675   28  

(注) ① 期末発行済株式数  17年11月中間期 10,000,137 株  16年11月中間期 8,772,000 株  17年５月期 8,971,937 株 

   ② 期末自己株式数   17年11月中間期        63 株  16年11月中間期       ― 株  17年５月期       63 株 

 

２．18年５月期の業績予想（平成17年６月１日～平成18年５月31日） 

１株当たり年間配当金  
売上高 経常利益 当期純利益 

期末  

 

通  期 

 百万円 

101,730 

 百万円

3,490 

 百万円

1,832 

円  銭 

10    00   

円  銭

     10    00 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）91円60銭 
（注）当社は平成17年10月27日開催の取締役会において、平成18年１月20日付をもって普通株式１株を２株とする

株式分割を行う旨の決議をいたしましたので、１株当たり予想当期純利益（通期）に関しては分割を考慮し
た期末発行済株式数（自己株式を除いた株式数 20,000,274株）に基づいて算出しております。なお、分割
を考慮しない場合は183円20銭となります。 
業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績
は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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３．個別中間財務諸表等 

 中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  

 

前中間会計期間末 

(平成16年11月30日) 

 

当中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成17年５月31日) 

区分 
注記

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 

(％) 
金額(百万円) 

構成比

(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  5,478 10,060  6,566 

２．売掛金  521 544  603 

３．たな卸資産  6,265 8,460  7,498 

４．その他  1,360 1,976  1,708 

貸倒引当金  △2 △1  △1 

流動資産合計  13,623 58.5 21,040 61.9  16,374 58.7

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物 ※２ 4,043 6,221  5,787 

(2) 建設仮勘定  680 194  151 

(3) 土地 ※２ 325 541  434 

(4) その他  128 273  159 

 有形固定資産合計  5,177 7,232   6,532

２．無形固定資産  13 16   13

３．投資その他の資産    

(1) 建設協力金  2,014 2,449  2,202 

(2) 差入敷金保証金  1,905 2,486  2,110 

(3) その他  562 775  658 

投資その他の資産合計  4,481 5,712   4,972

固定資産合計  9,672 41.5 12,960 38.1  11,518 41.3

資産合計  23,296 100.0 34,001 100.0  27,893 100.0
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前中間会計期間末 

(平成16年11月30日) 

 

当中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成17年５月31日) 

区分 
注記

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％) 
金額(百万円) 

構成比 

(％) 
金額(百万円) 

構成比 

(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１．買掛金  8,868 12,569  12,416 

２．1 年以内返済予定長期 

    借入金 
※２ 2,003 2,030  2,053 

３．未払法人税等  439 927  775 

４．その他 ※４ 1,279 1,934  1,496 

流動負債合計   12,590 54.0 17,461 51.4  16,741 60.0

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ※２ 5,353 3,609  4,621 

２．退職給付引当金  62 72  67 

３．役員退職慰労引当金  345 362  353 

４．その他  25 49  29 

固定負債合計   5,785 24.9 4,094 12.0  5,072 18.2

負債合計   18,376 78.9 21,555 63.4  21,814 78.2

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   1,236 5.3 4,178 12.3  1,389 5.0

Ⅱ 資本剰余金     

  １．資本準備金  1,601 4,610  1,820 

 資本剰余金合計   1,601 6.9 4,610 13.6  1,820 6.5

Ⅲ 利益剰余金     

  １．利益準備金  7 7  7 

  ２．任意積立金     

       別途積立金  300 300  300 

  ３．中間(当期)未処分利益  1,774 3,348  2,561 

 利益剰余金合計   2,081 8.9 3,655 10.7  2,868 10.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金   0 0.0 2 0.0  0 0.0

Ⅴ 自己株式   － － △0 △0.0  △0 △0.0

資本合計   4,920 21.1 12,446 36.6  6,078 21.8

負債資本合計   23,296 100.0 34,001 100.0  27,893 100.0
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② 中間損益計算書 

  

 

前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日） 

 

当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度の 

要約損益計算書 

（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

区分 
注記

番号 
金額(百万円) 

百分比

(％)
金額(百万円) 

百分比 

(％)
金額(百万円) 

百分比

(％)

    

Ⅰ 売上高   34,637 100.0 49,491 100.0  76,926 100.0

Ⅱ 売上原価   26,977 77.9 38,875 78.6  60,315 78.4

売上総利益   7,660 22.1 10,615 21.4  16,610 21.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．給与及び賞与  2,866 3,585 6,066 

２．退職給付費用  7 9 15 

３．役員退職慰労引当

金繰入  8 9 17 

４．地代家賃  1,032 1,465 2,288 

５．その他  2,920 6,834 19.7 3,952 9,022 18.2 6,038 14,426 18.7

営業利益   825 2.4 1,592 3.2  2,184 2.9

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  14 20 33 

２．受取手数料  55 70 116 

３．受取家賃  6 55 31 

４．受取協賛金  17 18 35 

５．器具備品受贈益  39 36 78 

６．その他  46 180 0.5 69 271 0.6 105 401 0.5

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  62 48 116 

２．上場関連費用  47 ― 62 

３．その他  7 117 0.3 4 53 0.1 14 192 0.3

経常利益   888 2.6 1,810 3.7  2,393 3.1

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※1 0 ― 0 

２．前期損益修正益 ※2 ― ― 40 

３．貸倒引当金戻入益  ― 0 0.0 0 0 0.0 0 41 0.1

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※3 0 ― 0 

２．固定資産除却損 ※4 18 3 31 

３．店舗解約違約損  ― ― 8 

４．退職給付費用  24 ― 24 

５．本社移転費 ※7 ― ― 19 

６．減損損失 ※6 ― 43 0.1 46 50 0.1 ― 84 0.1

  税引前中間(当期) 

 純利益   844 2.5 1,760 3.6  2,349 3.1

  法人税、住民税及び 

  事業税  410 886 1,152 

  法人税等調整額  △12 398 1.2 △67 819 1.7 △36 1,116 1.5

  中間(当期)純利益   446 1.3 941 1.9  1,233 1.6

前期繰越利益   1,327 2,406  1,327

中間(当期)未処分利益   1,774 3,348  2,561

 



 

- 36 - 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項  目 

前中間会計期間 

（自  平成16年６月１日 

   至  平成16年11月30日） 

当中間会計期間 

（自  平成17年６月１日 

   至  平成17年11月30日） 

前事業年度 

（自  平成16年６月１日 

至  平成17年５月31日） 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

中間会計期間末日の市場

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

動平均法により算定) を採

用しております。 

 

   時価のないもの 

移動平均法による原価法

を採用しております。   

(1)有価証券 

 ①子会社株式 

同  左 

 

 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

同  左 

 

 

 

 

 

 

  時価のないもの 

同  左 

 

(1)有価証券 

  ①子会社株式 

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）を採用してお

ります。 

 

   時価のないもの 

同  左 

 

 (2) たな卸資産 

  ①商品 

売価還元法による原価法

を採用しております。 

  ②貯蔵品 

終仕入原価法を採用し

ております。 

(2) たな卸資産 

  ①商品 

同  左 

 

  ②貯蔵品 

同  左 

(2) たな卸資産 

  ①商品 

同  左 

 

  ②貯蔵品 

同  左 

２．固定資産の減価償却

方法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

但し、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）は、定額

法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以

下の通りであります。 

建物及び構築物 

６年～47年 

車両運搬具 

４年～６年 

工具・器具及び備品 

３年～20年 

(1) 有形固定資産 

同  左 

(1) 有形固定資産 

同  左 

 (2) 無形固定資産 

自社利用のソフトウエア

については、社内における

利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しており

ます。 

(3) 長期前払費用 

定額法を採用しておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

同  左 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同  左 

(2) 無形固定資産 

同  左 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同  左 
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項  目 

前中間会計期間 

（自  平成16年６月１日 

   至  平成16年11月30日） 

当中間会計期間 

（自  平成17年６月１日 

   至  平成17年11月30日） 

前事業年度 

（自  平成16年６月１日 

至  平成17年５月31日） 

３．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、貸倒実績率

により、回収不能見込額を

計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同  左 

(1) 貸倒引当金 

同  左 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当中間会計期

間末における退職給付債

務の見込額に基づき、当

中間会計期間末に発生し

ていると認められる額を

計上しております。 

また、数理計算上の差

異は、各年度の発生時の

従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（７

年）による按分額をそれ

ぞれ発生の翌年度より費

用処理することにしてお

ります。 

（追加情報） 

退職給付債務は、従来

「退職給付会計に関する

実務指針」に定める簡便

法により計算しておりま

したが、当中間会計期間

から原則法に変更してお

ります。 

この変更は、当中間会

計期間より従業員の増加

等に伴い従業員の年齢や

勤務期間の偏りが解消さ

れ、退職給付債務の数理

計算に用いられる基礎率

の推定について一定の有

効性が確保されたため、

原則法による計算の結果

に一定の高い水準の信頼

性が得られるものと判断

されたことによるもので

あります。 

この変更に伴い、当期

首時点における簡便法か

ら原則法への移行にかか

る差異は、「退職給付費

用」として24百万円を特

別損失に計上しておりま

す。 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当中間会計期

間末における退職給付債

務の見込額に基づき、当

中間会計期間末に発生し

ていると認められる額を

計上しております。 

また、数理計算上の差

異は、各年度の発生時の

従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（７

年）による按分額をそれ

ぞれ発生の翌年度より費

用処理することにしてお

ります。 

 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に発

生していると認められる額

を計上しております。また

、数理計算上の差異は、各

年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定

の年数（７年）による按分

額をそれぞれ発生の翌年度

より費用処理することにし

ております。 

（追加情報） 

退職給付債務は、従来「

退職給付会計に関する実務

指針」に定める簡便法によ

り計算しておりましたが当

事業年度より原則法に変更

しております。 

この変更は、当事業年度

より従業員の増加等に伴い

従業員の年齢や勤務期間の

偏りが解消され、退職給付

債務の数理計算に用いられ

る基礎率の推定について一

定の有効性が確保されたた

め、原則法による計算の結

果に一定の高い水準の信頼

性が得られるものと判断さ

れたことによるものであり

ます。 

この変更に伴い、当事業

年度期首時点における簡便

法から原則法への移行にか

かる差異は、「退職給付費

用」として24百万円を特別

損失に計上しております。

この結果、従来の方法によ

った場合と比較して、退職

給付費用が27百万円多く計

上され、営業利益、経常利

益はそれぞれ２百万円減少

し、税引前当期純利益は27

百万円減少しております。
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項  目 

前中間会計期間 

（自  平成16年６月１日 

   至  平成16年11月30日） 

当中間会計期間 

（自  平成17年６月１日 

   至  平成17年11月30日） 

前事業年度 

（自  平成16年６月１日 

至  平成17年５月31日） 

 この結果、従来の方法によ

った場合と比較して、退職

給付費用が27百万円多く計

上され、営業利益、経常利

益はそれぞれ２百万円減少

し、税引前中間純利益は27

百万円減少しております。 

  

 (3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給

に備えるために内規に基づ

く中間会計期間末要支給額

を計上しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同  左 

(3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給

に備えるために内規に基づ

く期末要支給額を計上して

おります。 

４．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 

 

 

同  左 

５．ヘッジ会計の方法 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて

は、特例処理の要件を満た

しておりますので、特例処

理を採用しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワッ

プ 

ヘッジ対象…借入金の 

            利息 

(3) ヘッジ方針 

当社は、借入金の金利変

動リスクを回避する目的で

金利スワップ取引を行って

おり、ヘッジ対象の識別は

個別契約ごとに行っており

ます。 

(4) ヘッジの有効性評価の方

法 

リスク管理方針に従っ

て、以下の条件を満たす

金利スワップを締結して

おります。 

Ⅰ．金利スワップの想定

元本と長期借入金の

元本金額が一致して

いる。 

Ⅱ．金利スワップと長期

借入金の契約期間、

及び満期が一致して

いる。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同  左 

 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同  左 

 

 

 

(3) ヘッジ方針 

同  左 

 

 

 

 

 

(4) ヘッジの有効性評価の方

法 

同  左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同  左 

 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同  左 

 

 

 

(3) ヘッジ方針 

同  左 

 

 

 

 

 

(4) ヘッジの有効性評価の方

法 

同  左 
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項  目 

前中間会計期間 

（自  平成16年６月１日 

   至  平成16年11月30日） 

当中間会計期間 

（自  平成17年６月１日 

   至  平成17年11月30日） 

前事業年度 

（自  平成16年６月１日 

至  平成17年５月31日） 

Ⅲ．長期借入金の変動金

利のインデックス

が、TIBOR+1.5%で一

致している。 

Ⅳ．長期借入金と金利ス

ワップの金利改定条

件が一致している。

Ⅴ．金利スワップの受払

い条件が、スワップ

期間を通じて一定で

ある。 

従って、金利スワップ

の特例処理の条件を満た

しており、その判定をも

って有効性の判定に代え

ております。（有効性の

評価を省略しておりま

す。) 

６．その他中間財務諸表

（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 

 

 

消費税等の会計処理 

同  左 
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会計方針の変更 

前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

―――――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議

会平成 14 年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号平

成 15 年 10 月 31 日）が平成 17 年４月

１日以後開始する会計年度から適用さ

れることになったことに伴い、当中間

会計期間から同会計基準及び同適用指

針を適用しております。これによる税

引前中間純利益に与える影響額は 46

百万円であります。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

―――――――― 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

（中間損益計算書） 

 営業外収益のうち「受取手数料」

につきましては、前事業年度まで

「オンライン手数料」として表示し

ておりましたが、取引内容をより明

瞭に表すために当中間会計期間より

「受取手数料」として表示しており

ます。 

    ―――――――― （損益計算書関係） 

 営業外収益のうち「受取手数料」に

つきましては、前事業年度まで「オン

ライン手数料」として表示しておりま

したが、取引内容をより明瞭に表すた

めに当事業年度より「受取手数料」と

して表示しております。 

 

追加情報 

前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

（外形標準課税） 

実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会 平成

16年２月13日）が公表されたことに

伴い、当中間会計期間から同実務対

応報告に基づき、法人事業税の付加

価値割及び資本割25百万円を販売費

及び一般管理費として処理しており

ます。 

    ―――――――― 

 

（外形標準課税） 

実務対応報告第 12 号 「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」（企業会計基準委員会 平成 16 

年２月 13 日）が公表されたことに伴

い、当事業年度から同実務対応報告に

基づき、法人事業税の付加価値割及び

資本割 51 百万円を販売費及び一般管

理費として処理しております。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 

(平成16年11月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

前事業年度末 

(平成17年５月31日) 

※１．有形固定資産の 

        減価償却累計額 956百万円 

※１．有形固定資産の 

      減価償却累計額 1,458百万円

※１．有形固定資産の 

       減価償却累計額 1,197百万円

※２．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の

通りであります。 

建物及び構築物  883百万円 

土地        263百万円 

合計       1,146百万円 

 

担保付債務は次の通りであり

ます。 

一年以内返済     

予定長期借入金  215百万円 

長期借入金    398百万円 

合計       614百万円 

※２．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の

通りであります。 

建物及び構築物 156百万円

土地         40百万円

合計         197百万円

 

担保付債務は次の通りであり

ます。 

一年以内返済 

予定長期借入金   25百万円

長期借入金     75百万円

合計       101百万円

※２．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の

通りであります。 

建物及び構築物   161百万円

土地          40百万円

  計          202百万円

 

担保付債務は次の通りであり

ます。 

一年以内返済 

予定長期借入金    25百万円

長期借入金      88百万円

  計        113百万円

 ３．当社グループは、運転資金の効 

率的な調達を行うため取引銀行７ 

行と当座貸越契約を締結しており 

ます。これらの契約に基づく当中 

間会計期間末の借入未実行残高は 

次の通りであります。 

当座貸越極度額  500百万円 

借入実行残高  ― 百万円 

差引額      500百万円 

  ３．当社グループは、運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行５

行と当座貸越契約を締結しており

ます。これらの契約に基づく当中

間会計期間末の借入未実行残高は

次の通りであります。 

当座貸越極度額  700百万円

借入実行残高  ― 百万円

差引額      700百万円

  ３．当社グループは、運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行６

行と当座貸越契約を締結しており

ます。これらの契約に基づく当会

計年度末の借入未実行残高は次の

通りであります。 

当座貸越極度額  800百万円

借入実行残高  ― 百万円

差引額      800百万円

  ４．消費税等の取扱い 

  仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺の上、流動負債のその

他に含めて表示しております。 

  ４．消費税等の取扱い 

  同  左 

  ４．―――――――― 
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(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 

（自  平成16年６月１日 

   至  平成16年11月30日） 

当中間会計期間 

（自  平成17年６月１日 

   至  平成17年11月30日） 

前事業年度 

（自  平成16年６月１日 

至  平成17年５月31日） 

※１．固定資産売却益の内容は次の通 

りであります。 

    土 地          0百万円 

※２． ―――――――― 

 

 

※３．固定資産売却損の内容は次の通 

りであります。 

その他               0百万円 

無形固定資産         0百万円 

    計                 0百万円 

※４．固定資産除却損の内容は次の通 

りであります。 

建物及び構築物      16百万円 

その他               0百万円 

撤去費用等           1百万円 

合計              18百万円 

※１．―――――――― 

 

      

※２． ―――――――― 

    

 

※３．―――――――― 

 

 

 

 

※４．固定資産除却損の内容は次の 

通りであります。 

建物及び構築物       1百万円 

その他               2百万円 

 計                3百万円 

※１．固定資産売却益の内容は次の通

りであります。 

   土 地              0百万円

※２．前期損益修正益の内容は次の通

りであります。 

税務更正の受入      40百万円

※３．固定資産売却損の内容は次の通

りであります。 

その他               0百万円

無形固定資産         0百万円

 計                 0百万円

※４．固定資産除却損の内容は次の通

りであります。 

建物及び構築物      29百万円

その他         1百万円

 計              31百万円

５．減価償却実施額 

有形固定資産      175百万円 

無形固定資産     0百万円 

５．減価償却実施額 

有形固定資産     268百万円 

無形固定資産     0百万円 

５．減価償却実施額 

有形固定資産     418百万円 

無形固定資産    0百万円 

※６．―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６．減損損失について 

(1)概要 

減損損失の内容は次の通りであ

ります。 

当中間会計期間において、以下

の資産について減損損失を計上し

ております。 

場所 

旧浮之城店 

(閉鎖店舗) 

(宮崎県宮崎市) 

用途 賃貸用資産 

種類 
建物及び構築物、土地

、その他 

当社は、キャッシュ・フローを

生み出す 小の単位として、店舗

ごとに資産のグルーピングをして

おります。 

営業活動から生じる損益が継続

してマイナスとなっている店舗や

土地の時価の下落が著しい店舗を

対象とし、回収可能価額が帳簿価

額を下回るものについて建物及び

※６．―――――――― 
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前中間会計期間 

（自  平成16年６月１日 

   至  平成16年11月30日） 

当中間会計期間 

（自  平成17年６月１日 

   至  平成17年11月30日） 

前事業年度 

（自  平成16年６月１日 

至  平成17年５月31日） 

 

構築物等の帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上してお

ります。 

(2)減損損失の金額 

   (単位：百万円)

固定資産の種類 金    額 

建物及び構築物 5

土地 41

その他 0

計 46

 

(3)回収可能額の算定方法 

回収可能額が使用価値の場合は、

将来キャッシュ・フローを4.58% 

の割引率で割り引いて計算してお

ります。 

回収可能額が正味売却価額の場合

には、公示価格を基に算出評価し

ております。 

 

 

※７．―――――――― ※７．―――――――― ※７．本社移転費用について 

当社は、平成17年４月に本社機能

を移転し、それに伴うオフィスの移

転費用等が発生したため、本社移転

費用として特別損失19百万円を計上

いたしております。 
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(リース取引関係) 

前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

(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中間期末

残高相当額 

 

取得価額相

当額 

（百万円） 

減価償却累

計額相当額

(百万円) 

中間期末残

高 相 当 額

(百万円) 

工具・

器具及

び備品 
4,171 1,514 2,656 

車両運

搬 具 
14 6 8 

合 計 4,186 1,521 2,664 
 

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中間期末

残高相当額 

 

取得価額相

当額 

（百万円）

減価償却累

計額相当額

(百万円) 

中間期末残

高 相 当 額

(百万円) 

工具・

器具及

び備品 
5,211 2,301 2,909

車両運

搬 具
14 8 5

合 計 5,225 2,309 2,915
 

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 

 

取得価額相

当額 

（百万円） 

減価償却累

計額相当額

(百万円) 

期末残高相

当額 

(百万円) 

工具・

器具及

び備品 
4,748 1,877 2,871

車両運

搬 具
14 7 7

合 計 4,763 1,884 2,878
 

 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内          773百万円 

１年超         1,946百万円 

合計          2,719百万円 

 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内        1,069百万円

１年超         1,963百万円

合計          3,032百万円

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内         888百万円

１年超         2,068百万円

合計          2,957百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料      399百万円 

減価償却費相当額   375百万円 

支払利息相当額    30百万円 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料    514百万円 

減価償却費相当額  487百万円 

支払利息相当額   33百万円 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料      865百万円

減価償却費相当額    815百万円

支払利息相当額     63百万円

(4) 減価償却費相当額の算出方法 

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。 

(5) 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては利息法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算出方法 

同  左 

 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

同  左 

(4) 減価償却費相当額の算出方法 

同  左 

 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

同  左 

 

 

 

 

(有価証券関係) 

 

前中間会計期間末（平成 16 年 11 月 30 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。 

 

当中間会計期間末（平成 17 年 11 月 30 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。 

 

前事業年度末（平成 17 年５月 31 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。 
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(１株当たり情報) 

前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

１株当たり純資産額     560 円88 銭 １株当たり純資産額  1,244 円60 銭 １株当たり純資産額     675 円28 銭

１株当たり中間純利益    58 円62 銭 １株当たり中間純利益  104 円01 銭 １株当たり当期純利益   146 円45 銭

当社は平成16年７月20日付で株式１

株につき２株の株式分割を行っており

ます。 

なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については、以下

の通りとなります。 

 

１株当たり純資産額     280円12銭 

１株当たり当期純利益   118円52銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

していないため記載しておりません。 

当社は潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

していないため記載しておりません。

 

当社は平成16年７月20日付で株式１

株につき２株の株式分割を行っており

ます。 

なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については、以下

の通りとなります。 

 

  １株当たり純資産額     280円12銭

  １株当たり当期純利益   118円52銭

 

なお、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

していないため記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日）

当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日）

中間(当期)純利益（百万円） 446 941           1,233 

普通株主に帰属しない金額（百万円） ―  ―   20  

 （うち利益処分による役員賞与金） (―)  (―)  (20) 

普通株式に係る中間(当期)純利益（百万円） 446 941            1,213

普通株式の期中平均株式数（株） 7,621,180 9,054,982    8,288,143 
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(重要な後発事象) 

前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

  当社株式は平成16年11月11日に東

京証券取引所マザーズ市場に上場い

たしました。 

これに伴い、平成16年10月８日及び

平成16年10月22日開催の取締役会に

おいて、オーバーアロットメントに

よる売出しに関連して、日興シティ

グループ証券株式会社を割当先とす

る第三者割当増資を、平成16年12月

13日を払込期日として行うことを決

議しております。 

その概要は下記の通りです。 

 

記 

 

日興シティグループ証券を割当先

とした第三者割当増資 

１．発行新株式数 

普通株式 200,000株 

２．発行価額 

１株につき1,530円 

３．発行価額総額 

306,000,000円 

４．払込金総額 

372,000,000円 

５．資本組入額 

１株につき765円 

６．資本組入額の総額 

153,000,000円 

７．払込期日 

平成16年12月13日 

８．資金の使途 

店舗の新設・改修の設備資金に充

当する予定であります。 

 

  平成17年10月27日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のように株式分

割による新株式の発行を決議しており

ます。 

その概要は下記の通りです。 

 

１．平成18年１月20日をもって普通株

式１株につき２株の株式分割をい

たします。 

（１）分割により増加する株式数 

平成17年11月30日 終の発行済

株式総数に１を乗じた株式数。

（２）分割方法 

平成17年11月30日 終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載され

た株主の所有株式数を１株につ

き２株の割合をもって分割いた

します。 

２．配当起算日 

平成17年12月１日 

 

当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の１株当たり情報に

ついては、それぞれ以下の通りであ

ります。 

（前中間会計期間） 

１株当たり純資産額 

     260円44銭 

１株当たり中間純利益 

      29円31銭 

（前事業年度） 

１株当たり純資産額 

     337円64銭 

１株当たり中間純利益 

      73円22銭 

（当中間会計期間） 

１株当たり純資産額 

     622円30銭 

１株当たり中間純利益 

      52円00銭 

 

潜在株式調整後１株当たり中間

（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。 

 

該当事項はありません。 
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（当中間期中の発行済株式数の増加） 

 

発行年月日 発行形態 発行株式数(株) 発行価格(円) 資本組入額(円)

平成17年11月16日 
    有償一般募集 

 
1,000,000 5,752円 2,713,000,000

平成17年11月24日 第三者割当増資 28,200 5,425.85円 76,502,370
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