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１．平成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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 18,735 (△3.7) 387 (△10.3) 403 (△0.9)

16年11月中間期 19,448 (△12.8) 431 (△20.3) 407 (△5.1)

17年５月期 37,712 627 571

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

17年11月中間期 322 (29.7) 36 16

16年11月中間期 248 (25.6) 27 87

17年５月期 306 34 40

（注）①期中平均株式数 17年11月中間期 8,912,119株16年11月中間期 8,914,826株 17年５月期 8,914,096株

②会計処理の方法の変更 無

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 　　　　―――――― 12 50

 

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 36,316 10,981 30.2 1,232 25

16年11月中間期 38,196 9,901 25.9 1,110 81

17年５月期 37,870 10,320 27.2 1,158 02

（注）①期末発行済株式数 17年11月中間期 8,912,086株16年11月中間期 8,914,086株 17年５月期 8,912,306株

②期末自己株式数 17年11月中間期 14,810株16年11月中間期 12,810株 17年５月期 14,590株

２．平成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）  

 売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 39,000  700  250  12 50 12 50

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　28円05銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

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

なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。
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５．個別中間財務諸表等
(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）

前事業年度要約貸借対照表
（平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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 335,979 434,832 339,414

２．受取手形  375,582 346,206 882,802

３．売掛金 ※２ 4,943,308 4,503,145 3,632,939

４．営業貸付金 ※3,4 1,441,299 1,412,876 1,491,216

５．たな卸資産 ※1,7 9,042,189 9,754,049 9,463,252

６．その他 1,560,794 1,969,134 1,642,853

７．貸倒引当金 △267,485 △201,452 △256,943

流動資産合計 17,431,668 45.6 18,218,793 50.2 17,195,534 45.4

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※６

(1)建物 ※１ 3,582,382 3,541,884 3,476,420

(2)賃貸用資産 ※１ 2,843,232 2,805,480 2,893,927

(3)土地 ※1,7 4,657,817 4,324,124 4,666,383

(4)その他 217,302 220,306 251,986

有形固定資産合計 11,300,735 29.6 10,891,795 30.0 11,288,718 29.8

２．無形固定資産 126,083 0.3 126,633 0.3 126,336 0.3

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 ※１ 4,460,542 5,117,797 4,862,730

(2)関係会社長期貸付
金

4,192,285 1,650,458 4,005,767

(3)その他 ※１ 1,180,373 808,379 888,850

(4)貸倒引当金 △495,147 △496,947 △496,947

投資その他の資産
合計

9,338,054 24.5 7,079,687 19.5 9,260,401 24.5

固定資産合計 20,764,873 54.4 18,098,117 49.8 20,675,455 54.6

資産合計 38,196,542 100.0 36,316,910 100.0 37,870,990 100.0
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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）

前事業年度要約貸借対照表
（平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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  4,192,468 4,109,550 3,614,539

２．買掛金 3,682,395 3,244,550 2,569,175

３．短期借入金 ※１ 10,922,624 10,118,680 12,111,048

４．未払法人税等 223,000 484,648 223,335

５．完成工事補償引当
金

9,921 12,383 9,144

６．割賦売上繰延利益 68,657 66,018 61,109

７．その他 ※５ 678,982 898,093 641,750

流動負債合計 19,778,049 51.8 18,933,925 52.1 19,230,103 50.8

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 7,665,619 4,948,750 7,254,164

２．退職給付引当金 144,375 170,797 171,275

３．長期預り保証金 706,610 750,768 749,639

４．その他 － 530,741 145,149

固定負債合計 8,516,605 22.3 6,401,057 17.6 8,320,228 22.0

負債合計 28,294,654 74.1 25,334,982 69.7 27,550,331 72.8

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,775,640 4.6 1,775,640 4.9 1,775,640 4.7

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,867,443 1,867,443 1,867,443

資本剰余金合計 1,867,443 4.9 1,867,443 5.1 1,867,443 4.9

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 195,320 195,320 195,320

２．任意積立金 5,120,500 5,325,500 5,120,500

３．中間（当期）未処
分利益

406,297 470,330 464,476

利益剰余金合計 5,722,117 15.0 5,991,150 16.5 5,780,296 15.3

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

559,955 1.5 1,373,902 3.8 923,169 2.4

Ⅴ　自己株式 △23,269 △0.1 △26,208 △0.1 △25,891 △0.1

資本合計 9,901,887 25.9 10,981,927 30.2 10,320,658 27.2

負債・資本合計 38,196,542 100.0 36,316,910 100.0 37,870,990 100.0
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 19,448,974 100.0 18,735,214 100.0 37,712,886 100.0

Ⅱ　売上原価 16,259,913 83.6 15,560,968 83.1 31,497,991 83.5

売上総利益 3,189,060 16.4 3,174,245 16.9 6,214,894 16.5

割賦売上繰延利益
戻入

84,131 61,109 84,131

割賦売上繰延利益
繰入

68,657 66,018 61,109

差引売上総利益 3,204,535 16.5 3,169,336 16.9 6,237,916 16.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

2,772,763 14.3 2,781,991 14.8 5,610,066 14.9

営業利益 431,772 2.2 387,344 2.1 627,850 1.7

Ⅳ　営業外収益 ※２ 191,354 1.0 221,584 1.2 379,459 1.0

Ⅴ　営業外費用 ※３ 216,124 1.1 205,778 1.1 435,939 1.2

経常利益 407,002 2.1 403,151 2.2 571,370 1.5

Ⅵ　特別利益 ※４ 120,878 0.6 584,854 3.1 291,507 0.8

Ⅶ　特別損失 ※5,6 75,305 0.4 368,399 2.0 230,848 0.6

税引前中間（当
期）純利益

452,574 2.3 619,606 3.3 632,030 1.7

法人税、住民税及
び事業税

205,427 490,455 339,535

法人税等調整額 △1,297 204,130 1.0 △193,106 297,349 1.6 △14,128 325,406 0.9

中間（当期）純利
益

248,444 1.3 322,257 1.7 306,623 0.8

前期繰越利益 157,853 148,072 157,853

中間（当期）未処
分利益

406,297 470,330 464,476
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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

子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

…中間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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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）

時価のないもの

…移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2)デリバティブ

時価法

(2)デリバティブ

同左

(2)デリバティブ

同左

(3)たな卸資産

木材事業の商品

……移動平均法による原価法

(3)たな卸資産

木材事業の商品

同左

(3)たな卸資産

木材事業の商品

同左

流通事業の商品

……個別法又は売価還元法に

よる原価法

流通事業の商品

同左

流通事業の商品

同左

販売用不動産

……個別法による原価法

販売用不動産

同左

販売用不動産

同左

未成工事支出金

……個別法による原価法

未成工事支出金

同左

未成工事支出金

同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は下記のと

おりであります。

建物　　　　　３年～50年

賃貸用資産　　４年～50年

(1)有形固定資産

同左

(1)有形固定資産

同左
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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）

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

　金銭債権の貸倒による損失に備

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

可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(1)貸倒引当金

同左

(1)貸倒引当金

同左

(2)完成工事補償引当金

　完成工事に係る瑕疵担保の費用

に備えるため、過去２年間の完成

工事に係る補修費の実績を基礎に

して将来の補修見込額を加味して

計上しております。

(2)完成工事補償引当金

同左

(2)完成工事補償引当金

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

務及び年金資産の見込額に基づき、

当中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。

　なお、会計基準変更時差異につ

いては、15年による按分額を費用

処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（12年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしてお

ります。

(3)退職給付引当金

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

務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

　なお、会計基準変更時差異につ

いては15年による按分額を費用処

理しております。

　数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（12年）による定

額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処理す

ることとしております。

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 (イ)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。

(イ)ヘッジ会計の方法

同左

(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…金利スワップ

　　　 ヘッジ対象…借入金の利息

(ロ)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

(ロ)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
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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）

(ハ)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毎に

行っております。

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

　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。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

①　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。

①　同左 ①　同左

②　金利スワップと長期借入金

の契約期間及び満期がほぼ一

致している。

②　同左 ②　同左

③　長期借入金の変動金利のイ

ンデックスと金利スワップで

受払いされる変動金利のイン

デックスが、TIBOR＋一定利

率で一致している。

③　同左 ③　同左

④　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。

④　同左 ④　同左

⑤　金利スワップの受払い条件

がスワップ期間を通して一定

である。

　従って、金利スワップの特

例処理の要件を満たしている

ので決算期における有効性の

評価を省略しております。

⑤　同左 ⑤　同左
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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）

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

(1)住宅事業に係る支払利息の処理

方法

　住宅事業における不動産開発事

業について、開発の所要資金を特

定の借入金によって調達している

長期大型のプロジェクトは、開発

の着手から完了までの正常な開発

期間の支払利息を原価算入するこ

ととしております。

　当中間会計期間の原価算入額

は7,604千円であります。なお、

当中間会計期間末のたな卸資産残

高に含まれている支払利息は

89,383千円であります。

(1)住宅事業に係る支払利息の処理

方法

　住宅事業における不動産開発事

業について、開発の所要資金を特

定の借入金によって調達している

長期大型のプロジェクトは、開発

の着手から完了までの正常な開発

期間の支払利息を原価算入するこ

ととしております。

　当中間会計期間の原価算入額は

ありせん。なお、当中間会計期間

末のたな卸資産残高に含まれてい

る支払利息は81,211千円でありま

す。

(1)住宅事業に係る支払利息の処理

方法

　住宅事業における不動産開発事

業について、開発の所要資金を特

定の借入金によって調達している

長期大型のプロジェクトは、開発

の着手から完了までの正常な開発

期間の支払利息を原価算入するこ

ととしております。

　当期中の原価算入額は7,604千

円であります。なお、当期末の

たな卸資産残高に含まれている

支払利息は89,113千円でありま

す。

(2)収益の計上基準

　商品及び製品の売上収益は、出

荷基準により計上しておりますが、

流通事業部の割賦販売による販売

利益の実現については割賦基準

（履行期日到来基準）により計上

しております。

(2)収益の計上基準

同左

(2)収益の計上基準

同左

(3)消費税等の会計処理について

　税抜方式によっております。

(3)消費税等の会計処理について

同左

(3)消費税等の会計処理について

同左

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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）

　当中間会計期間より、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）を

適用しております。これにより税引前

中間純利益は302,865千円減少しており

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。

──────
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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）

　前中間会計期間末において、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「関係会社長期貸付金」

は、当中間会計期間末より資産の総額の100分の５を超え

たため区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間末の「関係会社長期貸付金」の金

額は3,965,263千円であります。

────── 
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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　このうち ※１　このうち ※１　このうち

たな卸資産 3,062,440千円

建物 2,504,370千円

賃貸用資産 1,174,197千円

土地 3,321,816千円

投資有価証券 3,150,878千円

その他（長期保険積

立金）
273,034千円

計 13,486,736千円

たな卸資産    2,791,583千円

建物    2,156,128千円

賃貸用資産      968,427千円

土地    3,224,301千円

投資有価証券    3,437,258千円

その他（長期保険積

立金）
       2,812千円

計   12,580,511千円

販売用不動産    3,098,433千円

建物    2,438,775千円

賃貸用資産    1,077,602千円

土地    3,226,535千円

投資有価証券    3,372,885千円

保険積立金       55,115千円

計   13,269,346千円

を次の担保に供しております。 を次の担保に供しております。 を次の担保に供しております。

短期借入金 8,597,624千円

長期借入金 7,305,619千円

計 15,903,243千円

短期借入金    8,500,320千円

長期借入金    5,150,030千円

計   13,650,350千円

短期借入金   10,086,048千円

長期借入金    6,974,176千円

計   17,060,224千円

　なお、取引先である三協木材㈱の銀行

借入金58,387千円を担保するため、土地

262,294千円を物上保証に供しております。

　なお、取引先である三協木材㈱の銀行

借入金37,381千円を担保するため、土地

262,294千円を物上保証に供しております。

　なお、取引先である三協木材㈱の銀行

借入金50,503千円を担保するため、土地

262,294千円を物上保証に供しております。

※２　このうち流通事業における割賦売掛金

残高は797,342千円であり、顧客との契約

による未経過割賦利息を含んでおります。

※２　このうち流通事業における割賦売掛金

残高は772,513千円であり、顧客との契約

による未経過割賦利息を含んでおります。

※２　このうち流通事業における割賦売掛金

残高は736,236千円であり顧客との契約に

よる未経過割賦利息を含んでおります。

※３　営業貸付金は、流通事業における消費

者ローン（自社ローン）の貸付残高であ

ります。このうちには顧客との契約によ

る未経過利息部分は含まれておりません。

　なお、当中間会計期間末の未経過利息

は372,714千円であります。

※３　営業貸付金は、流通事業における消費

者ローン（自社ローン）の貸付残高であ

ります。このうちには顧客との契約によ

る未経過利息部分は含まれておりません。

　なお、当中間会計期間末の未経過利息

は401,256千円であります。

※３　営業貸付金は、流通事業における消費

者ローン（自社ローン）の貸付残高であ

ります。このうちには顧客との契約によ

る未経過利息部分は含まれておりません。

　なお、期末日現在の未経過利息は

445,911千円であります。

※４　営業貸付金の消費者ローン（自社ロー

ン）における貸付金は、契約上規定され

た条件について違反がない限り一定の限

度まで貸し付けることを約する契約によ

るものであり、これらの契約に係る貸付

未実行残高は、次のとおりであります。

※４　営業貸付金の消費者ローン（自社ロー

ン）における貸付金は、契約上規定され

た条件について違反がない限り一定の限

度まで貸し付けることを約する契約によ

るものであり、これらの契約に係る貸付

未実行残高は、次のとおりであります。

※４　営業貸付金の消費者ローン（自社ロー

ン）における貸付金は、契約上規定され

た条件について違反がない限り一定の限

度まで貸し付けることを約する契約によ

るものであり、これらの契約に係る貸付

未実行残高は、次のとおりであります。

貸付限度額 3,327,900千円

当中間末貸付残高 1,441,299千円

貸付未実行残高(差

引額)
1,886,600千円

貸付限度額    3,158,500千円

当中間末貸付残高    1,412,876千円

貸付未実行残高(差

引額)
   1,745,623千円

貸付限度額 3,218,300千円

当期末貸付残高 1,491,216千円

貸付未実行残高（差

引額）
1,727,083千円

※５　当中間会計期間における仕入等に係る

消費税等及び売上等に係る消費税等は、

相殺のうえ流動負債の「その他」に含め

て表示しております。

※５　　　　　　 同左 ※５　　　　　─────

※６　有形固定資産の減価償却累計額

6,345,201千円

※６　有形固定資産の減価償却累計額

         6,521,166千円

※６　有形固定資産の減価償却累計額

     6,575,813千円
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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）

前事業年度末
（平成17年５月31日）

※７　前中間会計期間末において「土地」に

含まれておりました134,570千円は、当中

間会計期間末より所有目的を変更したた

め「たな卸資産」に振り替えております。

※７　　　　 ────── ※７　前事業年度において「土地」に含まれ

ておりました134,570千円は、当事業年度

より所有目的を変更したため「販売用不

動産」に振り替えております。

○　保証債務等

　下記のとおり金融機関からの借入金に対

して連帯保証をしております。

○　保証債務等

　下記のとおり金融機関からの借入金に対

して連帯保証をしております。

○　保証債務等

　下記のとおり金融機関からの借入金に対

し連帯保証等をしております。

㈱トポス・ファイナン

ス
1,800,000千円

北見ベニヤ㈱ 62,400千円

小笠原不動㈱及び㈱函

館新聞社
186,000千円

㈱テーオースイミング

スクール
27,360千円

盛岡中央プレカット事

業（協）
29,376千円

住宅購入者等 49千円

計 2,105,185千円

㈱トポス・ファイナン

ス
710,000千円

北見ベニヤ㈱     19,200千円

小笠原不動㈱及び㈱函

館新聞社
162,000千円

小笠原不動㈱ 1,997,000千円

㈱テーオースイミング

スクール
438,200千円

計 3,326,400千円

㈱トポス・ファイナン

ス
1,749,000千円

北見ベニヤ㈱ 40,800千円

小笠原不動㈱及び㈱函

館新聞社
174,000千円

㈱テーオースイミング

スクール
18,280千円

計 1,982,080千円

○　受取手形割引 2,861,563千円 ○　受取手形割引 2,402,933千円 ○　受取手形割引高 2,580,119千円
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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　当社の業務は、木材事業（卸売業）、

流通事業（小売業）及び住宅事業（建築

業）を主体としているため、流通事業の

割賦販売に係る割賦利息及び消費者ロー

ン（自社ローン）の利息収入に対応する

金融費用の区分認識は行っておりません。

　１　　　　　　　同左 　１　　　　　　　同左

※２　営業外収益のうち ※２　営業外収益のうち ※２　営業外収益のうち

受取利息 12,112千円 受取利息 39,456千円 受取利息 29,680千円

を計上しております。 を計上しております。 を計上しております。

※３　営業外費用のうち ※３　営業外費用のうち ※３　営業外費用のうち

支払利息 191,337千円 支払利息 182,677千円 支払利息 386,017千円

を計上しております。 を計上しております。 を計上しております。

※４　特別利益のうち ※４　特別利益のうち ※４　特別利益のうち

固定資産売却益 70,159千円

投資有価証券売却益 50,719千円

投資有価証券売却益 578,082千円 固定資産売却益 70,584千円

投資有価証券売却益 220,922千円

を計上しております。 を計上しております。 を計上しております。

※５　特別損失のうち ※５　特別損失のうち ※５　特別損失のうち

固定資産廃却損 41,680千円

たな卸資産評価損 33,025千円

その他投資評価損 600千円

たな卸資産評価損 64,857千円

減損損失 303,541千円

固定資産廃却損 62,768千円

たな卸資産評価損 143,179千円

を計上しております。 を計上しております。 を計上しております。

※６　　　 ──────  ※６　減損損失

　中間会計期間において、当社グループは以

下の資産グループについて減損損失を計上し

ております。　

場所 用途 種類

 秋田県由利本荘市他 遊休資産 建物

 北海道札幌市 遊休資産 土地

  当社グループは、原則として店舗ごとに資

産のグルーピングを行っております。また、

遊休資産は物件ごとにグルーピングを行って

おります。

  遊休資産については、建物、土地の時価の

下落が著しい物件を対象として、回収可能価

額が帳簿価額を下回るものについては帳簿価

額まで減額し、当該減少を減損損失（303,541

千円）として特別損失に計上しております。

  その内訳は、建物11,906千円、土地291,635

千円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は正

味売却価額により測定しております。正味売

却価額は、固定資産税評価額又はそれに準じ

る方法により算定しております。 

※６　　　 ──────

　７　減価償却実施額 　７　減価償却実施額 　７　減価償却実施額

有形固定資産 229,909千円

無形固定資産 785千円

有形固定資産 224,495千円

無形固定資産   1,830千円

有形固定資産 468,261千円
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①　リース取引

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

　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

累計額相当額及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

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

建物
（千円）

その他の有形固定資
産

合計
（千円）車輌及び

運搬具
（千円）

工具器具
及び備品
（千円）

取得価
額相当
額

58,600 191,497 843,225 1,093,323

減価償
却累計
額相当
額

34,183 101,028 430,422 565,634

中間期
末残高
相当額

24,416 90,468 412,803 527,688

建物
（千円）

その他の有形固定資
産

合計
（千円）車輌及び

運搬具
（千円）

工具器具
及び備品
（千円）

取得価
額相当
額

58,600 191,125 768,834 1,018,559

減価償
却累計
額相当
額

45,903 87,029 453,802 586,735

中間期
末残高
相当額

12,696 104,095 315,031 431,824

建物
（千円）

その他の有形固定資
産

合計
（千円）車輌及び

運搬具
（千円）

工具器具
及び備品
（千円）

取得価
額相当
額

58,600 200,028 831,899 1,090,527

減価償
却累計
額相当
額

40,043 83,716 466,673 590,433

期末残
高相当
額

18,556 116,311 365,225 500,093

　なお、取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中間期末

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 　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。

②　未経過リース料中間期末残高相当額 ②　未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

②　未経過リース料期末残高相当額

一年以内 184,555千円

一年超 343,133千円

合計 527,688千円

一年以内 165,457千円

一年超 266,366千円

合計 431,824千円

一年以内 179,185千円

一年超 320,908千円

合計 500,093千円

　なお、未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高の有形

固定資産の中間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出して

おります。

同左 　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の有形固定資産の

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。

③　支払リース料及び減価償却費相当額 ③　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 102,006千円

減価償却費相当額 102,006千円

支払リース料 98,560千円

減価償却費相当額 98,560千円

支払リース料 203,636千円

減価償却費相当額 203,636千円

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

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

 

 

　（減損損失について）

  リース資産に分配された減損損失はあ

ません。
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②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における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。

（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 1,110円81銭   1,232円25銭 1,158円02銭

１株当たり中間（当期）純

利益
27円87銭   36円16銭 34円40銭

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額

潜在株式調整後１株当た

り中間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。

同左 潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は下記のとおりであります。

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（千円） 248,444 322,257 306,623

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
248,444 322,257 306,623

期中平均株式数（株） 8,914,826 8,912,119 8,914,096

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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