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（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。 
１．１７年１２月中間期の業績（平成１７年７月１日～平成１７年１２月３１日） 
（１）経営成績 
 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 
 
17年12月中間期 
16年12月中間期 

      百万円  ％ 
１０,３３５  （△ 6.4）
１１,０４１ （△ 5.2）

      百万円  ％ 
     ５３６ （△ 39.0）
    ８７９ （△ 43.1）

      百万円  ％ 
     ６１３ （△ 36.8）
    ９７０ （△ 40.1）

１７年６月期  ２２,２０８   １,８５１   ２,０３４ 
 
 

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 

 
17年12月中間期 
16年12月中間期 

      百万円   ％ 
    １１６   (△74.6) 
    ４５８   (△40.1) 

      円   銭 
     ２１  １９ 
 ８３  ３２ 

      円   銭 
     ―   ― 
     ―   ― 

１７年６月期    １,０６３     １８９  ９５      ―  ― 
（注）1.持分法投資損益  17年12月中間期   ―百万円   16年12月中間期   ―百万円    17年６月期   ―百万円 

   2.期中平均株式数  17年12月中間期  5,504,851株   16年12月中間期  5,504,882株   17年６月期 5,504,867株 

   3.会計処理の方法の変更   無 

   4.売上高、営業利益、経常利益及び中間(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   

 
17年12月中間期 
16年12月中間期 

      円    銭 
    ０ ００ 
     ０ ００ 

   円  銭 
―  ― 
―  ― 

  

１７年６月期     ―    ―      ６０ 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
 
17年12月中間期 
16年12月中間期 

百万円 
 １８,６４８ 
１９,４３５ 

百万円
 １４,５４５ 
１４,１６３ 

         ％ 
   ７８.０ 
   ７２.９ 

      円   銭 
 ２,６４２ ２５ 
 ２,５７２ ９３ 

１７年６月期 １８,９０２  １４,７８３    ７８.２  ２,６８２ ２８ 
（注）1.期末発行済株式数 17年12月中間期 5,504,851株  16年12月中間期 5,504,851株  17年６月期 5,504,851株 
   2.期末自己株式数  17年12月中間期       149株  16年12月中間期       149株  17年６月期    149株 

（４）キャッシュ・フローの状況 
 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 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 
17年12月中間期 
16年12月中間期 

百万円 
    ４７３ 
     ２７２ 

百万円
   △ ２１ 
   △１２９ 

百万円 
     △３３０ 
   △３３０ 

百万円
   ４,９６６ 
   ４,８０２ 

１７年６月期     ３９６    △２０９    △３３０   ４,８４５ 
 
２．１８年６月期の業績予想（平成１７年７月１日～平成１８年６月３０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 
  ２１,８５０ 

百万円
   １,６２８ 

百万円 
  ５５４ 

  円  銭
５０ ００ 

  円  銭
５０ ００ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）１００円６３銭 
※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る 
本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と大き 
く異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項 
につきましては、添付資料の８ページを参照してください。 
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添付資料 
 
１．企業集団の状況 

該当事項はありません。 

 

 

２．経 営 方 針 
（１）会社の経営の基本方針 
 社会構造がデジタル化、システム化の時代へ進展するほど、人は心癒されるものや自己実現を目指し 
て個人のオリジナリティを求め、余暇時間の有効活用や生涯学習が志向されます。 
当社は、人間の本来的な心の「やすらぎ」や「ゆとり」を支えるアナログ文化とも言える「手づくり 
ホビー・クラフト」の企画・販売を通じ、心豊かな暮らしの実現を提案する感動創造型企業として、お 
客様と地域社会に貢献できるよう努力を重ねております。 

 
（２）会社の利益配分に関する基本方針 
   当社は、全国展開する店舗網の継続的拡充により、長期的な事業の拡大と経営基盤の確立を目指すた 

め、キャッシュ・フローを重視したローコスト経営の推進で収益力の向上に努めるとともに、長期的な 

視点で健全な財務体質の維持・強化を基本とするほか、利益配分につきましては利益拡大に応じて、利 

益水準や配当性向を考慮したうえ、実施してまいります。 

内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開に備えて財務体質の強化を図るなど、企業価値 

の一層の向上を目指しながら、株主各位への利益還元を行うことを会社経営の重要課題の一つと位置づ 

けております。 

なお、当中間期の業績及び通期の業績見通しは厳しい状況にありますが、平成１７年８月に公表いた 

しました予想配当どおり、期末配当金は１株当たり５０円を予定しております。 

 

（３）目標とする経営指標 

   当社の目標とする経営指標は、株主重視の経営推進という観点から企業価値を高めるため、株主資本 

当期純利益率（ＲＯＥ）の向上を目指し、１０％台を目標としております。 

また、当社では、収益性の重視並びにＳＰＡ（製造小売業）型事業形態を志向する一環として、収益 

基盤に多大な影響をもたらす売上高総利益率につきましては、６０％以上の確保を目標とした経営管理 

を推進しております。 

   なお、財務面におきましても健全性重視の観点から、無借金経営を引き続き堅持するとともに、事業 

  資金の有効活用との調整を図るなど、財務体質の維持及び強化に努めてまいります。 

 

（４）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

   当社は、収益力の向上とお客様の多様な選択需要に対処するため、自社企画商品の拡充・強化を推し 

進めるとともに、手づくりホビー・クラフトの普及活動等によるソフト分野との融合を図り、ライフス 

タイル提案型の営業活動を積極展開して、ストアロイヤルティの高い地域一番店づくりに取り組むなど、 

積極的な新規出店の推進で全国店舗網を構築してまいります。 

 また、当社では、収益基盤の強化並びに商品のライフサイクルの短縮化へ即応するうえからも、ＳＰ 

Ａ型事業形態への移行促進を推し進めるほか、キャッシュ・フローを重視したローコスト経営の推進に 

努めるなど、業容の拡大を図りながら業績の向上と経営基盤の一層の確立に向けて努力してまいります。 
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（５）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

  （コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

    コーポレート・ガバナンスにつきましては、当社におきましても従来から重要視しており、経営判 

断の迅速化並びに経営の透明性及び公正性の観点から、経営上の組織整備や経営陣に対する監視機能 

の充実を重要課題としております。そのため、当社では、少数精鋭による経営管理体制が最適と考え、 

取締役の員数も必要以上に肥大化しないよう努めるとともに、取締役会が監督機能と執行機能の両面 

を担う一体型の運営形態となっております。そのほか、取締役、常勤監査役及び次長職以上で構成す 

る経営会議について、毎月、取締役会の直前に開催して説明責任と法令遵守の徹底を図り、月次の利 

益計画等の進捗状況の確認並びに経営情報の共有化など、組織的かつ機動的な業務遂行に反映してお 

ります。 

今後につきましても、当社では、経営内容の公正性及び透明性を高めるとともに、コーポレート・ 

ガバナンスの一層の確立に取り組んでまいりたいと考えております。 

 

  （コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

①会社の経営上の意思決定、執行及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 

 イ．会社の機関の内容 

   当社は、監査役制度採用会社であり、監査役４名のうち３名を社外監査役としております。 

   当社は、報酬、指名、コンプライアンス等の委員会は設置しておりません。 

      当社取締役による職務執行及びその監視につきましては、毎月１回定期的に開催する取締役会 

     で行っており、取締役会決議事項の審議に加えて月次の利益計画等の進捗状況について、確認の 

うえ審議するとともに、事後対策の検討並びに決定を行っております。 

なお、当社では、取締役の員数も比較的に少ないことから、必要に応じて臨時取締役会を開催 

して重要事項の決定を行うなど、迅速な意思決定と機動的な業務遂行を可能とする管理体制のも 

と、経営効率の向上を図っております。 

当社では、社外役員の専従スタッフは配置しておりません。 

常勤監査役は、取締役会には必ず出席し、独立した立場から取締役の意思決定及び職務執行を 

監視できる体制となっているほか、経営会議に出席して業務遂行を監視・監督するとともに、会 

計監査人による監査結果につきましても報告を受け、意見を交換しております。 

 ロ．内部統制システムの整備の状況 

   内部統制につきましては、社長直轄の内部監査室が設置されており、全店舗・全部門について 

必要な業務監査を随時実施しているほか、内部監査室に加えて経営企画室、総務部及び情報シス 

テム部等により構成される管理部門では、法令遵守への対応、適正な労務管理、適切な情報開示 

及び社内情報管理等を担当しております。 

    ハ．リスク管理体制の整備の状況 

リスク管理につきましては、取締役会、監査役会及び経営会議の連携のもとにリスク情報の共 

有化を図り、時機を得た必要な措置を講ずることとしております。また、常勤の取締役及び監査 

役をもって構成する常勤役員会について、毎週１回、定例的に開催し、当社に影響を及ぼすリス 

クが認識された場合は、問題点等を具体的に把握のうえ、当社への影響度を定性的かつ定量的に 

分析・検討して、取締役会の意思決定機能を支援する体制を構築しております。 

   当社では、弁護士について１弁護士事務所と顧問契約を締結し、経営管理上かつ業務運営上の 

法律問題について随時確認及び聴取し、必要に応じてコンプライアンスに関する助言を受けてお 

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ニ．内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 

    当社の内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室（２名）が全部門及び全店舗を対象 

として、計画的かつ網羅的に実施しているほか、各業務の社内手続に基づいた妥当性かつ有効 

性の評価について厳正な実地監査を実施し、業務の効率化の推進並びにマニュアルの改定等を 

含めた内部監査を行っております。内部監査室は、監査結果に基づき、当該部門の管理職者を 

通じて改善事項の勧告を行い、改善状況を確認し、その結果を社長並びに監査役に報告すると 

ともに、監査役監査との連携も図っております。 

    なお、店舗業務監査につきましては、監査頻度を高めるため、店舗販売部門の管理職者に対 

して監査業務の一部を平成12年６月から移管した結果、原則として各店舗では１年に１回の業 

務監査が行われる体制となっております。 

    当社の監査役会は、４名で構成され、常勤の監査役１名、非常勤の社外監査役３名であり、 

各監査役は監査役会で定めた監査方針及び業務分担などにしたがい、取締役の職務執行の適法 

性並びに各部門の業務遂行状況等について監査を行っております。 

    また、監査役会は、内部監査室及び会計監査人とは、必要に応じて相互の情報交換や意見交 

換を行うなど、連携を密にして監査の実効性並びに効率性を高めております。 

    会計監査につきましては、当社は監査法人トーマツと監査契約を締結しており、継続して商 

法監査及び証券取引法監査を受けております。会計監査人には、通常の会計監査のほか、経理 

業務等に関する規程の改定や情報システムの変更等の重要事項について適宜助言を受け、コー 

ポレート・ガバナンスの確立に取り組んでおります。 

  （監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名） 

氏  名  等 所属監査法人名 

指定社員 業務執行社員 公認会計士 松井夏樹 監査法人トーマツ 

指定社員 業務執行社員 公認会計士 小川 薫 監査法人トーマツ 

   （注）継続監査業務につきましては、７年以内であるため、記載を省略しております。 

  （監査業務に係る補助者の構成） 

   公認会計士３名、会計士補７名、その他１名 

 

   当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次のとおりであります。 
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       選任・解任              選任・解任      選任・解任 

                       

                                       監督 

 

        監査 

 

 

                                 助言             
           

     

 

    報告 

 

 

 

    内部監査 

監
査
役
会 

顧
問
弁
護
士 

経営会議 

取 締 役 会 

代表取締役 
内部監査室 

各部門・各店舗 

会 

計 

監 

査 

人 
株  主  総  会 

 

 

 

 

②社外監査役との関係 

     当社の社外監査役３名については、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害 

関係について該当事項はありません。 
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③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（最近事業年度の末日からさ 

かのぼって１カ年）における実施状況 

     当社では、業務執行に係る最高意思決定機関の取締役会を毎月１回以上開催し、経営課題に関す 

る重要事項を決定するとともに、各取締役の職務執行状況を確認しております。また、常勤役員会 

を毎週１回開催し、迅速な意思決定を行うとともに、重要事項と判断される案件については取締役 

会で再度検討のうえ、決定するほか、当社では幹部社員に対して月次経営会議を開催することで、 

    経営の意思統一の徹底を図っております。 

 

 

（６）関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針 

   重要な関連当事者との取引につきましては、該当事項はありません。 

 

 

（７）その他、会社の経営上の重要な事項 

   該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
 

（１）当中間期の概況 

 当中間期における国内消費動向は、原油価格高騰等の不安定要因はあるものの、企業収益の改善

に伴う民間設備投資の拡大に支えられ、雇用情勢や所得環境並びに消費マインドの改善が寄与し、

家計消費には持ち直しの兆しが見られるなど、緩やかな回復基調となりました。 

   手芸・服飾品業界におきましては、堅調に推移していたビーズ商品について需要の縮小傾向が続

きましたほか、業種や業態を超えた企業間競争の激化がますます進行するなど、引き続き厳しい経

営環境が続きました。 

   このような情勢のもとで、当社では店舗販売部門におきましては、収益基盤の強化を図るため、

引き続き最適業態への転換、不振店の閉鎖、売場面積の見直し等を実施し、店舗力の強化と店舗運

営効率の向上に努めました。また、手芸専門店の全店舗において売場の一部を平面売場に改装する

とともに、生活雑貨専門店については新規出店による店舗網の拡大を図るなど、収益力の向上を目

指しました。 

（店舗販売部門） 

 新規出店は､ 手芸専門店につきましては「クラフトハートトーカイ」11店舗､ 「クラフトワール

ド」１店舗､ 「クラフトパーク」１店舗、生活雑貨専門店「サントレーム」５店舗の合計18店舗を

開設いたしました。一方、閉店につきましては、「クラフトハートトーカイ」６店舗、「ビーズハウ

スマミー」７店舗を実施しました。このほか、４カ所の商業施設において「クラフトハートトーカ

イ」と「ビーズハウスマミー」のショップブランドで出店の８店舗につきましては、活性化及び効

率化を目指して併合のうえ、４店舗の「クラフトパーク」への業態転換とともに、「ビーズハウスマ

ミー」１店舗を「クラフトループ」に業態転換いたしました結果､ 当中間期末現在の総店舗数は361

店舗となりました。 

 新規出店に当たりましては、立地環境や商圏の特性及び規模のほか、集客力の高い商業施設を厳

選するなど、顧客層に合った最適業態の店舗開発を推進いたしました。 

 店舗運営では、既存店の活性化及び効率化を図るため、業態転換とともに既存の手芸専門店 

に「サントレーム」を新たに併設するほか、商圏規模に適合した売場面積の減床を実施いたしまし

た。また、地域一番店に必要な高いストアロイヤルティを実現するため、販売員教育による対面接

客力及び商品知識力の向上を継続的に実施して人材の育成強化に努めましたほか、経費の効果的か

つ効率的な使用と、在庫水準の適正化を重点課題として取り組んでまいりました。 

 商品部門別売上状況につきましては、手芸専門店の全店舗においてシーズンメインコーナーを設

け、麻生地等のナチュラル素材をテーブル提案する雑貨感覚の陳列方法と、生地を中心としたパッ

チワーク商品群の拡充・強化により、生地及び和洋裁服飾品は前年同期比で微増を確保いたしまし

たものの、手芸用品は前年同期を大幅に下回りました。この結果、当部門の売上高は９６億９６百

万円（前年同期比６．５％減）となりました。 

  （通信販売部門） 

 商品部門別売上状況につきましては、衣料品は前年同期比で微増を確保いたしましたものの、他

の商品部門が前年同期を下回りました。この結果、当部門の売上高は、６億１７百万円（前年同期

比５．０％減）となりました。 

  （その他の部門） 

   主に不動産賃貸収入で、売上高は２０百万円（前年同期比４．９％増）となりました。 

 以上の結果、営業成績につきましては、自社企画商品群の売上高構成比率は前年同期比で微増を

達成するとともに、売上高総利益率も前年同期比で向上いたしましたものの、ビーズブーム鎮静化

等の影響を受けて購買客数の減少や既存店売上高が伸び悩みました。この結果、当中間期の売上高

は１０３億３５百万円（前年同期比６．４％減）、営業利益は５億３６百万円（前年同期比

３９．０％減)、 経常利益は６億１３百万円（前年同期比３６．８％減）となりました。中間純利

益につきましては、当初計画どおり「固定資産の減損に係る会計基準」を適用し、特別損失の減損

損失３億３１百万円を計上したことに加え、業態転換及び店舗閉鎖等による固定資産除却損等の特

別損失を計上したことにより、１億１６百万円（前年同期比７４．６％減）となりました。 
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（２）財政状態 

  ①資産、負債及び資本の状況 

 当中間会計期間末の総資産は、前期末と比べ２億５３百万円減少し、１８６億４８百万円とな

りました。これは、主に現金及び預金が前期末に比べ１億２１百万円増加しましたものの、在庫

の圧縮を推し進めてたな卸資産が前期末と比べ７９百万円減少しましたほか、減損会計の適用等

により有形固定資産が前期末と比べ３億７２百万円減少したことによるものであります。 

 負債は、前期末と比べ１５百万円減少し、４１億３百万円となりました。 

資本は前期末と比べ２億３８百万円減少し、１４５億４５百万円となりました。これは、主に

前期の利益処分により任意積立金が前期末と比べ７億円増加しましたものの、中間未処分利益が

前期末の当期未処分利益に比べ９億３１百万円減少したことによるものであります。 

 

  ②キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という｡ ）の期末残高は、前期末

に比べて１億２１百万円増加し、４９億６６百万円（前年同期比１億６４百万円増）となりまし

た。 

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は４億７３百万円（前年同期比２億１百万円増）となりました。 

これは、主に税引前中間純利益３億３９百万円（前年同期比５億５１百万円減）を確保しました

ほか、当中間会計期間から減損会計を適用して減損損失を３億３１百万円計上しましたものの、

法人税等の支払額が前年同期に比べ減少（前年同期比２億６４百万円減）しました結果でありま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動の結果使用した資金は２１百万円（前年同期比１億７百万円増）となりました。これ

は、主に合理的な設備投資による新規出店等で店舗内装設備等の有形固定資産取得９２百万円（前

年同期比３６百万円減）の支出がありましたものの、投資有価証券の売却による収入７０百万円

を計上しました結果であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動の結果使用した資金は３億３０百万円（前年同期比０百万円減）となりました。これ

は、利益処分に基づく配当金の支払３億３０百万円によるものであります。 

 

  ③当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

平成16年６月期 平成17年６月期 平成18年６月期 

中 間 期 末 中 間 期 末 中 間 

株主資本比率（％）     70.0     73.1     72.9     78.2    78.0 

時価ベースの株主資本比率（％）     80.7    106.4     82.0     83.3       82.7 

債務償還年数（年）    ―    ―    ―    ―     ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）      ―      ―      ―      ―        ― 

（注）株主資本比率：株主資本／総資産 
   時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 
   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュフロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュフロー／利払い 
1. 株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式総数（自己株式

控除後）により算出しております。 
2. 有利子負債は､ （中間）貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべ

ての負債を対象としております。 
3. 営業キャッシュ・フロー及び利払いは､ （中間）キャッシュ・フロー計算書の営業活動によ
るキャッシュ・フロー及び利息の支払額を使用しております。 
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（３）通期の見通し 

   店舗販売部門における手芸専門店の新規開設では、店舗形態や販売環境の多様化を図るため、郊

外型路面店やショッピングセンターなど集客力の見込める商業施設を厳選するとともに、商圏規模

や立地特性に適合した店舗規模の新規開発を推し進めてまいります。また、生活雑貨専門店につい

ては一層の店舗網の拡大を目指します。一方で、回復可能性の低い不振店の閉鎖を促進するととも

に、既存店のスクラップアンドビルド並びに業態転換を図るなど、経営資源の効率的な活用に努め

てまいります。 

営業力の強化につきましては、手芸専門店では店頭講習会の活性化による受講者数の増加、手づ

くり初心者へのキット販売による提案強化、当社オリジナルデザインによる手づくり風インテリア

雑貨や小物の完成品並びにキットの展開、売れ筋商品の欠品対策とともに、対面接客力及び商品知

識力の習得を継続的に実施して人材の育成強化に努め、店舗運営における基本行動を徹底するなど、

地域密着型の店舗の活性化を積極的に推進し、収益力の回復と向上に取り組んでまいります。 

なお、通期業績につきましては、次のとおり見込んでおります。 

売上高   ２１８億５０百万円（前期比 １．６％減）  

営業利益   １４億９１百万円（前期比１９．４％減）  

経常利益   １６億２８百万円（前期比２０．０％減）  

当期純利益   ５億５４百万円（前期比４７．８％減） 

   

  ※当中間期において、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用による特別損失の減損損失３億３１

百万円を計上しております。 

※通期の業績見通しは、当社が現時点で合理的であると判断する前提に基づいており、実際の業績

は見通しと大きく異なる可能性もあります。 

 

（４）事業等のリスク 

  ①店舗展開について 

当社は、中核事業として手芸専門店チェーンの全国的な展開を行っており、業容拡大には店舗

数の増加が大きく寄与しております。当社では、今後とも新規出店を積極的に推進していく方針

でありますが、投資効率を重視したローコスト運営による店舗展開を図るうえでも、当社の出店

条件に合致する物件事情では計画店舗数及び店舗売上計画の成否が当社業績に大きな影響を与え

る可能性があります。 

 

  ②テナント店舗の展開について 

    当社では、既存の大型商業施設へのテナント出店による店舗網の拡大も図っておりますが、出

店先の商業施設の集客力が変動した場合等には、当社の業績にも影響を受ける可能性があります。 

 

  ③店舗の賃借物件への依存について 

    当社では、店舗の大部分については土地・建物を賃借しておりますが、賃借先の事由によって

は業績が好調な店舗であっても、当該店舗の退店を余儀なくされる可能性があります。また、当

社では店舗賃借のための保証金を差し入れていることから、倒産その他賃借先の事由によっては

保証金等の全部または一部が回収できなくなる可能性があります。 
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 ④スクラップアンドビルドに伴う費用について 

    当社は、新規出店に加え、既存店舗におきましても商品構成の見直し、業態転換、立地移転   

または必要な場合には退店等を行うなど、スクラップアンドビルドを推進することで店舗の活性

化及び効率化を図っております。当社では、今後ともスクラップアンドビルドを積極的に推し進

める方針であり、これらに伴う固定資産除却損や店舗解約等損失の費用が発生する可能性があり

ます。 

  

  ⑤個人情報の管理について 

    当社は、店頭販売及び通信販売においては、会員制を採用して個人情報を取得し、ダイレクト

メール等に利用しております。当該顧客情報の管理に関して、当社では平成15年12月に個人情報

保護マニュアルを制定して運用開始するなど、可能な限りの対策を講じておりますものの、何ら

かの事由により個人情報の流出や誤用が生じた場合には、当社に対する顧客からの信用を失うこ

ととなり、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
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４．中間財務諸表等 

① 中間貸借対照表 

（単位：千円、千円未満切捨） 

前中間会計期間末 

 

平成16年12月31日現在

当中間会計期間末 

 

平成17年12月31日現在 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

平成17年６月30日現在

          

 

科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

 

（資産の部） 

Ⅰ 流動資産 

 1.現金及び預金            

 2.受取手形             

 3.売掛金 

 4.たな卸資産 

  5.繰延税金資産 

 6.その他 

 7.貸倒引当金 

 

     

 

  4,855,097

       ―

    48,231

  6,116,209

       52,398

  1,162,602

△  4,421

％

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  5,046,977

     125

    48,402

  5,525,335

       53,191

  1,132,892

△  3,320

  ％ 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    4,925,155

          133

       79,124

    5,604,661

       64,959

    1,088,941

  △  3,734

  ％

   

 

 

 

 

 

 

 

流動資産合計 

 

Ⅱ 固定資産 

(1) 有形固定資産        ※1 

1.建物                 

2.土地                 

3.その他 

   12,230,118

 

 

 

1,256,690

2,143,540

  183,571

  62.9    11,803,604

 

 

 

    1,146,116

    1,877,565

     152,456

  63.3    11,759,241

 

 

 

    1,239,067

    2,143,540

      166,171

  62.2

有形固定資産合計 

(2) 無形固定資産 

1.ソフトウェア 

2.その他 

  3,583,802

     

    3,087

   19,050

  18.5

    

    3,176,137

 

        2,508

       31,863

  17.0     3,548,779

       

        2,989

       31,863

  18.8

    

無形固定資産合計      22,138    0.1        34,371    0.2        34,852    0.2

(3) 投資その他の資産 

1.差入保証金           

2.繰延税金資産 

3.その他 

4.貸倒引当金 

 

3,214,394

  162,958

    233,377

    △ 11,500

  

    3,136,668

      239,314

      269,486

    △ 11,300

  

    3,204,883

      100,277

      265,698

    △ 11,700

 

    投資その他の資産合計 3,599,231   18.5     3,634,169   19.5     3,559,159   18.8

  固定資産合計 7,205,171   37.1     6,844,678   36.7     7,142,791   37.8

資産合計  19,435,289  100.0   18,648,283  100.0    18,902,033  100.0

       

 
 
 
 
 
 
 

（単位：千円、千円未満切捨） 
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前中間会計期間末 

 

平成16年12月31日現在

当中間会計期間末 

 

平成17年12月31日現在 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

平成17年６月30日現在

          
 

科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

 

（負債の部） 

Ⅰ 流動負債 

 1.支払手形 

2.買掛金 

 3.未払法人税等 

 4.未払消費税等           ※2 

 5.賞与引当金 

 6.その他 

 

 

     

    2,390,078

      971,453

      439,200

       12,596

       33,760

      704,537

％

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    1,510,883

      797,079

      371,200

       48,217

       33,549

      719,941

  ％ 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

     

    1,544,430

      767,343

      296,800

     37,211

       36,761

      844,114

  ％

 

   

 

 

 

 

 

 

流動負債合計 

 

Ⅱ 固定負債 

1.退職給付引当金 

 2.役員退職慰労引当金 

3.その他 

    4,551,625

 

 

      178,009

      239,188

      302,845

  23.4     3,480,871

 

 

           ―

      256,317

      365,891

  18.7     3,526,660

 

 

           ―

      246,700

345,336

  18.7

      720,042    3.7       622,208    3.3       592,036    3.1固定負債合計 

負債合計     5,271,667   27.1     4,103,080   22.0     4,118,697   21.8

  

（資本の部） 

     

Ⅰ 資本金 12.2 12.7 12.6    2,375,850

 

    2,526,080

2,375,850

2,526,080

 

 

2,375,850

2,526,080

Ⅱ 資本剰余金 

  資本準備金 

  資本剰余金合計 13.0 13.6 13.4

Ⅲ 利益剰余金   

 1.利益準備金   

 2.任意積立金   

 3.中間（当期）未処分利益 

    2,526,080

 

      124,100

    8,430,000

      675,620  

2,526,080

124,100

9,130,000

348,988  

2,526,080

124,100

8,430,000

1,280,411

利益剰余金合計 47.5 51.5 52.0

Ⅳ その他有価証券評価差額金 0.2 0.2 0.2

Ⅴ 自己株式 

    9,229,720

       32,501

    △    530 △0.0

9,603,088

40,714

△    530 △0.0 

9,834,511

      47,424

△    530 △0.0

資本合計    14,163,621 72.9 14,545,202 78.0 14,783,335 78.2

  負債・資本合計    19,435,289  100.0 18,648,283 100.0   18,902,033  100.0

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

② 中間損益計算書 
                                                          （単位：千円、千円未満切捨） 

前中間会計期間 

 

自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日 

当中間会計期間 

 

自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日 

前事業年度の 

要約損益計算書 

自 平成16年７月１日

至 平成17年６月30日

          
 
 

科目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

 

Ⅰ 売上高 

Ⅱ 売上原価              ※4 

11,041,172

    4,135,192

％

 100.0

  37.5

10,335,305

   3,849,726

  ％ 

 100.0 

  37.2 

  22,208,198

 8,313,278

  ％

 100.0

  37.4

  売上総利益 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※4 

  6,905,979

  6,026,394

  62.5

  54.5

6,485,579

5,948,777

  62.8 

  57.6 

  13,894,920

 12,043,376

  62.6

  54.3

  営業利益 

Ⅳ 営業外収益            ※1 

Ⅴ 営業外費用            ※4 

   879,585

     93,595

     2,239

   8.0

   0.8

   0.0

  536,801

     84,996

      7,878

   5.2 

   0.8 

   0.1 

   1,851,543

     187,542

      4,180

8.3

   0.9

   0.0

  経常利益 

Ⅵ 特別利益              ※2 

Ⅶ 特別損失              ※3 

   970,940

    5,705

     86,010

   8.8

   0.1

   0.8

   613,919

122,725

397,468

   5.9 

   1.2 

   3.8 

   2,034,905

     103,581

     132,608

  9.2

   0.4

   0.6

税引前中間（当期）純利益 

法人税、住民税及び事業税 

法人税等調整額 

    890,635

      413,148

     18,822

   8.1

   3.7

 0.2

   339,175

     345,225

   △122,720

   3.3 

   3.3 

△1.1 

  2,005,878

   883,596

  58,826

  9.0

4.0

 0.2

中間（当期）純利益 

前期繰越利益 

      458,665

      216,955

   4.2

 

     116,670

     232,318

   1.1    1,063,456

     216,955

   4.8

中間（当期）未処分利益      675,620    348,988     1,280,411
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③ 中間キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円、千円未満切捨） 
 
 

科目 

前中間会計期間 
 
自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日 

当中間会計期間 

 

自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書

自 平成16年７月１日

至 平成17年６月30日

 金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

1.  税引前中間（当期）純利益 890,635  339,175  2,005,878  

2.  減価償却費 81,156  63,895  155,604  

3. 減損損失 ―  331,909  ―  

4.  賞与引当金の増減額（減少：△） △    4,568  △    3,212  △    1,567  

5.  退職給付引当金の増減額（減少：△）    617  ―  △  177,391  

6.  役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △    4,843      9,617  2,669  

7.  貸倒引当金の増減額（減少：△） △    1,087  △      814  △    1,574  

8.  受取利息及び受取配当金 △    1,856  △    1,940    △    4,593  

9.  投資有価証券売却益 ―  △   62,244  ―  

 10.  有形固定資産除却損 33,000  49,816  69,341  

 11.  固定資産売却損 25  ―  47  

 12.  投資有価証券評価損 98  ―  108  

 13.  売上債権の増減額（増加：△） 24,489  30,730     △    6,537  

 14.  たな卸資産の増減額（増加：△） △  488,769    79,325    22,777  

 15.  差入保証金の増減額（増加：△） 84,774  69,085  102,361  

 16.  仕入債務の増減額（減少：△） 286,132  △    3,810     △  763,625  

 17. 未払消費税等の増減額（減少：△） △   61,839     11,005  △   37,225  

 18.  未払金の増減額（減少：△） ―  △   66,140  26,612  

 19.  役員賞与の支払額 △   22,666  △   17,802  △   22,666  

 20.  その他    △   21,150  △   98,043       170,015  

小計 794,150  730,555  1,540,236  

 21.  利息及び配当金の受取額 407  324  1,572  

 22.  法人税等の支払額 △  521,758  △  256,889  △1,145,772  

営業活動によるキャッシュ・フロー 272,799  473,990  396,036  

     

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

  1.  定期預金の純増減額 ―  ―  △   27,000  

  2.  有形固定資産の取得による支出 △  129,045  △   92,443  △  182,251  

  3.  有形固定資産の売却による収入 95  ―  115  

  4.  無形固定資産の取得による支出 △      582  ―  △      576  

5.  投資有価証券の売却による収入 ―  70,567  ―  

投資活動によるキャッシュ・フロー △  129,532  △   21,876  △  209,712  

      

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

  1.  自己株式の取得による支出 

2.  配当金の支払額 

△      140

△  330,294

 ― 

△  330,291 

   △      140

△  330,294

 

財務活動によるキャッシュ・フロー △  330,434  △  330,291  △  330,434  

     

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ―  ―  ―  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △  187,167    121,822     △  144,110  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,989,265  4,845,155  4,989,265  

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 4,802,097  4,966,977  4,845,155  
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
１．資産の評価基準及び評価方法 
（１）有価証券 
    その他有価証券 
      時価のあるもの      中間決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部 

資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 
      時価のないもの      移動平均法による原価法 
 （２）たな卸資産 

商品             総平均法による原価法 
貯蔵品            最終仕入原価法による原価法 

２．固定資産の減価償却の方法    
 （１）有形固定資産         定率法によっております。 
                   ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を 
                   除く｡ ）については、定額法を採用しております。 
                   なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 
                   建物（建物附属設備を含む。） ２年～50年 
 （２）無形固定資産         定額法によっております。 
                   なお、主な耐用年数は自社利用ソフトウェア５年であります。 
 （３）長期前払費用         均等償却しております。 
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、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。 
 （２）賞与引当金          従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額の当中 
                   間会計期間の負担すべき支給見込額を計上しております。 
（３）役員退職慰労引当金      役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間 
                   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。 
５．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
                   中間キャッシュ・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カ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。 

６．その他中間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        税抜方式によっております。 

 

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 
（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」 
企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号）を適用しております。 
  これにより、営業利益が 3,859 千円、経常利益が 2,623 千円それぞれ増加し、中間純利益が 329,286 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当該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 
（中間キャッシュ・フロー計算書） 
  営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増減額」は、前中間会計期間まで「その他」に含めて 
表示しておりましたが、当中間会計期間末において重要性が増したため、区分掲記しました。 
  なお、前中間会計期間末の「未払金の増減額」の金額は32,935千円であります。 
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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12月31日現在 

当中間会計期間末 

平成17年12月31日現在 

前事業年度 

平成17年６月30日現在 

※1 有形固定資産の減価償却 

累計額 

                     千円 

1,321,287 

※1 有形固定資産の減価償却 

累計額 

           千円 

                1,422,573 

※1 有形固定資産の減価償却 

累計額 

                     千円 

                1,381,546 

※2 消費税等の表示 

仕入等に係る仮払消費税等と

売上等に係る仮受消費税等

は、相殺のうえ、流動負債の

「未払消費税等」として表示

しております。 

※2 消費税等の表示 

同左 

           
 

 

3 当座貸越契約（借手側） 

当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため、取

引銀行５行と当座貸越契約を

締結しております。これら契

約に基づく当中間期末の借入

未実行残高は次のとおりであ

ります。 

                        千円 

当座貸越極度額   1,700,000 

借入実行残高        ― 

差引額           1,700,000 

3 当座貸越契約（借手側） 

当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため、取

引銀行５行と当座貸越契約を

締結しております。これら契

約に基づく当中間期末の借入

未実行残高は次のとおりであ

ります。 

                        千円

当座貸越極度額   1,700,000

借入実行残高        ―

差引額           1,700,000

3 当座貸越契約（借手側） 

当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため、取

引銀行５行と当座貸越契約を

締結しております。これら契

約に基づく当期末の借入未実

行残高は次のとおりでありま

す。 

            千円

当座貸越極度額   1,700,000

借入実行残高        ―

差引額           1,700,000
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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７月１日 

至 平成16年12月31日 

当中間会計期間 

自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日 

前事業年度 

自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日 

※1 営業外収益の主要項目 
                        千円 

受取販促金          35,491 
  受取利息             1,479 

※1 営業外収益の主要項目 
                       千円
受取販促金          24,397

  受取利息             1,625

※1 営業外収益の主要項目 
                          千円
受取販促金            78,055

  受取利息               3,524
 

※2 特別利益の主要項目 
               千円 
              ― 

※2 特別利益の主要項目 
                          千円
投資有価証券売却益  62,244

※2 特別利益の主要項目 
                            千円
    退職給付制度終了益    75,720
 

※3 特別損失の主要項目 
             千円 

店舗解約等損失      44,434 
    投資有価証券評価損      98 
  固定資産除却損 
   建物              29,738 
   構築物             1,453 
   器具及び備品       1,808 
 

※3 特別損失の主要項目 
                          千円
  店舗解約等損失      15,742
    固定資産除却損 
   建物              48,943
   構築物               164
   器具及び備品         708
  減損損失           331,909
当中間会計期間において、当社は
以下の資産グループについて減損
損失を計上しました。 
用途 種類 場所 

 

 

営業店舗

 

 

 

建物 

構築物 

器具及び備品

北海道地区 

3物件 

関東地区 

6物件 

中部地区 

3物件 

近畿地区 

3物件 

中国地区 

3物件 

九州地区 

4物件 

賃貸用 

資産 

(閉鎖店）

建物 

構築物 

器具及び備品

中部地区 

3物件 

九州地区 

1物件 

 

遊休資産

 

土地 

建物 

構築物 

器具及び備品

中部地区 

4物件 

近畿地区 

1物件  

※3 特別損失の主要項目 
            千円
店舗解約等損失        54,659

  投資有価証券評価損       108
固定資産除却損 

   建物                62,827
   構築物               3,511
   器具及び備品         3,002
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前中間会計期間 

自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日 

当中間会計期間 

自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日 

前事業年度 

自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日 

 当社は、キャッシュ・フローを生
み出す最小単位として店舗を基本
単位とし、また、賃貸用資産（閉
鎖店舗）、共用資産及び遊休資産に
ついては物件単位ごとにグルーピ
ングし、減損損失の認識を行って
おります。 
営業活動から生じる損益が継続し
てマイナスであり、また、継続し
てマイナスとなる見込みである店
舗及び賃貸資産について、帳簿価
額を回収可能額まで減額し、当該
減少額を減損損失として特別損失
に計上いたしました。 
その内訳は、次のとおりでありま
す。 
 店舗                   千円 
  建物               53,521 
  構築物              1,176 
  器具及び備品        1,696 
 賃貸用資産 
  建物                2,018 
  構築物              1,077 
  器具及び備品           14 
 遊休資産 
  土地              265,974 
  建物                2,936 
  構築物              3,408 
  器具及び備品           85 
 合計                331,909 
なお、当資産グループの回収可能
価額は遊休資産の土地及び建物に
ついては、路線価または不動産鑑
定評価基準に基づいた不動産鑑定
士からの評価額を基準としており
ます。また、その他の資産グルー
プについては、使用価値により測
定しており、将来キャッシュ・フ
ローに基づく評価額がマイナスで
あるため、回収可能額は零と算定
しております。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※4 減価償却実施額 
                        千円 

有形固定資産        69,644 
  無形固定資産         6,444 
  長期前払費用         5,066 

※4 減価償却実施額 
             千円
有形固定資産        60,840

  無形固定資産           480
  長期前払費用         2,574
 

※4 減価償却実施額 
              千円
有形固定資産         141,305

  無形固定資産           6,901
  長期前払費用           7,397
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間会計期間 

自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日 

当中間会計期間 

自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日 

前事業年度 

自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日 

現金及び現金同等物の中間期末残 

高と貸借対照表に掲記されている 

科目の金額との関係 

（平成16年12月31日現在） 

                            千円 

現金及び預金勘定      4,855,097 

預入期間が３カ月を 

超える定期預金        △ 

53,000 
現金及び現金同等物     4,802,097 

 

現金及び現金同等物の中間期末残 

高と貸借対照表に掲記されている 

科目の金額との関係 

（平成17年12月31日現在）

              千円

現金及び預金勘定      5,046,977

預入期間が３カ月を 

超える定期預金        △ 

80,000 
現金及び現金同等物     4,966,977

現金及び現金同等物の期末残高と 

貸借対照表に掲記されている科目 

の金額との関係 

（平成17年６月30日現在）

              千円

現金及び預金勘定      4,925,155

預入期間が３カ月を 

超える定期預金        △ 

80,000 
現金及び現金同等物     4,845,155
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 

自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日 

当中間会計期間 

自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日 

前事業年度 

自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日 
1.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 

 

（千円） 

減価償却 

累計額 

相当額 

（千円） 

中間期末 

残高 

相当額 

（千円） 

有形固定 

資産「そ 

の他」 

（器具及 

び備品） 

2,518,469 1,264,102 1,254,366 

ソフトウ 

ェア 

5,470 2,735 2,735 

計 2,523,939 1,266,837 1,257,101 

 
②未経過リース料中間期末残高相当額 

               千円 
１年内             481,139 

１年超                 808,119 
   計                 1,289,259 
③支払リース料、減価償却費相当額及 
び支払利息相当額 
                  千円 
  支払リース料           266,567 
  減価償却費相当額       246,849 
  支払利息相当額          18,708 
④減価償却費相当額及び利息相当額の 
算定方法 
  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。 
  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。 
 
2.オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 
                  千円 
１年内                 121,700 

  １年超                 539,680 
   計                   661,381 
   店舗等の賃借取引のうち、一定 
   期間拘束性のあるものについて 
   は、オペレーティング・リース 
   取引に準ずるものとして注記し 
   ております。 

1.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 

 

（千円）

減価償却

累計額 

相当額 

（千円）

中間期末

残高 

相当額 

（千円）

有形固定

資産「そ

の他」 

（器具及

び備品）

2,348,197 1,257,287 1,090,910

ソフトウ

ェア 

5,470 3,829 1,641

計 2,353,667 1,261,116 1,092,551

 
②未経過リース料中間期末残高相当額 

              千円 
１年内              420,306 

  １年超              696,596 
   計              1,116,903 
③支払リース料、減価償却費相当額及 
び支払利息相当額 
                  千円 
  支払リース料           261,957 
  減価償却費相当額       244,726 
  支払利息相当額          13,762 
④減価償却費相当額及び利息相当額の 
算定方法 
  減価償却費相当額の算定方法 
 

同左 
 
  利息相当額の算定方法 
 

同左 
 
 
 
 
2.オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 
                  千円 
１年内             113,591 

  １年超                 427,437 
   計                   541,029 
 

同左 
 
 
 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失は 

ありませんので、項目等の記載は省 

略しております。 

 

1.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 

 

（千円） 

減価償却

累計額 

相当額 

（千円）

期末 

残高 

相当額 

（千円）

器具及び 

備品 

2,580,872 1,384,979 1,195,892

ソフトウ 

ェア 

    5,470    3,282     2,188

計 2,586,342 1,388,261 1,198,080

 
 
 
 
②未経過リース料期末残高相当額 
                   千円 
１年内                 464,610 

  １年超                 762,843 
   計                 1,227,454 
③支払リース料、減価償却費相当額及 
び支払利息相当額 
                   千円 
  支払リース料           538,659 
  減価償却費相当額       499,737 
  支払利息相当額          35,462 
④減価償却費相当額及び利息相当額の 
算定方法 
  減価償却費相当額の算定方法 
 

同左 
 
  利息相当額の算定方法 
 

同左 
 
 
 
 
2.オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 
                   千円 
１年内             121,694 

  １年超                 478,770 
   計                   600,465 
 

同左 
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 (有価証券関係) 

前中間会計期間（平成16年12月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの                    （単位：千円、千円未満切捨） 

区分 取得原価 中間貸借対照表計上額 差額 

①株式       90,872         145,405      54,532 
②その他           ―              ―          ― 

合計       90,872         145,405      54,532 

（注）前中間会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について98千円の減損処理を行っております。 
 
２．時価評価されていない主な有価証券                   （単位：千円、千円未満切捨） 

内容 中間貸借対照表計上額 

その他有価証券 
非上場株式（店頭売買株式を除く） 

 
                            2,500 

 
 
当中間会計期間（平成17年12月31日現在） 
１．その他有価証券で時価のあるもの                    （単位：千円、千円未満切捨） 

区分 取得原価 中間貸借対照表計上額 差額 

①株式       82,540         150,853      68,313 
②その他           ―              ―          ― 

合計       82,540         150,853      68,313 

 
２．時価評価されていない主な有価証券                   （単位：千円、千円未満切捨） 

内容 中間貸借対照表計上額 

その他有価証券 
 非上場株式（店頭売買株式を除く） 

 
                            2,500 

 
 
前事業年度（平成17年６月30日現在） 
１．その他有価証券で時価のあるもの                    （単位：千円、千円未満切捨） 

区分 取得原価 貸借対照表計上額 差額 

①株式       90,863  170,435       79,571 
②その他           ―             ―            ― 

合計       90,863        170,435        79,571 

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当期において108千円減損処理しております。 
 
２．時価評価されていない主な有価証券                   （単位：千円、千円未満切捨） 

内容 貸借対照表計上額 

その他有価証券 
非上場株式（店頭売買株式を除く） 

                             
    2,500 

  
 
 
（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間 
自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日 

当中間会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

前事業年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当社は、デリバティブ取引を全く利
用しておりませんので、該当事項は
ありません。 

 
同左 

 
同左 

 
 
 
 （持分法投資損益等） 

前中間会計期間 
自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日 

当中間会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

前事業年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当社は、関連会社がないので、該当
事項はありません。 

同左 同左 
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（１株当たり情報） 
前中間会計期間 

自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日 

当中間会計期間 

自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日 

前事業年度 

自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日 

１株当たり純資産額   2,572円93銭 
 
１株当たり中間純利益    83円32銭 
 
なお、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 
がないため、記載しておりません。 
 

１株当たり純資産額   2,642円25銭
 
１株当たり中間純利益    21円19銭
 
なお、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
がないため、記載しておりません。
 

１株当たり純資産額   2,682円28銭
 
１株当たり当期純利益   189円95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）純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 
 

項目 
 

前中間会計期間 

自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日 

当中間会計期間 

自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日 

前事業年度 

自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日 

中間（当期）純利益          458,665千円          116,670千円        1,063,456千円 

普通株主に帰属しない金額 ― ―           17,802千円 

（うち利益処分による役員賞与金）      （―）      （―）          (17,802千円) 

普通株式に係る中間（当期）純利益          458,665千円          116,670千円        1,045,654千円 

期中平均株式数        5,504,882株        5,504,851株        5,504,867株 

 
 
 
 （重要な後発事象） 

前中間会計期間 

自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日 

当中間会計期間 

自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日 

前事業年度 

自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日 

当社は、平成17年１月１日より確定 
給付型である税制適格退職年金制度 
から確定拠出年金制度に移行してお 
ります。 
この移行に伴う当事業年度の損益に 
与える影響額は75,720千円（特別利 
益）の見込みであります。 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 
販売の状況 
 商品部門別売上高 
                                     （単位：千円、千円未満切捨） 

前中間会計期間 
自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日 

当中間会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

前事業年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

 
区分 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

 

毛糸 

 
     747,988 

  ％ 
   6.8 

 
     761,982 

％ 
   7.4 

 
   1,258,360 

  ％ 
   5.7 

手芸用品    5,247,696   47.5    4,417,259   42.7   10,017,427   45.1 

生地    2,209,494   20.0    2,214,826   21.4    4,830,049   21.7 

和洋裁服飾品    2,115,509   19.2    2,178,423   21.1    4,576,799   20.6 

衣料品      214,008    1.9      251,426    2.4      487,711    2.2 

 
 
 
商品 

生活雑貨      264,656    2.4      346,772    3.4      575,764    2.6 

その他      241,817    2.2      164,614    1.6      462,085    2.1 

合計   11,041,172  100.0   10,335,305  100.0 22,208,198  100.0 

 
 
販売部門別売上高 
                                     （単位：千円、千円未満切捨） 

前中間会計期間 
自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日 

当中間会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

前事業年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

 

区分 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

 

店舗販売部門 

 

  10,370,760 

  ％ 

  93.9 

 

   9,696,639 

  ％ 

  93.8 

 

  20,792,178 

  ％ 

  93.6 

通信販売部門      650,718    5.9      617,998    6.0    1,376,760    6.2 

その他       19,693    0.2       20,667    0.2       39,259    0.2 

合計   11,041,172  100.0   10,335,305  100.0   22,208,198  100.0 

（注）その他は、主に不動産賃貸収入であります。 

（店舗の状況） 

前中間会計期間 
自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日 

当中間会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

前事業年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

 

区分 

出 店 退 店 期末店舗数 出 店 退 店 期末店舗数 出 店 退 店 期末店舗数

手芸専門店   31 28     304   18   10     323   49   34     315 

ビーズ専門店 ― 19      45   ―   12      29   ―   24      41 

生活雑貨専門店   ―  ―       2    5   ―       9    2 ―       4 

（注）当中間会計期間における手芸専門店の出店数には、業態転換による店舗数５店が含まれており、また、退店 
数には、業態転換及び店舗名称の変更４店を含めて記載しております。同様に、ビーズ専門店の退店数には、 
業態転換による店舗数５店を含めて記載しております。 

 
 


