
１．平成18年2月中間期の業績（平成17年9月1日～平成18年2月28日） 

※  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８ページを参照して下さい。 

(財)財務会計基準機構会員

平成 18 年 8 月期 個別中間財務諸表の概要 平成 18 年 4 月 11 日

上 場 会 社 名  マルコ株式会社 上場取引所 大証第二部 

コ ー ド 番 号  9980 本社所在都道府県 奈良県 

(URL http://www.maruko.com) 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名  大 坪 知 子   

問合せ先責任者 役職名 取  締  役 氏名  森   篤 美  ＴＥＬ （  06 ）6233 － 5000 

決算取締役会開催日  平成 18 年 4 月 11 日 中間配当制度の有無 有 

中間配当支払開始日  平成 18 年 5 月 10 日 単元株制度採用の有無 有（１単元 100株） 

(1)経営成績  （百万円未満切捨て）

  売上高 営業利益 経常利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年2月中間期 11,302 △29.9 △427 － △480 －

17年2月中間期 16,113 31.7 1,815 103.9 1,749 91.8

17年8月期 31,316  3,829  3,629  

  中間(当期)純利益 
１株当たり中間
(当期)純利益 

  百万円 ％ 円 銭

18年2月中間期 △236 － △7 52

17年2月中間期 1,007 83.4 31 97

17年8月期 2,121  67 34 

（注）①期中平均株式数 18年2月中間期 31,506,227株 17年2月中間期 31,506,899株 17年8月期 31,506,713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 

(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

18年2月中間期 10 00 ─────  

17年2月中間期 10 00 ─────  

17年8月期 ───── 22 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

18年2月中間期 16,899 10,376 61.4 329 34

17年2月中間期 16,858 10,331 61.3 327 91

17年8月期 16,970 11,097 65.4 352 24 

（注）①期末発行済株式数 18年2月中間期 31,506,121株 17年2月中間期 31,506,699株  17年8月期 31,506,459株

  ②期末自己株式数 18年2月中間期 540,950株 17年2月中間期 540,372株  17年8月期 540,612株

２．平成18年8月期の業績予想（平成17年9月1日～平成18年8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 25,400 490 300 12 00 22 00

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 9円52銭 
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６．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17年２月28日） 

当中間会計期間末 
（平成18年２月28日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年８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  3,471,451   3,114,817   3,435,720   

２．売掛金  887,235   621,601   1,148,615   

３．たな卸資産  2,186,638   1,911,336   1,752,429   

４．繰延税金資産  176,093   358,592   207,290   

５．その他  309,154   331,583   327,201   

    貸倒引当金  △2,881   △2,308   △1,450   

流動資産合計   7,027,692 41.7  6,335,623 37.5  6,869,805 40.5 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産           

１．建物 ※１ 1,641,043   1,649,762   1,662,343   

２．土地 ※２ 4,472,741   4,468,816   4,472,741   

３．建設仮勘定  606,854   1,353,506   608,013   

４．その他 ※１ 789,421   745,499   810,556   

有形固定資産合計  7,510,059   8,217,583   7,553,654   

(2) 無形固定資産  297,358   439,499   429,644   

(3) 投資その他の資産           

１．投資有価証券 ※２ 220,801   －   262,281   

２．差入保証金  1,402,475   1,391,443   1,403,665   

３．その他  417,645   536,932   472,633   

  貸倒引当金  △17,100   △21,773   △20,872   

投資その他の資産合計  2,023,821   1,906,602   2,117,708   

固定資産合計   9,831,239 58.3  10,563,686 62.5  10,101,007 59.5 

資産合計   16,858,932 100.0  16,899,309 100.0  16,970,813 100.0 
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前中間会計期間末 
（平成17年２月28日） 

当中間会計期間末 
（平成18年２月28日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年８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  1,828,140   1,016,205   1,275,123   

２．買掛金  1,084,735   742,613   523,210   

３．短期借入金 ※３ －   1,500,000   －   

４．１年以内返済予定の長
期借入金 

※３ 125,000   390,000   250,000   

５．未払金  284,375   259,113   223,717   

６．未払法人税等  831,694   96,049   1,315,144   

７．賞与引当金  178,000   264,000   133,164   

８．返品調整引当金  －   51,000   －   

９．その他  763,275   473,496   810,973   

流動負債合計   5,095,220 30.2  4,792,479 28.4  4,531,334 26.7 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※３ 1,125,000   1,400,000   1,000,000   

２．退職給付引当金  286,017   293,547   295,699   

３．繰延税金負債  －   23,739   23,920   

４．その他  21,200   13,315   21,956   

固定負債合計   1,432,217 8.5  1,730,601 10.2  1,341,577 7.9 

負債合計   6,527,438 38.7  6,523,080 38.6  5,872,911 34.6 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,332,729 13.8  2,332,729 13.8  2,332,729 13.8 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金 ※４ 2,195,452   2,195,452   2,195,452   

資本剰余金合計   2,195,452 13.0  2,195,452 13.0  2,195,452 12.9 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  378,793   378,793   378,793   

２．任意積立金  2,780,000   2,780,000   2,780,000   

３．中間(当期)未処分利益  2,630,854   2,815,456   3,430,496   

利益剰余金合計   5,789,648 34.4  5,974,250 35.4  6,589,290 38.8 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金   144,277 0.9  4,932 0.0  111,268 0.7 

Ⅴ 自己株式 ※４  △130,613 △0.8  △131,136 △0.8  △130,838 △0.8 

資本合計   10,331,493 61.3  10,376,228 61.4  11,097,901 65.4 

負債・資本合計   16,858,932 100.0  16,899,309 100.0  16,970,813 100.0 
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(2) 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８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   16,113,073 100.0  11,302,380 100.0  31,316,595 100.0 

Ⅱ 売上原価   7,162,314 44.5  5,640,150 49.9  13,781,935 44.0 

売上総利益   8,950,758 55.5  5,662,230 50.1  17,534,660 56.0 

返品調整引当金戻入額   － －  96,000 0.9  － － 

返品調整引当金繰入額   － －  51,000 0.5  － － 

差引売上総利益   8,950,758 55.5  5,707,230 50.5  17,534,660 56.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※５  7,135,531 44.2  6,135,088 54.3  13,705,537 43.8 

営業利益又は営業損失
(△)   1,815,227 11.3  △427,857 △3.8  3,829,122 12.2 

Ⅳ 営業外収益 ※１  30,213 0.2  42,591 0.4  45,991 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ※２  95,974 0.6  94,821 0.8  245,828 0.8 

経常利益又は経常損失
(△)   1,749,466 10.9  △480,087 △4.2  3,629,285 11.6 

Ⅵ 特別利益 ※３  － －  294,805 2.6  － － 

Ⅶ 特別損失 
※４ 
※６  － －  63,113 0.6  － － 

税引前中間(当期)純利益
又は税引前中間純損失
(△) 

  1,749,466 10.9  △248,395 △2.2  3,629,285 11.6 

法人税、住民税及び事業
税  781,372   67,066   1,625,157   

法人税等調整額  △39,132 742,240 4.6 △78,500 △11,433 △0.1 △117,806 1,507,351 4.8 

中間(当期)純利益又は中
間純損失(△)   1,007,226 6.3  △236,961 △2.1  2,121,934 6.8 

前期繰越利益   1,623,628   3,052,418   1,623,628  

中間配当額   －   －   315,066  

中間(当期)未処分利益   2,630,854   2,815,456   3,430,496  
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中間財務諸表作成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９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８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 

総平均法による原価法 

(1) 有価証券 

子会社株式 

同左 

(1) 有価証券 

子会社株式 

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、売却原価は総平均法

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、売却原価は総平均法に

より算定） 

 時価のないもの 

 総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 

商品・製品・原材料・仕掛品 

 移動平均法による低価法 

未成業務支出金 

個別法による低価法 

貯蔵品 

 最終仕入原価法による低価

法 

(3) たな卸資産 

商品・製品・原材料・仕掛品 

同左 

未成業務支出金 

同左 

貯蔵品 

同左 

(3) たな卸資産 

商品・製品・原材料・仕掛品 

同左 

未成業務支出金 

同左 

貯蔵品 

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、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

額法としております。 

(1) 有形固定資産 定率法 

 なお、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

額法としております。 

(1) 有形固定資産 定率法 

 なお、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

額法としております。 

  また、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

 また、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

 また、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

 建物      ２～50年 

その他     ２～50年 

建物     10～50年 

その他    ５～50年 

建物      ２～50年 

構築物     ２～50年 

機械装置    15～18年 

車両運搬具     ６年 

工具器具備品  ２～20年 

 (2) 無形固定資産 定額法 (2) 無形固定資産 定額法 (2) 無形固定資産 定額法 

  なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基

づいております。 

同左 同左 

 (3) 長期前払費用 定額法 (3) 長期前払費用 定額法 (3) 長期前払費用 定額法 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

同左 同左 

 

- 33 -



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給

に充てるため、従業員賞与の

支給見込額のうち当中間会計

期間に負担すべき額を計上し

ております。 

同左  従業員に対する賞与の支給

に充てるため、従業員賞与の

支給見込額のうち当期に負担

すべき額を計上しておりま

す。 

 (3) 返品調整引当金 

───── 

(3) 返品調整引当金 

 中間会計期間末日後予想さ

れる返品による損失に備える

ため、過去の返品実績等に基

づき、計上しております。 

(3) 返品調整引当金 

───── 

 (4) 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。 

 数理計算上の差異は、各事

業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処理す

ることとしております。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

(4) 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。 

 数理計算上の差異は、各事

業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 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

５．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を適用して

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

取引 

 ヘッジ対象…借入金 

(3) ヘッジ方針 

借入金利の変動に対する 

リスクヘッジ目的に限定し、

デリバティブ取引を行ってお

ります。なお、デリバティブ

取引の相手先は、信用度の高

い金融機関に限定しておりま

す。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段およびヘッジ対

象について、毎決算期末に、

個別取引毎のヘッジ効果を検

証しておりますが、ヘッジ対

象の負債とデリバティブ取引

について、元本・利率・期間

等の条件が同一の場合は、ヘ

ッジ効果が極めて高いことか

ら本検証を省略しておりま

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…同左 

  

 ヘッジ対象…同左 

(3) ヘッジ方針 

同左  

  

  

  

  

  

  

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

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 

ヘッジ手段…同左 

  

ヘッジ対象…同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

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) 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

 なお、仮払消費税等及び仮

受消費税等は、相殺のうえ、

流動負債のその他に含め表示

しております。 

(1) 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 (2) 繰延資産の処理方法 

新株発行費 

支出時に全額を費用とし

て処理しております。 

───── 

  

  

(2) 繰延資産の処理方法 

新株発行費 

支出時に全額を費用とし

て処理しております。 
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会計処理の方法の変更 

前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

───── （固定資産の減損に係る会計基準）    

 当中間会計期間から「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。 

これにより税引前中間純損失は14,749千円増

加しております。 

 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。 

 

（固定資産に係る損益の計上区分）    

 従来、不動産賃借契約解約損等固定資産関

連損失については、中間損益計算書上、営業

外費用に計上しておりましたが、当中間会計

期間から「固定資産の減損に係る会計基準」

が適用されたことに伴い、減損損失との整合

性に鑑み中間損益計算書の計上区分の見直し

を実施した結果、特別損失として計上するこ

とに変更しました。この結果により、営業外

費用は48,363千円少なく表示され、特別損失

は同額多く表示されております。 

  

（返品に伴う損失見込額の計上区分） 

 従来、返品に伴う損失見込相当額について

は、中間損益計算書上、販売費及び一般管理

費に、中間貸借対照表上、流動負債のその他

に計上しておりましたが、当中間会計期間に

おいて販売システムの更新を実施し、返品に

伴う損失見込額の精度が向上したことにより

返品調整引当金として計上することに変更し

ました。なお、前事業年度の流動負債のその

他に計上されていた返品に伴う損失見込額

96,000千円は、中間損益計算書上、売上原価

項目の返品調整引当金戻入額として計上し、

新たに設定した返品調整引当金51,000千円

は、返品調整引当金繰入額として計上してお

ります。この変更により、売上原価は45,000

千円少なく表示され、販売費及び一般管理費

は同額多く表示されております。 

───── 
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表示方法の変更 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

───── 

  

（中間貸借対照表） 

 前中間期まで区分掲記しておりました「投資有価証

券」（当中間期末の残高26,557千円）は、資産の総額の

100分の5以下となったため、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示することにしました。 

前中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８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37,500千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 77,000千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17年２月28日） 

当中間会計期間末 
（平成18年２月28日） 

前事業年度末 
（平成17年８月31日） 

※１．有形固定資産の減価

償却累計額 
2,167,942千円 

※１．有形固定資産の減価

償却累計額 
2,573,598千円 

※１．有形固定資産の減価

償却累計額 
2,403,745千円 

※２．担保に供している資産 ※２．     ───── ※２．     ───── 

投資有価証券 198,390千円 

土地 3,001,956千円 

合計 3,200,346千円 

  

上記資産については、当座借越契約

2,000,000千円の担保に供しております。 

なお、中間期末日現在の当座借越残高

はありません。 

  

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行９行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。これら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とおりであ

ります。 

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行９行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。これら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とおりであ

ります。 

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行９行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当事業年度末

の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 

9,500,000千円 

借入実行残高 1,250,000千円 

差引額 8,250,000千円 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 

5,000,000千円

借入実行残高 1,500,000千円

差引額 3,500,000千円

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 

5,000,000千円

借入実行残高 －  

差引額 5,000,000千円

※４．平成17年２月９日開催の取締役会にお

いて、商法第212条に規定に基づく、自

己株式の消却を決議し、その他資本剰余

金（資本金及び資本準備金減少差益）を

原資に自己株式の消却を以下のとおり行

いました。 

消却株式数 8,850,000 株 

株式の取得価額の総額 2,802,500千円 

※４.      ───── ※４．平成17年２月９日開催の取締役会にお

いて、商法第212条の規定に基づく、自

己株式の消却を決議し、その他資本剰余

金（資本金及び資本準備金減少差益）を

原資に自己株式の消却を以下のとおり行

いました。 

消却株式数 8,850,000 株 

株式の取得価額の総額 2,802,500千円 
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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９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

※１. 営業外収益のうち重要なもの ※１. 営業外収益のうち重要なもの ※１. 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 190千円 

受取手数料 10,405千円 

受取利息 109千円

受取手数料 27,052千円

受取利息 573千円

受取手数料 19,738千円

※２. 営業外費用のうち重要なもの ※２. 営業外費用のうち重要なもの ※２. 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 14,124千円 支払利息 22,840千円

発注補償金 50,491千円

支払利息 35,483千円

不動産賃借契約解約損 61,517千円

※３. 特別利益のうち重要なもの ※３. 特別利益のうち重要なもの ※３. 特別利益のうち重要なもの 

───── 投資有価証券売却益 294,805千円 ───── 

※４. 特別損失のうち重要なもの ※４. 特別損失のうち重要なもの ※４. 特別損失のうち重要なもの 

───── 

固定資産除却損 

減損損失 14,749千円

建物 10,439千円

工具器具備品 1,300千円

 11,739千円

不動産賃借契約解約損 36,623千円

───── 

※５. 減価償却実施額 ※５. 減価償却実施額 ※５. 減価償却実施額 

有形固定資産 172,071千円 

無形固定資産 2,726千円 

長期前払費用 6,249千円 

有形固定資産 230,467千円

無形固定資産 33,829千円

長期前払費用 7,265千円

有形固定資産 440,159千円

無形固定資産 6,465千円

長期前払費用 13,284千円

※６.      ───── ※６. 減損損失 ※６.       ───── 

  当中間会計期間において当社は以下

の遊休資産及び処分予定資産について

減損損失を計上しております。 

 

 ① 減損損失を認識した資産の概要  

 用 途 種 類 場 所 

遊休資産  土地  岡山市 

処分予定資産
建物附属設備 

大阪市 
工具器具備品

 

 ② 資産のグルーピングの方法 

 キャッシュ・フローを生み出す最小

単位として店舗を基礎とし、また遊休

資産及び処分予定資産については物件

単位毎にグルーピングを行っておりま

す。 

 

 ③ 減損損失の認識に至った経緯 

 遊休状態にあり今後の使用目処が立

っていない資産グループ及び、処分予

定資産グループ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。その内訳は土地3,925千円、建物

10,496千円、工具器具備品328千円で

あります。 
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① リース取引 

前中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

 ④ 回収可能価額の算定方法 

 資産グループの回収可能価額は正

味売却価額または使用価値により測

定しております。正味売却価額は、

路線価額を合理的に調整して算定し

ております。使用価値は、社屋移転

までの減価償却費相当額として算定

しております。 

 

前中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８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 1,174,531 758,820 415,710 

[工具器具備品]    

(有形固定資産)    

その他 27,853 20,486 7,366 

[車両運搬具]    

合計 1,202,384 779,307 423,077 

 
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 826,412 395,631 430,780 

[工具器具備品]    

(有形固定資産)    

その他 14,933 10,028 4,904 

[車両運搬具]    

合計 841,345 405,660 435,684 

 
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） 

(有形固定資産)    

その他 821,323 372,650 448,673 

[工具器具備品]    

(有形固定資産)    

その他 18,027 10,549 7,478 

[車両運搬具]    

合計 839,351 383,200 456,151 

（注）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 （注）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 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 187,520千円 

１年超 235,556千円 

合計 423,077千円 

１年内 189,646千円 

１年超 246,038千円 

合計 435,684千円 

１年内 188,936千円 

１年超 267,214千円 

合計 456,151千円 

（注）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 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。 

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

支払リース料 139,239千円 

減価償却費相当額 139,239千円 

支払リース料 107,173千円 

減価償却費相当額 107,173千円 

支払リース料 246,042千円 

減価償却費相当額 246,042千円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

同左 同左 

- 40 -



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のいずれにおいても子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） 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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