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会 社 名       株式会社 日本オプティカル 上場取引所    
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代  表  者 役職名 代表取締役社長   氏 名 長 村 隆 司 

問合せ先責任者 役職名 執行役員管理本部長 氏 名 永 易 幹 章  ＴＥ

決算取締役会開催日  平成 18 年 8 月 11 日 配当支払開始日  

 単元株制度採用の有無 有（１単元 100 株）・無 

 

１．18 年６月中間期の業績（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年６月 30 日） 
（1）経 営 成 績         

 売 上 高 営 業 利 益 

 

18 年６月中間期 

17 年６月中間期 

百万円    ％ 

8,988  (  6.2) 

8,466  ( 15.9) 

百万円    ％ 

375  (△ 5.9) 

399  ( 248.6) 

17 年 12 月期 17,403 601 

 

 
中間(当期)純利益 

１ 株 当 た り 中 間 

( 当 期 ) 純 利 益 

 

18 年６月中間期 

17 年６月中間期 

百万円    ％

  70  (△58.7)

 170  ( 190.3)

円  銭 

7 34 

20 59 

17 年 12 月期 232 27 27 

(注) ①期中平均株式数 18年６月中間期 9,570,179 株 17年６月中間期 8,269,104 株

②会計処理の方法の変更 有 ・ 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

 

（2）財 政 状 態         

 総 資 産 純 資 産 自己資本比

 

18 年６月中間期 

17 年６月中間期 

百万円 

11,892 

10,515 

百万円 

3,236 

2,130 

27

20

17 年 12 月期 11,777 3,254 27

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 9,596,649 株 17年６月中間期 8,295,949 株

   ②期末自己株式数 18年６月中間期 85,031 株 17年６月中間期 67,211 株

 

２．18 年 12 月期の業績予想（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益

通期 

百万円 

19,668 

百万円

864 

百万円

345 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 36 円 00 銭 

 
３．配当状況 

・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

 中 間 期 末 期 末 年 間 

17 年 12 月期 ― 13.0 13.0

18 年 12 月期（実績） ― ― 

18 年 12 月期（予想） ― 7.0 
7.0

 
 
 
※ 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に基づき作成し

は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
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平成 18 年 8 月 11 日

 

 ＪＡＳＤＡＱ 

愛知県 

Ｌ（052）310－1111 

平成 ―年―月 ―日 

 

（単位：百万円未満切捨て） 
経 常 利 益 

百万円    ％ 

399  (  4.9) 

381  ( 270.6) 

630 

 17年12月期 8,528,813 株 

前年中間期増減率 

率 1株当たり純資産 

％ 

.2 

.3 

円  銭 

337 26 

256 84 

.6 342 79 

 17年12月期 9,493,649 株 

 17年12月期 67,591 株 

たものであり、実際の業績

http://www.nopt.co.jp/


６．個別中間財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 
(単位：千円未満切捨て) 

  
前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成17年12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   1,666,769 2,049,939   2,285,892

２ 受取手形   ― 23,821   ―

３ 売掛金   1,285,505 1,232,113   1,441,033

４ たな卸資産   1,460,719 1,991,228   1,725,422

５ 繰延税金資産   54,938 54,994   45,510

６ その他   164,983 271,563   231,254

   貸倒引当金   △ 37,233 △   667   △ 19,628

流動資産合計   4,595,684 43.7 5,622,993 47.3  5,709,485 48.5

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１    

(1) 建物   1,274,919 1,271,421   1,290,198

(2) 工具器具及び備品   452,893 493,945   430,491

(3) その他   49,276 50,594   54,119

有形固定資産合計   1,777,090 16.9 1,815,961 15.3  1,774,809 15.0

２ 無形固定資産     

(1) ソフトウェア   290,805 282,598   274,087

(2) その他   113,202 237,750   137,319

無形固定資産合計   404,007 3.8 520,348 4.4  411,407 3.5

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券   236,709 257,219   277,241

(2) 関係会社株式   2,347,066 2,367,265   2,453,739

(3) 敷金・保証金   791,256 917,682   770,854

(4) 繰延税金資産   105,259 82,289   78,089

(5) その他   300,740 348,746   319,564

   貸倒引当金   △ 42,575 △ 46,518   △ 25,998

投資その他の資産合計   3,738,456 35.6 3,926,685 33.0  3,873,490 32.9

固定資産合計   5,919,554 56.3 6,262,995 52.7  6,059,708 51.4

Ⅲ 繰延資産     

１ 新株発行費   ― 6,715   8,304

繰延資産合計   ― ― 6,715 0.0  8,304 0.1

資産合計   10,515,238 100.0 11,892,705 100.0  11,777,498 100.0
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(単位：千円未満切捨て) 

  
前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成17年12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   893,057 971,800   886,442

２ 買掛金   727,433 726,519   957,045

３ 短期借入金   200,000 300,000   300,000

４ １年以内返済予定 
  長期借入金 

  1,251,066 1,419,564   1,394,116

５ １年以内償還予定社債   80,000 80,000   80,000

６ 未払金   310,661 303,862   410,874

７ 未払法人税等   104,711 188,007   75,653

８ 賞与引当金   72,913 82,136   76,750

９ レンズ交換引当金   3,114 1,630   1,871

10 その他 ※２  807,367 936,269   730,402

流動負債合計   4,450,324 42.3 5,009,789 42.1  4,913,156 41.7

Ⅱ 固定負債     

１ 社債   180,000 100,000   140,000

２ 長期借入金   3,476,716 3,250,102   3,182,908

３ 退職給付引当金   210,402 268,278   240,167

４ その他   67,093 28,000   46,922

固定負債合計   3,934,211 37.4 3,646,380 30.7  3,609,998 30.7

負債合計   8,384,536 79.7 8,656,169 72.8  8,523,154 72.4

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   420,840 4.0 ― ―  939,402 8.0

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金   391,809 ―   909,552

２ その他資本剰余金   40,992 ―   40,992

資本剰余金合計   432,801 4.1 ― ―  950,545 8.1

Ⅲ 利益剰余金     

１ 利益準備金   9,514 ―   9,514

２ 中間(当期)未処分利益   1,253,907 ―   1,316,221

利益剰余金合計   1,263,421 12.0 ― ―  1,325,735 11.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金   46,952 0.5 ― ―  72,343 0.6

Ⅴ 自己株式   △ 33,314 △0.3 ― ―  △ 33,683 △0.3

資本合計   2,130,702 20.3 ― ―  3,254,343 27.6

負債・資本合計   10,515,238 100.0 ― ―  11,777,498 100.0
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(単位：千円未満切捨て) 

  
前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成17年12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
(％)

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   ― ― 960,558 8.1  ― ―

２ 資本剰余金     

(1) 資本準備金  ― 939,113  ― 

(2) その他資本剰余金  ― 40,992  ― 

資本剰余金合計   ― ― 980,106 8.2  ― ―

３ 利益剰余金     

(1) 利益準備金  ― ― 9,514  ― 

(2) その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  ― ― 1,279,535  ― 

利益剰余金合計   ― ― 1,289,050 10.8  ― ―

４ 自己株式   ― ― △ 53,572 △0.4  ― ―

株主資本合計   ― ― 3,176,142 26.7  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― 60,394 0.5  ― ―

評価・換算差額等合計   ― ― 60,394 0.5  ― ―

純資産合計   ― ― 3,236,536 27.2  ― ―

負債・純資産合計   ― ― 11,892,705 100.0  ― ―
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(2) 中間損益計算書 
(単位：千円未満切捨て) 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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   8,466,957 100.0 8,988,842 100.0  17,403,479 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  3,798,030 44.9 3,883,805 43.2  7,932,968 45.6

売上総利益   4,668,926 55.1 5,105,036 56.8  9,470,511 54.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  4,269,712 50.4 4,729,180 52.6  8,868,511 50.9

営業利益   399,214 4.7 375,855 4.2  601,999 3.5

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息  76 137  180 

２ 受取配当金  4,080 1,339  5,515 

３ 協賛金  10,500 ―  46,231 

４ 受取事務手数料  ― 64,200  64,200 

５ その他  20,176 34,833 0.4 10,030 75,707 0.8 28,367 144,495 0.8

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  44,306 40,478  86,722 

２ 営業外支払手数料  7,761 8,240  21,194 

３ その他  873 52,941 0.6 3,098 51,817 0.6 7,814 115,730 0.7

経常利益   381,105 4.5 399,745 4.4  630,764 3.6

Ⅵ 特別利益     

１ 固定資産売却益 ※２ ― 429  ― 

２ 関係会社株式売却益  8,870 ―  8,870 

３ 貸倒引当金戻入益  7,407 ―  22,991 

４ その他  113 16,391 0.2 ― 429 0.0 41,113 72,976 0.4

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産除却損 ※３ 106,870 22,994  194,040 

２ 固定資産売却損 ※４ 1,174 1,555  1,174 

３ 減損損失 ※５ ― 138,980  ― 

４ その他  8,250 116,295 1.4 ― 163,530 1.8 34,196 229,411 1.3

税引前中間(当期)純利益   281,202 3.3 236,644 2.6  474,328 2.7

法人税、住民税 
及び事業税 

 93,098 172,000  204,466 

法人税等調整額  17,848 110,946 1.3 △ 5,611 166,388 1.8  37,292 241,758 1.4

中間(当期)純利益   170,255 2.0 70,255 0.8  232,569 1.3

前期繰越利益   1,083,651 1,209,280   1,083,651

中間(当期)未処分利益   1,253,907 1,279,535   1,316,221
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

(単位：千円、千円未満切捨て) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成17年12月31日残高 939,402 909,552 40,992 950,545

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 21,155 21,034 ― 21,034

 合併による増加 ― 8,526 ― 8,526

中間会計期間中の変動額合計 21,155 29,561 ― 29,561

平成18年６月30日残高 960,558 939,113 40,992 980,106

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金
 

利益準備金 
繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計 

平成17年12月31日残高 9,514 1,316,221 1,325,735 △ 33,683 3,182,000

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 ― ― ― ― 42,190

 剰余金の配当 ― △ 123,417 △ 123,417 ― △ 123,417

 中間純利益 ― 70,255 70,255 ― 70,255

 自己株式の取得 ― ― ― △ 19,889 △ 19,889

 合併による増加 ― 16,476 16,476 ― 25,003

中間会計期間中の変動額合計 △ 36,685 △ 36,685 △ 19,889 △ 5,857

平成18年６月30日残高 9,514 1,279,535 1,289,050 △ 53,572 3,176,142

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成17年12月31日残高 72,343 72,343 3,254,343

中間会計期間中の変動額 

 新株の発行 ― ― 42,190

 剰余金の配当 ― ― △ 123,417

 中間純利益 ― ― 70,255

 自己株式の取得 ― ― △ 19,889

 合併による増加 ― ― 25,003

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△ 11,948 △ 11,948 △ 11,948

中間会計期間中の変動額合計 △ 11,948 △ 11,948 △ 17,806

平成18年６月30日残高 60,394 60,394 3,236,536
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

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 

 中間決算末日の市

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) 

 ② その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算末日の市

場価格等に基づく時

価法 

(評価差額は全部純資

産直入法により処理

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 

 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) たな卸資産 

 ① 商品 

移動平均法による原

価法 

 ② 貯蔵品 

最終仕入原価法 

(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

却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法 

 ただし、建物(建物附

属設備は除く)について

は定額法によっており

ます。 

(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 

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)に基づく定額法

によっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、支給見込額のうち当中

間会計期間の期間対応額

を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、支給見込額のうち当期

の期間対応額を計上して

おります。 

 (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(55,481千円)について

は、15年による按分額を費

用処理しております。 

  過去勤務債務は、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(10年)による定額法に

より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(10年)による定額

法により翌事業年度から

費用処理することとして

おります。 

(3) 退職給付引当金 

  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(55,481千円)について

は、15年による按分額を費

用処理しております。 

  過去勤務債務は、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(10年)による定額法に

より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(10年)による定額

法により翌事業年度から

費用処理することとして

おります。 

 

(会計方針の変更) 

  当中間会計期間より

「「退職給付に係る会計基

準」の一部改正」（企業会

計基準第３号 平成17年

３月16日）及び「「退職給

付に係る会計基準」の一部

改正に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針

第７号 平成17年３月16

日）を適用しております。

  これにより、営業利益、

経常利益および税引前中

間純利益は4,197千円増加

しております。 

(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(55,481千円)について

は、15年による按分額を費

用処理しております。 

  過去勤務債務は、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(10年)による定額法に

より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(10年)による定額

法により翌事業年度から

費用処理することとして

おります。 

 (4) レンズ交換引当金 

  レンズのリフレッシュ

システムにより生じるレ

ンズ交換の費用負担に備

え、過去の交換実績率に基

づいて計上しております。

(4) レンズ交換引当金 

同左 

(4) レンズ交換引当金 

同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

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

ース取引に関しては、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 

  繰延ヘッジ処理を採用

しております。 

  なお、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。 

(1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用

しております。 

  ただし、金利スワップに

ついて、特例処理の要件を

満たすものについては、特

例処理を採用しておりま

す。 

(1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用

しております。 

  なお、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 

   クーポンスワップ 

   為替予約 

   金利スワップ 

  ヘッジ対象 

   商品輸入による外貨

建買入債務及び外貨建

予定取引 

   借入金の利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段 

   為替予約 

   金利スワップ 

 

  ヘッジ対象 

   商品輸入による外貨

建買入債務及び外貨建

予定取引 

   借入金の利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段 

   クーポンスワップ 

   為替予約 

   金利スワップ 

  ヘッジ対象 

   商品輸入による外貨

建買入債務及び外貨建

予定取引 

   借入金の利息 

 (3) ヘッジ方針 

  主に当社の内部規程で

ある「社内管理規程」に基

づき、外貨建金銭債権債務

の残高(予定取引を含む)

の範囲内で、その為替相場

の変動リスクをヘッジし

ております。 

  また、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

ております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジの有効性評価の方

法 

  ヘッジの有効性評価は

ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間にお

いてヘッジ対象とヘッジ

手段それぞれの相場変動

又はキャッシュ・フロー変

動の累計を比較して、ヘッ

ジの有効性を評価してお

ります。 

  また、金利変動に関する

ヘッジについては、金利ス

ワップの特例処理の要件

を満たしているため有効

性の判定を省略しており

ます。 

(4) ヘッジの有効性評価の方

法 

  ヘッジの有効性評価は

ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間にお

いてヘッジ対象とヘッジ

手段それぞれの相場変動

又はキャッシュ・フロー変

動の累計を比較して、ヘッ

ジの有効性を評価してお

ります。 

  ただし、特例処理によっ

ている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省

略しております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方

法 

  ヘッジの有効性評価は

ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間にお

いてヘッジ対象とヘッジ

手段それぞれの相場変動

又はキャッシュ・フロー変

動の累計を比較して、ヘッ

ジの有効性を評価してお

ります。 

  また、金利変動に関する

ヘッジについては、金利ス

ワップの特例処理の要件

を満たしているため有効

性の判定を省略しており

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方法 

 税抜方式を採用しており

ます。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

消費税等の会計処理方法 

同左 
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中間財務諸表作成のための基準となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

――――――― （固定資産の減損に係る会計基準等）

 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が

138,980千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。 

 

――――――― 

 

 

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

(自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の一部改正) 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）並びに

改正後の「自己株式及び準備金の額

の減少等に関する会計基準」(企業会

計基準第１号 平成17年12月27日)及

び「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準の適用指針」(企

業会計基準適用指針第２号 平成17

年12月27日)を適用しております。

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の資本の部の合計に相

当する金額は3,236,536千円であり

ます。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、

改正後の中間財務諸表等規則により

作成しております。 

 

 

 (ストック・オプション等に関する会

計基準等) 

 当中間会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準第８号 平成17年12

月27日）及び「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第11号 平

成17年12月27日）を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 
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表示方法の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

――――――― （中間損益計算書） 

 前中間会計期間まで営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「受取事務手数料」については、重

要性が増したため、当中間会計期間において区分掲記す

ることといたしました。 

 なお、前中間会計期間の「受取事務手数料」は、6,000

千円であります。 

 

 

追加情報 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当

中間会計期間から「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」（平

成16年２月13日 企業会計基準委員会 

実務対応報告第12号）に従い法人事業

税の付加価値割及び資本割について

は、販売費及び一般管理費に計上して

おります。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

12,205千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益が、12,205千

円減少しております。 

――――――― ――――――― 
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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６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前事業年度末 
(平成17年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,788,364千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,097,232千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,906,638千円

※２ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※２   ――――――― 

 ３ 偶発債務 

  (1) 関係会社のリース契約に対し

て、次のとおり債務保証を行っ

ております。 

㈱ノプト 11,739千円 

㈱ノプト西日本 10,530千円 

計 22,270千円 
 

 ３ 偶発債務 

  (1) 関係会社のリース契約に対し

て、次のとおり債務保証を行っ

ております。 

㈱ノプト 1,116千円
 

 ３ 偶発債務 

  (1) 関係会社のリース契約に対し

て、次のとおり債務保証を行っ

ております。 

㈱ノプト 2,499千円

㈱ノプト西日本 6,622千円

計 9,122千円
 

  (2) 関係会社の金融機関等からの

借入に対して、次のとおり債務

保証を行っております。 

㈱ノプト 

サービス 
224,049千円 

㈱ノプト西日本 27,333千円 

㈱ノプト 14,620千円 

計 266,002千円 
 

  (2) 関係会社の金融機関等からの

借入に対して、次のとおり債務

保証を行っております。 

㈱ノプト 

サービス 
770,729千円

 

  (2) 関係会社の金融機関等からの

借入に対して、次のとおり債務

保証を行っております。 

㈱ノプト 

サービス 
179,039千円

 

 ４ 当社は設備投資に係る資金調

達を迅速かつ効率的に行うため、

６金融機関とシンジケートロー

ン契約を締結しております。当該

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。 

 

シンジケート 

ローン極度額 

の総額 

1,200,000千円 

借入実行残高 704,400千円 

差引額 495,600千円 
 

 ４ 当社は設備投資に係る資金調

達を迅速かつ効率的に行うため、

４金融機関とシンジケートロー

ン契約を締結しております。当該

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。 

 

シンジケート

ローン極度額

の総額 

1,200,000千円

借入実行残高 499,200千円

差引額 700,800千円
 

 ４ 当社は設備投資に係る資金調

達を迅速かつ効率的に行うため、

４金融機関とシンジケートロー

ン契約を締結しております。当該

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。 

 

シンジケート 

ローン極度額 

の総額 

1,200,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 1,200,000千円
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 202,436千円 

無形固定資産 51,009千円 

   このうち52,449千円は売上原

価に含まれております。 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 210,509千円

無形固定資産 55,388千円

   このうち50,001千円は売上原

価に含まれております。 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 430,420千円

無形固定資産 103,003千円

   このうち108,354千円は売上原

価に含まれております。 

   

※２   ――――――― ※２ 固定資産売却益の内容 

工具器具及び備品 429千円
 

※２   ――――――― 

   

※３ 固定資産除却損の内容 

建物 64,112千円 

構築物 738千円 

工具器具及び備品 1,994千円 
ソフトウェア 14,500千円 

現状回復工事 25,525千円 

計 106,870千円 
 

※３ 固定資産除却損の内容 

建物 15,361千円

構築物 152千円

工具器具及び備品 1,493千円

現状回復工事 5,987千円

計 22,994千円
 

※３ 固定資産除却損の内容 

建物 130,545千円

構築物 738千円

工具器具及び備品 5,695千円
ソフトウェア 14,500千円

現状回復工事 42,561千円

計 194,040千円
 

   

※４ 固定資産売却損の内容 

建物 1,174千円 
 

※４ 固定資産売却損の内容 

建物 1,422千円

その他(車両) 133千円

計 1,555千円
 

※４ 固定資産売却損の内容 

建物 1,174千円
 

   

※５   ――――――― ※５ 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 件数 場所 

店舗設備 建物 ８件 関東 

店舗設備 建物 ９件 中部 

店舗設備 その他 ３件 中部 

 当社の資産のグルーピングの方法

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、個

別にグルーピングしております。継続

して営業損失が発生している店舗に

ついて、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。 

 減損損失の内訳 

種類 金額 

建物 137,786 千円

その他 1,194 千円

合計 138,980 千円

 なお、当該資産グループの回収可能

価額は、正味売却価額により算定して

おります。 

 

※５   ――――――― 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末(株) 増加(株) 減少(株) 
当中間会計 

期間末(株) 

普通株式 67,591 17,440 ― 85,031 

合計 67,591 17,440 ― 85,031 

（変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

定款の定めによる取締役会決議による買受けによる増加  17,200 株 

単元未満株式の買取による増加  240 株 

 

(リース取引関係) 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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期末
残高相当額 

 
工具器具 
及び備品 

取得価額相当額
(千円) 

477,763 

減価償却累計額
相当額(千円) 

306,231 

中間期末残高相
当額(千円) 

171,532 

 

 
工具器具 
及び備品 

取得価額相当額
(千円) 

456,316

減価償却累計額
相当額(千円) 

377,381

中間期末残高相
当額(千円) 

78,935

 

 
工具器具 
及び備品 

取得価額相当額
(千円) 

477,763

減価償却累計額
相当額(千円) 

353,047

期末残高相当額
(千円) 

124,716

 
   
 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 
１年以内 96,833千円 
１年超 86,091千円 

合計 182,925千円 
 

 ② 未経過リース料中間期末残高
相当額 

１年以内 70,890千円
１年超 15,198千円

合計 86,089千円
 

 ② 未経過リース料期末残高相当
額 

１年以内 96,301千円
１年超 38,158千円

合計 134,460千円
 

   
 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 54,168千円
減価償却費相当額 49,959千円
支払利息相当額 3,014千円

 

 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 55,199千円
減価償却費相当額 50,393千円
支払利息相当額 1,757千円

 

 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 104,912千円
減価償却費相当額 96,776千円
支払利息相当額 5,292千円

 
   
 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

取得価額相当額の差額を利息
相当額とし、各期への配分につ
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 

 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 

１年以内 1,976千円
１年超 2,799千円

合計 4,776千円
 

２ オペレーティング・リース取引 
 未経過リース料 

１年以内 2,075千円
１年超 3,977千円

合計 6,052千円
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年６月30日) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 

 

当中間会計期間末(平成17年６月30日) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 

 

前事業年度末(平成16年12月31日) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 
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