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決算取締役会開催日 平成18年８月11日 単元株制度採用の有無 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 （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 ％

18年６月中間期 15,943 (△0.5) 229 (△28.9) 244 (△24.0)
17年６月中間期 16,030 (△0.1) 323 (65.0) 321 (62.8)
17年12月期 32,752  712  686  

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６月中間期 209 (△29.1) 2,993 80
17年６月中間期 295 (215.6) 4,927 01
17年12月期 572  8,793 39

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 70,000株 17年６月中間期 60,000株 17年12月期 62,707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）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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年６月中間期 19,346 10,072 52.1 143,891 28
17年６月中間期 20,256 8,608 42.5 143,475 65
17年12月期 21,793 10,013 45.9 142,747 48

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 70,000株 17年６月中間期 60,000株 17年12月期 70,000株

②期末自己株式数 18年６月中間期 －株 17年６月中間期 －株 17年12月期 －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
百万円 百万円 百万円

通期 32,790 731 599
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　8,557円96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 ― 1,850.00 1,850.00

18年12月期(実績) ― ―
1,850.00

 18年12月期(予想) ― 1,850.00
※　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結果となる場合があります。
　なお、上記数値予想に関する事項は、添付資料の10ページをご参照下さい。
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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）

前事業年度の
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 ※2  4,431,018   2,781,099   3,996,316  

２．売掛金 ※3  1,211,535   1,193,179   1,824,193  

３．有価証券   19,983   －   －  

４．たな卸資産   432,422   501,292   606,977  

５．その他   217,516   268,559   220,624  

流動資産合計   6,312,475 31.2  4,744,131 24.5  6,648,113 30.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1)建物 ※1,2  2,615,804   2,825,295   2,804,575  

(2)土地 ※2  4,548,756   4,581,405   4,581,405  

(3)その他 ※1  1,021,204   716,983   735,936  

有形固定資産合計   8,185,765 40.4  8,123,685 42.0  8,121,918 37.3

２．無形固定資産   207,021 1.0  236,138 1.2  258,446 1.2

３．投資その他の資産           

(1)長期性預金 ※2  1,200,000   1,200,000   1,200,000  

(2)敷金及び保証金 ※2  2,280,185   2,194,719   2,267,131  

(3)投資不動産 ※1,2  1,011,186   710,763   762,197  

(4)その他   1,170,931   2,243,438   2,643,663  

(5)貸倒引当金   △111,296   △106,248   △108,284  

投資その他の資産
合計

  5,551,007 27.4  6,242,672 32.3  6,764,709 31.0

固定資産合計   13,943,794 68.8  14,602,496 75.5  15,145,073 69.5

資産合計   20,256,270 100.0  19,346,627 100.0  21,793,187 100.0
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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）

前事業年度の
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．買掛金 ※3  793,749   798,497   1,135,915  

２．１年以内返済予定
の長期借入金

※6  830,000   500,000   830,000  

３．１年以内返済予定
の長期未払金

※2  63,804   89,500   63,804  

４．未払費用   1,376,420   1,398,744   1,055,615  

５．賞与引当金   254,770   256,104   228,300  

６．その他 ※4  942,271   945,621   1,175,558  

流動負債合計   4,261,015 21.0  3,988,467 20.6  4,489,194 20.6

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※6  3,320,000   1,500,000   3,320,000  

２．長期未払金 ※2  1,585,796   1,491,886   1,585,256  

３．退職給付引当金   2,315,177   2,122,369   2,219,016  

４．役員退職慰労引当
金

  54,740   74,620   64,260  

５．その他   111,001   96,894   101,800  

固定負債合計   7,386,715 36.5  5,285,770 27.3  7,290,334 33.5

負債合計   11,647,731 57.5  9,274,237 47.9  11,779,529 54.1

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金 ※5  3,000,000 14.8  － －  3,425,000 15.7

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  －   －   703,000   

　資本剰余金合計   － －  － －  703,000 3.2

Ⅲ　利益剰余金           

１．任意積立金  4,500,000   －   4,500,000   

２．中間(当期)未処分
利益

 1,108,539   －   1,385,658   

利益剰余金合計   5,608,539 27.7  － －  5,885,658 27.0

資本合計   8,608,539 42.5  － －  10,013,658 45.9

負債・資本合計   20,256,270 100.0  － －  21,793,187 100.0
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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）

前事業年度の
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   － －  3,425,000 17.7  － －

２　資本剰余金           

　(1)資本準備金   －   703,000   －  

　資本剰余金合計   － －  703,000 3.6  － －

　３　利益剰余金           

　(1)利益準備金   －   15,084   －  

　(2)その他利益剰余金           

　　別途積立金  －   5,300,000   －   

　　繰越利益剰余金  － －  629,305 5,929,305  － －  

利益剰余金合計   － －  5,944,389 30.8  － －

株主資本合計   － －  10,072,389 52.1  － －

純資産合計   － －  10,072,389 52.1  － －

負債・純資産合計   － －  19,346,627 100.0  － －
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(2）中間損益計算書

  
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）

前事業年度の
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   16,030,351 100.0  15,943,950 100.0  32,752,553 100.0

Ⅱ　売上原価   5,791,358 36.1  5,701,868 35.8  11,863,581 36.2

売上総利益   10,238,993 63.9  10,242,081 64.2  20,888,971 63.8

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※1  9,915,601 61.9  10,012,294 62.8  20,176,182 61.6

営業利益   323,391 2.0  229,787 1.4  712,788 2.2

Ⅳ　営業外収益 ※2  217,804 1.4  194,305 1.2  426,535 1.3

Ⅴ　営業外費用 ※3  219,475 1.4  179,675 1.1  452,578 1.4

経常利益   321,720 2.0  244,418 1.5  686,746 2.1

Ⅵ　特別利益 ※4  97,912 0.6  122,125 0.8  177,916 0.5

Ⅶ　特別損失 ※5,6  68,881 0.4  101,034 0.6  195,598 0.6

税引前中間(当期)
純利益

  350,750 2.2  265,509 1.7  669,064 2.0

法人税、住民税及
び事業税

  55,129 0.4  55,943 0.4  96,324 0.3

中間(当期)純利益   295,621 1.8  209,566 1.3  572,740 1.7

前期繰越利益   812,917   419,739   812,917  

中間(当期)未処分
利益

  1,108,539   629,305   1,385,658  
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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） 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金

前期末残高

(平成17年12月31日)
3,425,000 703,000 － 4,500,000 1,385,658 10,013,658

中間会計期間中の変動

額

 利益準備金の積立 － － 15,084 － △15,084 －

 別途積立金の積立 － － － 800,000 △800,000 －

 剰余金の配当 － － － － △129,500 △129,500

 役員賞与の支給 － － － － △21,335 △21,335

 中間純利益 － － － － 209,566 209,566

中間会計期間中の変動

額合計
－ － 15,084 800,000 △756,352 58,731

当中間期末残高

(平成18年6月30日)
3,425,000 703,000 15,084 5,300,000 629,305 10,072,389
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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

項目
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

ａ　満期保有目的の債券 

　償却原価法（定額法） 

①　有価証券

ａ　満期保有目的の債券

　同左

①　有価証券

ａ　満期保有目的の債券

　同左

ｂ　子会社株式及び関連会社株式 

　移動平均法による原価法 

ｂ　子会社株式及び関連会社株式

　同左

ｂ　子会社株式及び関連会社株式

　同左

ｃ　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）

ｃ　その他有価証券

　時価のあるもの

 　同左

ｃ　その他有価証券

　時価のあるもの

 　同左

　 　なお、組込デリバティブを区分

して測定することが出来ない複合

金融商品は、全体を時価評価し、

評価差額を当中間会計期間の損益

に計上しております。 

　なお、組込デリバティブを区

分して測定することが出来ない

複合金融商品は、全体を時価評

価し、評価差額を当事業年度の

損益に計上しております。

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

ａ　半製品 

　移動平均法による原価法

②　たな卸資産

ａ　半製品

　同左

②　たな卸資産

ａ　半製品

　同左

ｂ　原材料 

　移動平均法による原価法 

ｂ　原材料

　同左

ｂ　原材料

　同左

ｃ　貯蔵品 

　最終仕入原価法による原価法 

ｃ　貯蔵品

　同左

ｃ　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 

但し、平成10年4月1日以降に取得

した建物（建物付属設備を除く）

については、定額法 

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

①　有形固定資産

　同左

 

 

①　有形固定資産

　同左

建物及び構築物 10年～15年

機械装置 9年

車両運搬具 5年

工具器具備品 6年

 

②　無形固定資産 

　定額法 

　なお、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）に基づいておりま

す。 

②　無形固定資産

　同左

 

②　無形固定資産

　同左
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項目
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）

３．出資金の評価基準  ―――――――――――

 

 　最近の決算書に基づく持分相当

額により評価しております。

　同左

４．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

 ②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、当中間会計期間に負担すべき

支給見込額を見積計上しておりま

す。

②　賞与引当金

　同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、当事業年度に負担すべき支給

見込額を見積計上しております。

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、数理計算上の差異につい

ては、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）による按分額をそ

れぞれ発生の翌事業年度より費用

処理しております。 

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、数理計算上の差異につい

ては、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）による按分額をそ

れぞれ発生の翌事業年度より費用

処理しております。

 ④　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、社内規程に基づく

中間会計期間末要支給額を計上し

ております。 

④　役員退職慰労引当金

　同左

④　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、社内規程に基づく

事業年度末要支給額を計上してお

ります。

５．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

６．ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法 

　金利スワップ取引については、

特例処理の要件を満たしている

ため、特例処理を採用しており

ます。 

①　ヘッジ会計の方法

　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・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・借入金利息 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　同左

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　同左
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項目
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）

 ③　ヘッジ方針

　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。 

③　ヘッジ方針

　同左

③　ヘッジ方針

　同左

④　ヘッジ有効性の評価 

　金利スワップ取引は特例処理の

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　ヘッジ有効性の評価

　同左

④　ヘッジ有効性の評価

　同左

⑤　リスク管理 

　金利スワップ契約の締結等は当

社取締役会の承認に基づいており

ます。なお、取引の実行管理は当

社財務経理部で行っております。

⑤　リスク管理

　同左

⑤　リスク管理

　同左

７．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 

　消費税等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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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）

 ―――――――――――  (中間貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準) 

　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)を適用して

おります。 

　従来の資本の部の合計に相当する

金額は10,072,389千円であります。

  なお、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。

  ―――――――――――

   

   

－ 55 －



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日以降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）に伴い法

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

36,000千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益が、36,000千

円減少しております。

  ――――――――――― 　「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日以降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、

当事業年度から「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）に伴い法人事業税

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

71,000千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益が、71,000千

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.減価償却累計額 ※1.減価償却累計額 ※1.減価償却累計額

建物 6,667,064千円

有形固定資産「その他」 3,570,726千円

投資不動産 465,429千円

建物 6,687,626千円

有形固定資産「その他」 3,544,239千円

投資不動産 542,661千円

建物 6,674,040千円

有形固定資産「その他」 3,541,460千円

投資不動産 546,107千円

減価償却累計額には、減損損失累

計額が含まれております。 

減価償却累計額には、減損損失累

計額が含まれております。

減価償却累計額には、減損損失累

計額が含まれております。

 ※2.担保提供資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとお

りであります。 

※2.担保提供資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとお

りであります。

※2.担保提供資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとお

りであります。

定期預金 31,406千円

建物 646,413千円

土地 2,189,110千円

敷金及び保証金 21,235千円

投資不動産 37,634千円

計 2,925,800千円

定期預金 36,715千円

建物 614,092千円

土地 2,189,110千円

敷金及び保証金 15,926千円

投資不動産 160,427千円

計 3,016,271千円

定期預金 36,715千円

建物 629,838千円

土地 2,189,110千円

敷金及び保証金 15,926千円

投資不動産 161,450千円

計 3,033,041千円

担保付債務は次のとおりでありま

す。 

担保付債務は次のとおりでありま

す。 

担保付債務は次のとおりでありま

す。

１年以内返済

予定の長期未

払金

58,730千円

長期未払金 1,434,700千円

１年以内返済

予定の長期未

払金

83,900千円

長期未払金 1,350,800千円

１年以内返済

予定の長期未

払金

58,730千円

長期未払金 1,434,700千円

 ※3.関係会社に対する主な資産・負

債は次のとおりであります。

※3.関係会社に対する主な資産・負債

は次のとおりであります。

 ※3.関係会社に対する主な資産・負

債は次のとおりであります。

売掛金 40,269千円

買掛金 2,619千円

売掛金 39,198千円

買掛金 2,378千円

売掛金 50,589千円

買掛金 4,295千円

 ※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.―――――――――

 

 ※5.株式の状況 ※5.株式の状況 ※5.株式の状況

会社が発行す

る株式の総数
 

普通株式 240,000株

発行済株式の総数  

普通株式 60,000株

会社が発行す

る株式の総数
 

普通株式 240,000株

発行済株式の総数  

普通株式 70,000株

会社が発行す

る株式の総数
 

普通株式 240,000株

発行済株式の総数  

普通株式 70,000株
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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）

 ※6.財務制限条項  ※6.財務制限条項 ※6.財務制限条項

 　平成14年６月10日（株式会社

みずほ銀行）締結の金銭消費貸借

契約に関し、平成16年12月６日付

の覚書に下記の条項が付されてお

ります。

同左 同左

 ①　本覚書締結日以降の各決算

期の末日において、当社の貸借対

照表の資本の金額を平成15年12月

決算期末日における貸借対照表の

資本の部の金額の75％及び直前の

決算期末日における貸借対照表の

資本の部の金額の75％のいずれか

高い方の金額以上に維持するこ

と。 

  

  ②　本覚書締結日以降の各決算

期の末日において、当社の損益計

算上の経常損益につき、２期連続

して損失を計上しないこと。
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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 ※1.減価償却実施額 ※1.減価償却実施額

有形固定資産 292,636千円

無形固定資産 36,658千円

投資不動産 6,343千円

有形固定資産 275,502千円

無形固定資産 26,974千円

投資不動産 5,657千円

有形固定資産 613,205千円

無形固定資産 74,885千円

投資不動産 12,621千円

※2.営業外収益の主なもの ※2.営業外収益の主なもの ※2.営業外収益の主なもの

賃貸収入 186,060千円 賃貸収入 158,924千円 賃貸収入 369,106千円

※3.営業外費用の主なもの ※3.営業外費用の主なもの ※3.営業外費用の主なもの

賃貸費用 157,563千円

支払利息 50,423千円

賃貸費用 134,329千円

支払利息 28,599千円

賃貸費用 313,877千円

支払利息 95,188千円

※4.特別利益の主なもの ※4.特別利益の主なもの ※4.特別利益の主なもの

固定資産売却益 3,035千円

貸倒引当金戻入益 30,216千円

保証金等返還益 64,642千円

固定資産売却益 50,452千円

保証金等返還益 66,543千円

固定資産売却益 31,954千円

保証金等返還益 142,319千円

※5.特別損失の主なもの ※5.特別損失の主なもの ※5.特別損失の主なもの

固定資産除却損 22,975千円

減損損失 16,837千円

貸倒引当金繰入額 29,069千円

固定資産除却損 38,724千円

減損損失 7,364千円

借入金スワップ等解約

損

47,185千円

固定資産除却損 57,882千円

減損損失 125,339千円
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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）

※6.減損損失 

　当社は、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。 

※6.減損損失

　当社は、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。

※6.減損損失

　当社は、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。

用途 種類 場所 減損損失

事業用

資産

建物、

工具器

具備品

関東地区 

東京都他

(2店舗)

3,243千円

  
その他の

地区 大阪

府他(2店

舗)

9,534千円

賃貸用

資産

土地 茨城県 4,058千円

用途 種類 場所 減損損失

事業用

資産

土地、

建物、

工具器

具備品

等

関東地区 

東京都他

(2店舗)

3,892千円

その他の

地区 (- 

店舗)

－  

遊休資

産

土地 東京都 3,471千円

用途 種類 場所 減損損失

事業用

資産

土地、

建物、

工具器

具備品

等

関東地区 

東京都他

(13店舗)

46,616千円

その他の

地区 静岡

県他(1店

舗)

1,861千円

賃貸用

資産

土地建

物

茨城県 36,862千円

遊休資

産

土地 新潟県他 39,998千円

当社は、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位に基づき資産の用途に

より、事業用資産については主に独

立した会計単位である店舗単位で、

賃貸用資産及び遊休資産については

物件単位で、資産のグルーピングを

行なっております。ただし、事業用

資産のうち工場については、生産品

が複数セグメントに共通することか

ら、共用資産としております。　

事業用資産のうち、営業活動から生

ずるキャッシュ・フローが継続して

マイナスとなっている店舗について、

賃貸用資産及び遊休資産のうち、地

価が下落している物件について、減

損処理の要否を検討し、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、減損損失

として計上しております。　

　なお、事業用資産及び賃貸用資産

の回収可能価額は、使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フ

ローを3.0%で割り引いて算定してお

ります。また、遊休資産の回収可能

価額は、不動産鑑定士による評価額

等をもとに正味売却価額により測定

しております。

当社は、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位に基づき資産の用途に

より、事業用資産については主に独

立した会計単位である店舗単位で、

賃貸用資産及び遊休資産については

物件単位で、資産のグルーピングを

行なっております。ただし、事業用

資産のうち工場については、生産品

が複数セグメントに共通することか

ら、共用資産としております。

　事業用資産のうち、営業活動から

生ずるキャッシュ・フローが継続し

てマイナスとなっている店舗につい

て、賃貸用資産及び遊休資産のうち、

地価が下落している物件について、

減損処理の要否を検討し、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、減損損

失として計上しております。

　なお、事業用資産及び賃貸用資産

の回収可能価額は、使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フ

ローを4.3%で割り引いて算定してお

ります。また、遊休資産の回収可能

価額は、不動産鑑定士による評価額

等をもとに正味売却価額により測定

しております。

　当社は、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位に基づき資産の用途

により、事業用資産については主に

独立した会計単位である店舗単位で、

賃貸用資産及び遊休資産については

物件単位で、資産のグルーピングを

行なっております。ただし、事業用

資産のうち工場については、生産品

が複数セグメントに共通することか

ら、共用資産としております。

　事業用資産のうち、営業活動から

生ずるキャッシュ・フローが継続し

てマイナスとなっている店舗につい

て、賃貸用資産及び遊休資産のうち、

地価が下落している物件について、

減損処理の要否を検討し、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、減損損

失として計上しております。

　なお、事業用資産及び賃貸用資産

の回収可能価額は、使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フ

ローを4.3%で割り引いて算定してお

ります。また、遊休資産の回収可能

価額は、不動産鑑定士による評価額

等をもとに正味売却価額により測定

しております。
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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）

　減損損失の内訳は次のとおりであ

ります。 

　減損損失の内訳は次のとおりであ

ります。

　減損損失の内訳は次のとおりであ

ります。

 事業用資産 賃貸用資産

建物附属設備 7,852千円 － 

工具器具備品 4,010千円 － 

投資不動産 － 4,058千円

その他 915千円 － 

計 12,778千円 4,058千円

 事業用資産 遊休資産

建物 666千円 － 

工具器具備品 2,512千円 － 

投資不動産 － 3,471千円

その他 713千円 － 

計 3,892千円 3,471千円

 
事業用資

産

賃貸用資

産
遊休資産

建物 32,275千円 － － 

工具器

具備品
10,346千円 － － 

投資不

動産
－ 36,862千円 39,998千円

その他 5,856千円 － － 

計 48,477千円 36,862千円 39,998千円
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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

　　　該当事項はありません。
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（リース取引)

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

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、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、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、減損損失

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）

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

その他
有形固
定資産
(機械装
置)

26,000 15,527 － 10,472

その他
有形固
定資産
(工具器
具備品)

303,385 208,337 12,287 82,761

合計 329,385 223,865 12,287 93,233

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

減損
損失
累計
額相
当額

（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

その他
有形固
定資産
(機械
装置)

29,857 22,807 － 7,049

その他
有形固
定資産
(工具
器具備
品)

199,075 158,576 6,755 33,744

合計 228,932 181,384 6,755 40,793

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

その他
有形固
定資産
(機械
装置)

29,857 20,319 － 9,537

その他
有形固
定資産
(工具
器具備
品)

327,848 258,064 10,586 59,197

合計 357,706 278,384 10,586 68,735

  （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。

（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

当額及びリース資産減損勘定の残

高

２．未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定の残

高

２．未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定の残高

１年内 64,927千円

１年超 46,424千円

合計 111,351千円

リース資産減損

勘定の残高
12,287千円

１年内 31,346千円

１年超 16,202千円

合計 47,548千円

リース資産減損

勘定の残高
6,755千円

１年内 49,776千円

１年超 29,545千円

合計 79,321千円

リース資産減損

勘定の残高
10,586千円

  （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。

（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。
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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）

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、

支払利息相当額及び減損損失 

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、

支払利息相当額及び減損損失

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、

支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 36,129千円

リース資産減損勘

定の取崩額

5,031千円

減価償却費相当額 32,835千円

支払利息相当額 2,345千円

減損損失 915千円

支払リース料 30,615千円

リース資産減損勘

定の取崩額

3,954千円

減価償却費相当額 30,615千円

支払利息相当額 －

減損損失 123千円

支払リース料 71,797千円

リース資産減損勘

定の取崩額

9,719千円

減価償却費相当額 71,797千円

支払利息相当額 －

減損損失 3,903千円

 （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。

 （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。

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

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。

５．利息相当額の算定方法

 ――――――――――

５．利息相当額の算定方法

 ――――――――――
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（有価証券関係)

　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）及び前事業年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）において子会社株式及

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）

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株当たり純資産額 143,475円65銭

１株当たり中間純利

益金額
4,927円01銭

１株当たり純資産額 143,891円28銭

１株当たり中間純利

益金額
2,993円80銭

１株当たり純資産額 142,747円48銭

１株当たり当期純利益

金額
8,793円39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。 

　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。

 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、以下のとおりであります。

 
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）

中間(当期)純利益（千円） 295,621 209,566 572,740

普通株主に帰属しない金額（千

円）
－ － 21,335

(うち利益処分による役員賞与

金(千円)）
(－) (－) (21,335)

普通株式に係る中間(当期)純利

益（千円）
295,621 209,566 551,405

期中平均株式数（株） 60,000 70,000 62,707

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

－ － －
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（重要な後発事象）

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）

　平成17年8月18日及び平成17年9月1

日開催の取締役会において、公募新株

式の発行及びオーバーアロットメント

による売出しに関連した第三者割当増

資の決議をし、公募新株式の発行につ

き、平成17年9月20日に払込が完了い

たしました。

 ―――――――――――  ―――――――――――

　この結果、平成17年9月21日付けで

資本金は3,361,250千円、発行済株式

総数は68,500株となりました。

  

1.公募新株式の発行

（1）発行新株式数　普通株式8,500株

（2）発行価格　 　 1株につき　120,000円

（3）引受価額　　　1株につき　112,800円

（4）発行価額    　1株につき 　85,000円

（5）払込金額の総額 　　　　958,800千円

（6）資本組入額　　1株につき   42,500円

（7）資本組入額の総額　 　　361,250千円

（8）払込期日　　　平成17年9月20日

（9）配当起算日　　平成17年7月1日

（10）募集方法　　ブックビルディング方式

                  による一般募集

（11）資金使途　　設備資金等に充当

2.オ－バ－アロットメントによる売出しに

  関連した第三者割当増資による新株式の

  発行

（1）発行新株式数 普通株式　　　1,500株

（2）発行価額   　1株につき　　85,000円

（3）資本組入額　1株につき     42,500円

（4）払込期日　　平成17年10月18日

（5）割当の方法 　野村證券株式会社に割当

     　　　　　　 てる。

（6）配当起算日 　平成17年7月1日

（7）上記払込期日迄に申込のない株式に

     ついては、発行を打切るものとする。
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