
平成１８年１２月期 個別中間財務諸表の概要 
平成18年８月17日

 上 場 会 社 名 株式会社小僧寿し本部 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号 ９９７３  本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.kozosushi.co.jp) 

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長  

 氏 名 山  田  武  

問い合わせ先責任者 役 職 名 執行役員経営政策室長  

 氏 名 篠 崎  巌 ＴＥＬ（０４２２）３９－００４１（代） 

決算取締役会開催日 平成18年８月17日 配当支払開始日 平成18年９月11日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 500株）  ） 

１．平成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 11,111 (△6.6) △14 ( － ) 14 (101.8)

17年６月中間期 11,899 (△8.5) △24 ( － ) 7 (△96.8)

17年12月期 24,283 95  158 

 
 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 19 ( － ) 1 48  

17年６月中間期 △1,200 ( － ) △92 48  

17年12月期 △1,871  △144 10  

 （注）①期中平均株式数 18年６月中間期 12,973,854株 17年６月中間期 12,985,632株 17年12月期 12,984,069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)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 11,919 6,148 51.6 474 22 

17年６月中間期 13,629 6,899 50.6 531 39 

17年12月期 13,344 6,212 46.6 478 60 

 （注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 12,964,694株 17年６月中間期 12,984,486株 17年12月期 12,981,261株

②期末自己株式数 18年６月中間期 224,190株 17年６月中間期 204,398株 17年12月期 207,623株

２．平成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 23,163 213 89     

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  ６円86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。 

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 5.00 5.00 10.00  

18年12月期（実績） 5.00 －  

18年12月期（予想） － 5.00 
10.00 

 

 

－  － 
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－  － 
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５中間財務諸表等 

(1)中間財務諸表 

  
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  447,076 362,380 867,978 

２．受取手形  1,150 － 1,996 

３．売掛金  1,155,598 804,673 1,088,504 

４．有価証券  1,951,122 1,366,820 1,716,442 

５．たな卸資産  572,765 563,267 685,848 

６．繰延税金資産  354,993 108,775 131,096 

７．その他  548,068 635,621 585,718 

８．貸倒引当金  △886,752 △527,422 △576,368 

流動資産合計   4,144,022 30.4 3,314,115 27.8  4,501,217 33.7

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1)建物 ※1、2 2,058,637 1,804,930 1,727,207 

(2)土地 ※２ 3,430,043 3,364,874 3,368,897 

(3)その他 ※１ 518,024 476,851 440,248 

有形固定資産合計  6,006,706 5,646,657 5,536,353 

２．無形固定資産  61,294 57,188 57,532 

３．投資その他の資産    

(1)長期貸付金  1,162,321 451,638 633,054 

(2)敷金保証金 ※２ 2,042,307 1,809,292 1,993,287 

(3)破産債権等に準
ずる債権 

 － 769,293 645,106 

(4)繰延税金資産  346,250 241,795 224,110 

(5)その他  922,259 878,073 958,630 

(6)貸倒引当金  △1,055,950 △1,248,536 △1,204,797 

投資その他の資産
合計 

 3,417,189 2,901,558 3,249,392 

固定資産合計   9,485,190 69.6 8,605,404 72.2  8,843,278 66.3

資産合計   13,629,212 100.0 11,919,519 100.0  13,344,495 100.0

    

 



－  － 
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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．支払手形  23,278 21,087 50,550 

２．買掛金  1,809,999 1,809,946 2,439,246 

３．短期借入金 ※２ 370,000 370,000 370,000 

４．一年内返済予定長
期借入金 

※２ 517,600 207,600 367,600 

５．一年内償還予定社
債 

 40,000 390,000 315,000 

６．未払金  956,852 836,829 979,235 

７．未払法人税等  78,000 76,000 98,000 

８．賞与引当金  28,600 27,000 29,200 

９．その他 ※３ 285,920 304,720 320,634 

流動負債合計   4,110,252 30.2 4,043,183 33.9  4,969,467 37.2

Ⅱ 固定負債    

１．社債  900,000 510,000 605,000 

２．長期借入金 ※２ 902,600 695,000 793,800 

３．退職給付引当金  283,863 241,458 231,080 

４．役員退職慰労引当
金 

 348,479 － 357,089 

５．関係会社損失引当
金 

 18,607 17,518 － 

６．その他  165,594 264,227 175,219 

固定負債合計   2,619,144 19.2 1,728,204 14.5  2,162,189 16.2

負債合計   6,729,397 49.4 5,771,388 48.4  7,131,656 53.4

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   1,458,500 10.7 － －  1,458,500 10.9

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  3,880,456 － 3,880,456 

資本剰余金合計   3,880,456 28.5 － －  3,880,456 29.1

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  218,661 － 218,661 

２．任意積立金  2,700,000 － 2,700,000 

３．中間（当期）未処
理損失 

 1,107,206 － 1,842,227 

利益剰余金合計   1,811,455 13.3 － －  1,076,434 8.1

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  31,762 0.2 － －  82,790 0.6

Ⅴ 自己株式   △282,359 △2.1 － －  △285,342 △2.1

資本合計   6,899,815 50.6 － －  6,212,839 46.6

負債資本合計   13,629,212 100.0 － －  13,344,495 100.0

    



－  － 
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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   － － 1,458,500 12.2  － －

２ 資本剰余金    

(1）資本準備金  － 3,880,456 － 

資本剰余金合計   － － 3,880,456 32.6  － －

３ 利益剰余金    

(1）利益準備金  － 218,661 － 

(2）その他利益剰余
金 

   

任意積立金  － 700,000 － 

繰越利益剰余金  － 112,093 － 

利益剰余金合計   － － 1,030,754 8.6  － －

４ 自己株式   － － △302,392 △2.5  － －

株主資本合計   － － 6,067,318 50.9  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評
価差額金 

  － － 80,812 0.7  － －

評価・換算差額等合
計 

  － － 80,812 0.7  － －

純資産合計   － － 6,148,131 51.6  － －

負債純資産合計   － － 11,919,519 100.0  － －

    

 



－  － 
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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   11,899,401 100.0 11,111,713 100.0  24,283,207 100.0

Ⅱ 売上原価   5,722,958 48.1 5,265,589 47.4  11,839,195 48.8

売上総利益   6,176,442 51.9 5,846,124 52.6  12,444,011 51.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  6,200,720 52.1 5,860,813 52.7  12,349,006 50.8

営業利益（△損失）   △24,277 △0.2 △14,689 △0.1  95,005 0.4

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  12,817 12,908 29,037 

２．受取賃貸料  244,905 220,314 483,417 

３．その他  23,510 34,230 49,321 

営業外収益合計   281,233 2.4 267,453 2.4  561,776 2.3

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  13,903 9,947 26,833 

２．賃貸資産関連費用  219,569 207,928 443,821 

３．その他  16,291 20,378 27,386 

営業外費用合計   249,764 2.1 238,254 2.2  498,041 2.0

経常利益   7,191 0.1 14,509 0.1  158,740 0.7

Ⅵ 特別利益 ※１  2,092 0.0 225,824 2.0  6,805 0.0

Ⅶ 特別損失 ※２  1,151,989 9.7 161,820 1.4  1,613,057 6.7

税引前中間純利益又
は中間（当期）純損
失（△） 

  △1,142,705 △9.6 78,513 0.7  △1,447,511 △6.0

法人税、住民税及び
事業税 

 56,110 53,303 110,101 

法人税等調整額  2,133 58,244 0.5 5,983 59,286 0.5 313,436 423,537 1.7

中間純利益又は中間
（当期）純損失
（△） 

  △1,200,950 △10.1 19,226 0.2  △1,871,048 △7.7

前期繰越利益   93,743 －  93,743

中間配当額   － －  64,922

中間未処分利益又は
中間（当期）未処理
損失（△） 

  △1,107,206 －  △1,842,227

    

 



－  － 
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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） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金

その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

利益準備金
任意積立金 

繰越利益剰
余金 

利益剰余金
合計 

平成17年12月31日 残高 
（千円） 

1,458,500 3,880,456 － 3,880,456 218,661 2,700,000 △1,842,227 1,076,434

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（千円） － － － － － － △64,906 △64,906

任意積立金の取崩し（千円） － － － － － △2,000,000 2,000,000 －

中間純利益（千円） － － － － － － 19,226 19,226

自己株式の取得（千円） － － － － － － － －

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 
（千円） 

－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － － － － △2,000,000 1,954,320 △45,679

平成18年６月30日 残高 
（千円） 

1,458,500 3,880,456 － 3,880,456 218,661 700,000 112,093 1,030,754

      
 

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計

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 
（千円） 

△285,342 6,130,048 82,790 82,790 6,212,839 

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当（千円） － △64,906 － － △64,906 

任意積立金の取崩し（千円） － － － － － 

中間純利益（千円） － 19,226 － － 19,226 

自己株式の取得（千円） △17,050 △17,050 － － △17,050 

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 
（千円） 

－ － △1,977 △1,977 △1,977 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△17,050 △62,729 △1,977 △1,977 △64,707 

平成18年６月30日 残高 
（千円） 

△302,392 6,067,318 80,812 80,812 6,148,131 

      
 

 

 

 



－  － 
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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)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 １．資産の評価基準

及び評価方法 子会社株式及び関連会社

株式 

子会社株式及び関連会社

株式 

子会社株式及び関連会社

株式 

 移動平均法による原価

法 

同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 当中間会計期間末日

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） 

当中間会計期間末日の

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） 

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）

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原

価法 

同左 同左 

 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 

 商品 商品 商品 

 移動平均法による原価

法 

同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 終仕入原価法 同左 同左 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ２．固定資産の減価

償却の方法 定率法 同左 同左 

  ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

（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。 

  

  建物及び構築物   

 ３～50年   

  機械装置及び運搬具   

 ３～12年   

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

 定額法 同左 同左 

  なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

  

  ソフトウェア ５年   

 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用 

 定額法 同左 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） 

(1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 ３．引当金の計上基

準  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 

 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

  従業員賞与の支給に充て

るため、支給見込額のうち

当中間会計期間に負担すべ

き金額を計上しておりま

す。 

同左  従業員賞与の支給に充

てるため、支給見込額の

うち当期に負担すべき金

額を計上しております。 

 (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備え

るため、当中間会計期間末

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（327,961千円）について

は15年償却とし、当中間会

計期間に按分額の１／２を

販売費及び一般管理費に計

上しております。 

同左 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、当事業年度末にお

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(327,961千円)につい

ては15年償却とし、販売

費及び一般管理費に計上

しております。 



－  － 

 

 

55

 

 

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） 

 (4)役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支

給に備えるため、役員退

職慰労金内規に基づく当

中間会計期間末要支給額

の100％を計上しておりま

す。 

────── 役員の退職慰労金の支

給に備えるため、役員退

職慰労金内規に基づく期

末要支給額の100％を計上

しております。 

  （追加情報） 

平成17年12月21日開催の取

締役会において役員退職慰労

金制度の廃止を決議し、平成

17年12月までの在任期間に対

する退職慰労金の打ち切り支

給を平成18年３月29日開催の

定時株主総会で決議いたしま

した。これに伴い、打ち切り

支給額として確定した未払額

を役員退職慰労引当金から固

定負債の「未払金」に振替え

ております。 

 

 (5)関係会社損失引当金 (5)関係会社損失引当金 (5)  ────── 

 関係会社に対する損失

に備えるため、関係会社

に対する出資金額及び債

権金額等を超えて負担が

見込まれる額を計上して

おります。 

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） 

４．外貨建の資産及

び負債の本邦通

貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。 

同左 外貨建金銭債権債務は、期

末日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。 

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 

①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 ６．ヘッジ会計の方

法  ヘッジ会計の要件を満た

しており、かつ、想定元

本、利息の受払条件および

契約期間がヘッジ対象負債

と同一である金利スワップ

取引については、特例処理

を採用しております。 

同左 同左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 ヘッジ手段 ヘッジ手段 

 デリバティブ取引 

（金利スワップ取引）

同左 同左 

 ヘッジ対象 ヘッジ対象 ヘッジ対象 

 市場金利連動型借入金 同左 同左 

 ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

 当社は、市場金利連動

型借入金の金利変動リスク

をヘッジする手段として金

利スワップ取引のみを利用

しております。 

当社は、市場金利連動

型借入金の金利変動リスク

をヘッジする手段として、

利用している金利スワップ

取引に対してヘッジ会計を

適用しております。 

当社は、市場金利連動型

借入金の金利変動リスクを

ヘッジする手段として、利

用している金利スワップ取

引に対してヘッジ会計を適

用しております。 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理

の要件に該当するため、そ

の判定をもって有効性の判

定に代えております。 

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） 

 ⑤その他リスク管理方法のう

ちヘッジ会計に係るもの 

⑤その他リスク管理方法のう

ちヘッジ会計に係るもの 

⑤その他リスク管理方法の

うちヘッジ会計に係るもの

  デリバティブ取引のリス

ク管理については、取締役

会で基本方針を決定し、

個々の取引の実行及び管理

は担当取締役の決裁に基づ

き、経理部が行っておりま

す。なお、デリバティブ取

引に関する管理規程は特に

設けておりません。 

同左 同左 

(1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 

消費税等については税

抜方式によっておりま

す。 

同左 同左 

(2)連結納税制度の適用 (2)連結納税制度の適用 (2)連結納税制度の適用 

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 

連結納税制度を適用し

ております。 

同左 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） 

（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

（「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）が平成17年12月31日に

終了する事業年度に係る財務諸表

において適用が認められているこ

とに伴い、当中間会計期間から同

会計基準及び同適用指針を適用し

ております。これにより税引前中

間純損失は867,699千円増加してお

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） 

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6,148,131千円であります。 

なお、中間財務諸表規則の改正

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、改正後の中間連結財務諸

表規則により作成しております。 

（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

（「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）が平成

17年12月31日に終了する事業年度に

係る財務諸表において適用が認めら

れていることに伴い、当事業年度か

ら同会計基準及び同適用指針を適用

しております。これにより減損損失

1,111,171千円を計上いたしまし

た。この結果、当該会計基準を適用

しなかった場合と比べ、減価償却費

等は67,637千円減少し、営業利益お

よび経常利益は同額増加し、税引前

当期純損失は1,043,534千円増加し

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。 

 

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） 

────── （中間貸借対照表） 

前中間会計期間まで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「破産債権等に準ずる債権」は、当

中間会計期間末において資産の総額の100分の５を超えたた

め区分掲記いたしました。なお、前中間会計期間末の「破

産債権等に準ずる債権」の金額は118,615千円であります。
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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．有形固定資産の減価償却累計

額 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

6,146,704千円 5,700,205千円 5,739,608千円

※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 

(1)担保に供している資産 (1)担保に供している資産 (1）担保に供している資産 
 

建物 142,166千円

土地 974,216 

敷金保証金(注) 20,700 

 計 1,137,082 
  

 
建物 141,704千円

土地 974,216 

 計 1,115,920 
  

 
建物 137,834千円

土地 974,216 

 計 1,112,050 
  

(2)上記に対応する債務 (2)上記に対応する債務 (2)上記に対応する債務 

建物及び土地 建物及び土地 建物及び土地 
 

短期借入金 170,000千円

長期借入金 1,100,200 

(一年内返済予定長期借入金を含
む) 

 計 1,270,200 
  

 
短期借入金 170,000千円

長期借入金 662,600 

(一年内返済予定長期借入金を含
む) 

 計 832,600 
  

 
短期借入金 170,000千円

長期借入金 881,400 

(一年内返済予定長期借入金を含
む) 

 計 1,051,400 
  

(注) 

上記敷金保証金は加盟者である㈱

小僧寿し広島の金融機関からの借入

金の担保として質権設定したもので

あります。 

  

 

※３．消費税等の表示方法 ※３．  同左 ※３．  ────── 

 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。 
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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） 

 ４．偶発債務  ４．偶発債務  ４．偶発債務 

① 下記連結子会社の借入金及

びリース債務に対して次のと

おり債務保証を行っておりま

す。 

① 下記連結子会社の借入金及

びリース債務に対して次のと

おり債務保証を行っておりま

す。 

① 下記連結子会社の借入金及

びリース債務に対して次のと

おり債務保証を行っておりま

す。 
 

㈱小僧寿し静岡 2,348千円 

㈱小僧寿し長野 598 

㈱小僧寿し北海
道本部 

3,441 

㈲寿し花館西広
島 

109 

㈱札幌海鮮丸 165,596 

 計 172,093 
  

 
㈱小僧寿し静岡 1,502千円

㈱札幌海鮮丸 93,793 

 計 95,296 
  

 
㈱小僧寿し静岡 1,925千円

㈲寿し花館西広
島 

27 

㈱札幌海鮮丸 123,199 

 計 125,152 
  

② 当社は、下記加盟者のリー

ス債務に対して債務保証を

行っております。 

 

② 当社は、下記加盟者のリー

ス債務に対して債務保証を

行っております。 

 

② 当社は、下記加盟者のリー

ス債務に対して債務保証を

行っております。 

 

石松 政明    478千円 

 

石松 政明     309千円

 

石松 政明     393千円 
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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．特別利益の主要項目 ※１．特別利益の主要項目 ※１．特別利益の主要項目 
 

 (千円) 

貸倒引当金戻入益 2,092 
  

 
 (千円)

貸倒引当金戻入益 26,918

役員退職慰労引当

金戻入益 

   180,000

 

 
 (千円)

貸倒引当金戻入益 870

固定資産売却益 5,935
  

※２．特別損失の主要項目 ※２．特別損失の主要項目 ※２．特別損失の主要項目 
 

 (千円) 

固定資産除却損 69,882 

貸倒引当金繰入額 107,139 

関係会社整理損 38,650 

退職給付引当金繰
入額（注） 

48,937 

関係会社損失引当
金繰入額 

18,607 

減損損失 867,699 
  

 
 (千円)

固定資産除却損 45,377

貸倒引当金繰入額 40,080

関係会社損失引当
金繰入額 

17,518

減損損失 40,119
  

 
 (千円)

固定資産除却損    132,203 

貸倒引当金繰入額 269,501

関係会社整理損 50,121

退職給付引当金繰
入額（注） 

48,937

減損損失 1,111,171
  

（注） 

退職金規程変更に伴う責任準

備金の増加額であります。 

 

 （注） 

退職金規程変更に伴う責任準

備金の増加額であります。 
 

  
３．減損損失 

  
３．減損損失 

 
３．減損損失 

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

損失を計上いたしました。 
 

場所 用途 種類 

東京都、

神奈川県

他 

店舗等 

土地、建

物、リー

ス資産等 

宮城県、 

茨城県他 
支部 

建物、

リース資

産等 

埼玉県、 

群馬県他 

集中 

キッチン 
同 上 

  

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

損失を計上いたしました。 
 

場所 用途 種類 

東京都、

千葉県他
店舗等 

建物及び

構築物

リース資

産等 
  

当期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

いたしました。 
 

場所 用途 種類 

東京都、

神奈川県

他 

店舗等 

土地、建

物、リー

ス資産等 

宮城県、

茨城県他
支部 

建物、

リース資

産等 

埼玉県、

群馬県他

集中 

キッチン 
同 上 

 

当社は、キャッシュ・フローを

生み出す 小単位として店舗を基

本単位としてグルーピングをして

おります。また、一定のエリアご

とに複数店舗を管理する「支部」

（支部が管理する各店舗に材料を

供給する単独キッチンを含む）及

び複数支部に対して食材を供給す

る「集中キッチン」については共

有資産としております。 

当社は、キャッシュ・フローを

生み出す 小単位として店舗を基

本単位としてグルーピングをして

おります。また、一定のエリアご

とに複数店舗を管理する「支部」

（支部が管理する各店舗に材料を

供給する単独フレッシュセンター

を含む）及び複数支部に対して食

材を供給する「集中フレッシュセ

ンター」については共有資産とし

ております。 

当社は、キャッシュ・フローを生

み出す 小単位として店舗を基本単

位としてグルーピングをしておりま

す。また、一定のエリアごとに複数

店舗を管理する「支部」（支部が管

理する各店舗に食材を供給する単独

キッチンを含む）及び複数支部に対

して食材を供給する「集中キッチ

ン」については共有資産としており

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） 

長期的な消費の落ち込みに加

え、店舗を取り巻く環境の急激な

変化などに対応しきれない店舗に

係わる資産グループの帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、減損損

失867,699千円を特別損失に計上い

たしました。 

その内訳は、建物397,455千円、

土地88,797千円、有形固定資産

（その他）148,726千円、無形固定

資産23,541千円、リース資産

115,301千円及び投資その他の資産

93,877千円であります。 

長期的な消費の落ち込みに加

え、店舗を取り巻く環境の急激な

変化などに対応しきれない店舗に

係わる資産グループの帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、減損損

失40,119千円を特別損失に計上い

たしました。 

その内訳は、建物及び構築物

16,124千円、有形固定資産（その

他）6,507千円、無形固定資産856

千円、リース資産7,081千円及び投

資その他の資産9,549千円でありま

す。 

長期的な消費の落ち込みに加え、

店舗を取り巻く環境の急激な変化な

どに対応しきれない上記資産グルー

プの帳簿価格を回収可能価額まで減

額し、減損損失1,111,171千円を特別

損失に計上いたしました。 

その内訳は、建物585,570千円、

構築物48,574千円、工具器具及び備

品115,681千円及びその他有形固定

資産16,462千円、土地88,797千円、

無形固定資産25,472千円、リース資

産131,373千円及び投資その他の資

産99,239千円であります。 

なお、当資産グループの回収可

能価額は正味売却価額又は使用価

値により測定しております。正味

売却価額については主として路線

価等を、使用価値については将来

キャッシュ・フローを5.5％で割引

いて算定しております。 

なお、当資産グループの回収可

能価額は正味売却価額又は使用価

値により測定しております。正味

売却価額については主として路線

価等を、使用価値については将来

キャッシュ・フローを5.5％で割引

いて算定しております。 

なお、当該資産グループの回収可

能価額は正味売却価額又は使用価値

により測定しております。正味売却

価額については主として路線価等

を、使用価値については将来キャッ

シュ・フローを5.5％で割引いて算

定しております。 
 

 ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額 

 

 (千円) 

有形固定資産 204,086 

無形固定資産 1,303 
  

 

 (千円)

有形固定資産 137,137

無形固定資産 1,406
  

 

 (千円)

有形固定資産 366,049

無形固定資産 2,530
  

 

（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 

 前事業年度末株式数 

（株） 

当中間会計期間増加株式数

（株） 

当中間会計期間減少株式数

（株） 

当中間会計期間末株式数

（株） 

普通株式 207,623 16,567 － 224,190 

合計 207,623 16,567 － 224,190 

 



－  － 
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（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） 

（借主側） （借主側） （借主側） 

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) 

減損損失
累計額相
当額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

建物 923,482 604,256 2,082 317,142 

（有形固
定資産） 

    

その他 645,506 304,880 113,219 227,406 

無形固定
資産 

69,088 32,487 － 36,600 

計 1,638,076 941,625 115,301 581,149 

  

 

 
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)

建物 1,169,686 681,056 5,016 483,613

（有形固
定資産）

その他 895,250 431,548 133,017 330,684

無形固定
資産 

74,017 37,983 420 35,613

計 2,138,954 1,150,588 138,455 849,911

  

 

 
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)

建物 1,169,686 643,997 5,016 520,672

（有形固
定資産）

  

その他 929,564 462,814 125,936 340,813

無形固定
資産 

71,267 33,138 420 37,708

計 2,170,518 1,139,950 131,373 899,194

  
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 未経過リース料期末残高相当

額 
 

１年内 197,412千円 

１年超 543,154千円 

 計 740,566千円 
  

 
１年内 258,747千円

１年超 716,547千円

 計 975,294千円
  

 
１年内 265,366千円

１年超 786,501千円

 計 1,051,868千円
  

 
③ リース資産減損

勘定の中間期末
残高 

115,301千円 

   

 
③ リース資産減損

勘定の中間期末
残高 

94,197千円

   

 
③ リース資産減損

勘定の期末残高 
110,376千円

 

④ 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 

④ 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 

④ 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 111,515千円 

リース資産減損

勘定の取崩額 
－千円 

減価償却費相当
額 

100,377千円 

支払利息相当額 9,473千円 

減損損失 115,301千円 
  

 
支払リース料 148,225千円

リース資産減損

勘定の取崩額 
23,261千円

減価償却費相当
額 

84,318千円

支払利息相当額 12,783千円

減損損失 7,081千円
  

 
支払リース料 253,980千円

リース資産減損

勘定の取崩額 
20,996千円

減価償却費相当
額 

210,689千円

支払利息相当額 20,095千円

減損損失 131,373千円
  

⑤ 減価償却費相当額の算定方法 ⑤ 減価償却費相当額の算定方法 ⑤ 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 
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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 利息相当額の算定方法 ⑥ 利息相当額の算定方法 ⑥ 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。 

同左 同左 

2.オペレーティング・リース取引 2.オペレーティング・リース取引 2.オペレーティング・リース取引 

────── 未経過リース料 未経過リース料 

 １年内 3,942千円

１年超 1,498千円

 計 5,440千円
 

１年内 2,656千円

１年超 2,049千円

 計 4,706千円
 

（貸主側）  （貸主側） 

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、減価

償却累計額及び中間期末残高 

 ① リース物件の取得価額、減価

償却累計額及び期末残高 
 

 (有形固定資産) 
その他 

(1)リース物件の取
得価額 

－千円 

(2)減価償却累計額 －千円 

(3)中間期末残高 －千円 
  

  
 (有形固定資産)

その他 

(1)リース物件の取
得価額 

－千円

(2)減価償却累計額 －千円

(3)期末残高 －千円
  

② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

 ② 未経過リース料期末残高相当

額 
 

１年内 －千円 

１年超 －千円 

 計 －千円 
  

  
１年内 －千円

１年超 －千円

 計 －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

期末残高及び見積残存価額の

残高の合計額が、営業債権の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、受取利子込み法

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

及び見積残存価額の残高の合

計額が、営業債権の期末残高

等に占める割合が低いため、

受取利子込み法により算定し

ております。 

③ 受取リース料及び減価償却費  ③ 受取リース料及び減価償却費 
 

(1)受取リース料 215千円 

(2)減価償却費 22千円 
  

  
(1)受取リース料 215千円

(2)減価償却費 22千円
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（有価証券関係） 

 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） 

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 531円39銭 

１株当たり中間純損失 92円48銭 
  

 
１株当たり純資産額 474円22銭

１株当たり中間純利益 1円48銭
  

 
１株当たり純資産額 478円60銭

１株当たり当期純損失 144円10銭
  

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

 （注） １株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（当期）純損失金額算定上の基礎は、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)

中間純利益又は中間（当期）純損失

(△)（千円） 
△1,200,950 19,226 △1,871,048 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間純利益又は普通
株式に係る中間（当期）純損失(△)
（千円） 

△1,200,950 19,226 △1,871,048 

期中平均株式数（株） 12,985,632 12,973,854 12,984,069 
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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） 

────── 重要な資産の譲渡 

当社は、事務所及び研修宿泊所等

に使用していた下記資産について、

平成18年８月４日付で売買契約を締

結いたしました。 

その概要は次のとおりでありま

す。 

（１）譲渡する相手先の名称及び用途

野村不動産株式会社 

東急不動産株式会社 

共同住宅の建設・分譲のため 

（２）譲渡資産の種類と帳簿金額 

土地及び建物  1,564,217千円 

（大阪府吹田市山田西所在） 

（３）譲渡前の用途 

事務所及び研修宿泊所等 

（４）譲渡の時期 

平成19年３月28日（予定） 

（５）譲渡金額 

2,400,000千円 

（６）その他重要な特約等 

該当する事項はありません。 

 

平成18年３月27日付で当社の退任

取締役のうち２名より役員退職慰労

金辞退の申入が書面にて提出された

ため、取締役会でこれを受理いたし

ました。このため、２名に対する役

員退職慰労金の支給に備えて計上し

ておりました役員退職慰労引当金

（180,000千円）の戻入益（特別利

益）が同日付で発生しております。

 

   
   

 

(2）【その他】 

 平成18年 8月17日開催の取締役会において、第39期事業年度の中間配当を実施する決議をいたしました。 

① 中間配当金総額              64,823,470円 

② １株当たりの金額           5円00銭 

③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日……平成18年９月11日 

 （注） 平成18年６月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し支払いを行います。 
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