
 

平成 19 年１月期  個別中間財務諸表の概要          平成 18 年９月 11 日 

上 場 会 社 名        株式会社ドクターシーラボ          上場取引所    東 
コ ー ド 番 号         ４９２４                              本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.ci-labo.com ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長    氏名 石原 智美 
問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理部長  氏名 佐藤 忠昭 ＴＥＬ (03) 6419 － 2500 
決算取締役会開催日  平成 18 年９月 11 日            配当支払開始日  平成－年－月－日 
単元株制度採用の有無            有(１単元   株) ・ 無   
１． 18 年 7 月中間期の業績(平成 18 年 2 月 1 日～平成 18 年 7 月 31 日) 
(1) 経営成績                                (百万円未満切捨表示) 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 
18 年 7 月中間期 
17 年 7 月中間期 

8,257 ( 15.8) 
7,127 ( 1.7) 

844   (9.2) 
772 (△37.3) 

834    (4.5) 
798 (△35.6) 

18 年１月期 16,598 ( 9.7) 2,682 (△17.6) 2,733 (△16.0) 
 
 

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 7 月中間期 
17 年 7 月中間期 

444 ( △6.8) 
477 (△25.5) 

1,628  86 
1,753    99 

18 年 1 月期 1,542 (△11.6) 5,660    28 

 
 
 

 (注)①期中平均株式数 18 年 7 月中間期 273,097 株 17 年 7 月中間期 272,059 株 18 年 1 月期 272,479 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 

(2)財政状態 
 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 7 月中間期 
17 年 7 月中間期 

11,056    
9,649      

7,884  
    6,813    

71.3  
70.6  

28,862    14 
24,978    18 

18 年 1 月期 11,028      7,828    71.0  28,670    98 
 (注) ①期末発行済株式数 18 年 7 月中間期 273,190 株 17 年 7 月中間期 272,778 株 18 年 1 月期 273,058 株

②期末自己株式数  18 年 7月中間期  3,198 株  17 年 7月中間期  3,198 株 18 年 1月期   3,198 株 
 
２．19 年 1 月期の業績予想(平成 18 年 2 月 1日～平成 19 年 1 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 18,700  2,800 1,420 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 5,197 円 85 銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 
 第 1四半期末 中間期末 第 3四半期末 期末 その他 年間 
18 年 1 月期 ― ― ― 1,400 ― 1,400 

19 年 1 月期（実績） ― ― ― ― ― 
19 年 1 月期（予想） ― ― ― 1,400 ― 

1,400 

 
 
 
 
※ 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たものであります。 

  実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

 - 38 - 



６．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７月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年７月31日） 

前事業年度 
（平成18年１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  1,694,260 2,261,760 2,079,837 

２．売掛金  1,963,049 2,413,849 2,806,475 

３．たな卸資産  1,362,013 1,723,903 1,531,843 

４．その他 ※2 352,036 276,799 354,692 

貸倒引当金  △11,710 △23,515 △21,778 

流動資産合計   5,359,648 55.5 6,652,796 60.2  6,751,072 61.2

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※1   

(1)建物  392,585 391,479 387,137 

(2)土地  1,324,336 1,315,697 1,315,697 

(2)その他  271,074 277,678 269,134 

有形固定資産合計  1,987,997 1,984,856 1,971,971 

２．無形固定資産    

(1)ソフトウェア  590,576 676,319 715,170 

(2)その他  80,138 159,839 87,289 

無形固定資産合計  670,714 836,159 802,461 

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  524,000 410,445 429,648 

(2)関係会社株式  701,787 809,820 797,358 

(3)関係会社長期貸
付金 

 117,505 83,524 25,536 

(4)敷金差入保証金  239,122 199,968 187,762 

(5)その他  49,160 78,653 62,732  

投資その他の資産
合計 

 1,631,576 1,582,413 1,503,040 

固定資産合計   4,290,288 44.5 4,403,428 39.8  4,277,473 38.8

資産合計   9,649,936 100.0 11,056,225 100.0  11,028,546 100.0
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前中間会計期間末 
（平成17年７月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年７月31日） 

前事業年度 
（平成18年１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  308,424 348,109 402,960 

２. 短期借入金  1,000,000 － 1,000,000 

３．未払金  989,366 757,981 659,702 

４．未払法人税等  347,456 355,927 485,470 

５．賞与引当金  18,935 20,578 16,839 

６．ポイントサービ
ス引当金 

 103,931 114,611 99,159 

７．その他  45,052 53,387 34,468 

流動負債合計   2,813,167 29.2 1,650,595 14.9  2,698,600 24.5

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  － 1,500,000 500,000 

２．退職給付引当金  807 4,610 1,104 

３．その他  22,464 16,170 - 

固定負債合計   23,271 0.2 1,520,780 13.8             501,104 4.5

負債合計   2,836,438 29.4 3,171,376 28.7  3,199,704 29.0

    

Ⅰ 資本金   1,120,438 11.6 － －  1,122,328 10.2

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  1,598,038 － 1,599,928 

資本剰余金合計   1,598,038 16.6 － －  1,599,928 14.5

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  535 － 535 

２．任意積立金  3,000,094 － 3,000,094 

３．中間（当期）未
処分利益 

 1,709,551 － 2,774,671 

利益剰余金合計   4,710,181 48.8 － －  5,775,300 52.3

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

  33,394 0.3 － －  △20,160 △0.1

Ⅴ 自己株式   △648,554 △6.7 － －  △648,554 △5.9

資本合計   6,813,497 70.6 － －  7,828,841 71.0

負債資本合計   9,649,936 100.0 － －  11,028,546 100.0
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前中間会計期間末 
（平成17年７月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年７月31日） 

前事業年度 
（平成18年１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   － － 1,123,219 10.2  － －

２ 資本剰余金    

(1）資本準備金  － 1,600,819 － 

資本剰余金合計   － － 1,600,819 14.5  － －

３ 利益剰余金    

(1）利益準備金  － 535 － 

(2）その他利益剰余
金 

   

別途積立金  － 3,800,000 － 

繰越利益剰余金  － 2,037,322 － 

利益剰余金合計   － － 5,837,857 52.8  － －

４ 自己株式   － － △648,554 △5.9  － －

株主資本合計   － － 7,913,341 71.6  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評
価差額金 

  － － △28,491 △0.3  － －

評価・換算差額等合計   － － △28,491 △0.3  － －

純資産合計   － － 7,884,849 71.3  － －

負債純資産合計   － － 11,056,225 100.0  － －

    

-  - 
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②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１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   7,127,914 100.0 8,257,186 100.0  16,598,481 100.0

Ⅱ 売上原価   1,305,240 18.3 1,729,743 21.0  3,133,108 18.9

売上総利益   5,822,673 81.7 6,527,442 79.0  13,465,372 81.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   5,049,747 70.9 5,683,042 68.8  10,783,277 65.0

営業利益   772,925 10.8 844,399 10.2  2,682,094 16.1

Ⅳ 営業外収益   26,497 0.4 10,081 0.1  58,815 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※1  837 0.0 19,603 0.2  7,654 0.0

経常利益   798,585 11.2 834,877 10.1  2,733,255 16.5

Ⅵ 特別利益 ※2  87,920 1.2 － －  82,000 0.5

Ⅶ 特別損失 ※3  8,640 0.1 1,659 0.0  57,635 0.4

税引前中間（当
期）純利益 

  877,865 12.3 833,218 10.1  2,757,619 16.6

法人税、住民税及
び事業税 

 335,768 340,567 1,229,131 

法人税等調整額  64,908 400,676 5.6 47,813 388,380 4.7 △13,819 1,215,312 7.3

中間（当期）純利
益 

  477,188 6.7 444,837 5.4  1,542,307 9.3

前期繰越利益   1,232,363 －  1,232,363

中間（当期）未処
分利益 

  1,709,551 －  2,774,671

    

 

-  - 
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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２月1日 至平成18年７月31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 

資本剰余
金合計 

利益 
準備金

特別 
償却 
準備金

別途 
積立金 

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18年１月31日 
残高(千円) 

1,122,328 1,599,928 1,599,928 535 94 3,000,000 2,774,671 5,775,300 △648,554 7,849,002

中間会計期間中の
変動額 

    

特別償却準備金
の取崩し 

  △94 94 －  －

別途積立金の積
立て 

  800,000 △800,000 －  －

新株の発行 891 891 891   1,782

剰余金の配当   △382,281 △382,281  △382,281

中間純利益   444,837 444,837  444,837

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
（純額） 

    

中間会計期間中の
変動額合計(千円) 

891 891 891 － △94 800,000 △737,349 62,556 － 64,338

平成18年７月31日 
残高(千円) 

1,123,219 1,600,819 1,600,819 535 － 3,800,000 2,037,322 5,837,857 △648,554 7,913,341

      
 

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18年１月31日残高(千円) △20,160 △20,160 7,828,841

中間会計期間中の変動額 

特別償却準備金の取崩し －

別途積立金の積立て －

新株の発行 1,782

剰余金の配当 △382,281

中間純利益 444,837

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△8,330 △8,330 △8,330

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△8,330 △8,330 56,007

平成18年７月31日残高(千円) △28,491 △28,491 7,884,849

   
 

-  - 
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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２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１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  ①子会社株式  ①子会社株式  ①子会社株式 

   移動平均法による原価法 同左   同左 

  ②その他有価証券  ②その他有価証券  ②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 

 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

却原価は移動平均法により算

定) 

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

却原価は移動平均法により算

定) 

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   時価のないもの 

    移動平均法による原価法   同左 

  なお、投資事業組合等への出

資持分（証券取引法第２条第

２項により有価証券とみなさ

れるもの）については、組合

契約に規定される中間決算報

告日に応じて入手可能な最近

の決算書を基礎とし、持分相

当額を純額で取り込む方法に

よっております。 

なお、投資事業組合等への出

資持分（証券取引法第２条第

２項により有価証券とみなさ

れるもの）については、組合

契約に規定される決算報告日

に応じて入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によっ

ております。 

 (2)デリバティブ (2)デリバティブ (2)デリバティブ 

   時価法   同左   同左 

 (3)たな卸資産 (3)たな卸資産 (3)たな卸資産 

 ①商品、製品、材料、貯蔵品の

うち生産販促物 

①商品、製品、材料、貯蔵品の

うち生産販促物 

①商品、製品 

   総平均法による原価法   総平均法による原価法   総平均法による原価法 

 ②貯蔵品(生産販促物を除く) ②貯蔵品(生産販促物を除く) ②貯蔵品 

   最終仕入原価法   最終仕入原価法   最終仕入原価法 

 当社は、従来、材料及び貯蔵

品のうち生産販促物の評価基準

及び評価方法については、最終

仕入原価法を採用しておりまし

たが、当中間会計期間より総平

均法による原価法に変更しまし

た。この変更は、当期に生産販

促物の受払記録の整備体制が完

了し、より正確な在庫管理を行

うことにより、期間損益の適正

化を図るために行ったものであ

ります。なお、この変更による

損益への影響は軽微でありま

す。 

 当社は、従来、材料及び貯蔵

品のうち生産販促物の評価基準

及び評価方法については、最終

仕入原価法を採用しておりまし

たが、当事業年度より総平均法

による原価法に変更しました。

この変更は、当期に生産販促物

の受払記録の整備体制が完了

し、より正確な在庫管理を行う

ことにより、期間損益の適正化

を図るために行ったものであり

ます。なお、この変更による損

益への影響は軽微であります 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

(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 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物     ８年～18年 建物     ２年～45年 建物     ２年～45年 

 工具器具備品 ３年～15年 工具器具備品 ２年～15年 工具器具備品 ２年～15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、ソフトウェア（自社利用

分）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。 

  

 (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 

３．繰延資産の処理方法 新株発行費 新株発行費 新株発行費 

 支出時に全額費用処理してお

ります。 

同左 同左 

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。 

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．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 

 中間期末債権の貸倒れによる損

失にそなえるため、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 期末債権の貸倒れによる損失

にそなえるため、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。 

 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支給にそなえる

ため、賞与支給見込額の当中間

期負担額を計上しております。

同左 従業員の賞与の支給にそなえ

るため、賞与支給見込額の当

期負担額を計上しておりま

す。 

 (3)ポイントサービス引当金 (3)ポイントサービス引当金 (3)ポイントサービス引当金 

 顧客の購入ポイントに応じた景

品支給に備えるため、当中間期

末のポイント残高に応じた要積

立額を計上しております。 

同左 顧客の購入ポイントに応じた

景品支給に備えるため、期末

のポイント残高に応じた要積

立額を計上しております。 

 （4）退職給付引当金 （4）退職給付引当金 （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

給付債務に基づき、当中間会計

期間末に発生していると認めら

れる額を計上しております。な

お、当事業年度末における退職

給付債務の算定にあたっては、

自己都合退職による当事業年度

末要支給額を退職給付債務とす

る方法によって計上しておりま

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

職給付債務に基づき、当事業

年度末に発生していると認め

られる額を計上しておりま

す。なお、当事業年度末にお

ける退職給付債務の算定にあ

たっては、自己都合退職によ

る当事業年度末要支給額を退

職給付債務とする方法によっ

て計上しております。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

６．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 

７．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 (1)ヘッジ会計の方法 

  為替予約が付されている外貨

建金銭債権については、振当処

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  ヘッジ対象

為替予約  外貨建債権
  

同左 同左 

 (3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 

  将来の為替変動によるリスク

回避を目的に行っており、投機

的な取引は行わない方針であり

ます。 

同左 同左 

 (4)ヘッジの有効性評価の方法 (4)ヘッジの有効性評価の方法 (4)ヘッジの有効性評価の方法 

  為替予約の締結時にいずれも

対象となる外貨建金銭債権と同

一通貨による同一金額で同一期

日の為替予約をそれぞれ振当て

ているため、その後の為替相場

の変動による相関関係は完全に

確保されており、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 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ８．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 

税抜方式によっております。 同左 同左 
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中間財務諸表作成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２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

────── （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。これによる損益に与

える影響はありません。 

 

────── （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。なお、これにより従来の資本の部の

合計に相当する金額への影響はありませ

ん。 

 また、中間財財務諸表規則の改正によ

り、当中間会計年度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

財務諸表規則により作成しています。 

 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

（中間貸借対照表） ────── 

 前中間会計期間において無形固定資産のその他に含めて表示して

おりました「ソフトウェア」（前中間会計期間313,668千円）につき

ましては、重要性が高まったため、当中間会計期間より区分掲記し

ております。 

 

 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

 当中間会計期間より「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」（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。これ

により、販売費及び一般管理費は10,595千円

増加し、営業利益、経常利益及び税引前中間

純利益はそれぞれ同額減少しております。 

────── 当事業年度より「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」（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。これによ

り、販売費及び一般管理費は27,269千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益はそれぞれ同額減少しております。 
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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７月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年７月31日） 

前事業年度末 
（平成18年１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 

227,511千円 348,244千円 286,549千円

※２．「仮払消費税等」及び「仮受消費税

等」は相殺の上、金額的重要性が低い

ので流動資産の「その他」に含めて表

示しております。 

※２．同左 ※２．    ────── 

 ３．保証債務  ３．保証債務  ３．保証債務 

    次の会社の金融機関等からの借入に

対し、債務保証を行っている。 

    次の会社の金融機関等からの借入に

対し、債務保証を行っている。 

    次の会社の金融機関等からの借入に

対し、債務保証を行っている。 

 
㈱シーエスラボ 135,000千円 

  

 
㈱シーエスラボ 109,560千円

  

 
㈱シーエスラボ 122,280千円

  

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

※１．    ────── ※１．営業外費用のうち主なもの ※１．営業外費用のうち主なもの 

 
 

支払利息 5,901千円

為替差損 8,599千円
  

 
支払利息 4,452千円

部材廃棄負担金 1,600千円
  

※２．特別利益のうち主なもの ※２．    ────── ※２．特別利益のうち主なもの 
  

店舗立退料受取額 82,000千円 
  

  
 

  

  
店舗立退料受取額 82,000千円

  
※３．特別損失のうち主なもの ※３．特別損失のうち主なもの ※３．特別損失のうち主なもの 
 

固定資産除却損  

建物 3,353千円 

工具器具備品 5,287千円 

合計 8,640千円 
  

 
固定資産除却損 

工具器具備品 

 

1,659千円

  

 
固定資産除却損 

建物 3,353千円

工具器具備品 11,152千円

ソフトウェア 43,130千円

合計 57,635千円
  

４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 
 

有形固定資産 48,890千円 

無形固定資産 68,059千円 
  

 
有形固定資産 65,843千円

無形固定資産 100,691千円
  

 
有形固定資産 110,180千円

無形固定資産 160,619千円
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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２月１日 至 平成18年７月31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 3,198 － － 3,198 

 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31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会計期間末残高

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会計期間末残高

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 

 

 

取
額
額
(

減
却
額

中
計
末
相
(

得価
相当
 
千円) 

額
(

価償
累計
相当
 
千円)

間会
期間
残高 
当額 
千円) 

有
（

5
形固定資産 

1
その他） 

29,058 72,146 6,911 

ソ 4フトウェア 53,912 13,174 0,738 

合 1 9計 82,970 85,320 7,650 

  

 

 

取
額
額
(

減
却
額
額
(

中
計
末
相
(

得価
相当
 
千円)

価償
累計
相当
 
千円)

間会
期間
残高
当額
千円)

有
（

6 7
形固定資産

1
その他） 

43,077 9,758 3,319

ソ 4 1 3フトウェア 7,180 6,617 0,562

合 1 8計 90,257 6,375 103,882

  

 

 

取
額
額
(

減
却
額
額
(

期
高
額
(

得価
相当
 
千円) 

価償
累計
相当
 
千円)

末残
相当
 
千円)

有形固定資
産 
（工具器具
備品） 

1 850,502 66,207 4,295

無形固定資
産 
（ソフト
ウェア） 

5 33,912 18,822 5,089

合 2計 04,414 85,029 119,384

  
(2）未経過リース料中間会計期間末残高相

当額 

(2）未経過リース料中間会計期間末残高相

当額 

(2)未経過リース料期末残高相当額 

  
１年内 35,868千円 

１年超 63,604千円 

合計 99,472千円 
  

  
１年内 40,752千円

１年超 64,932千円

合計 105,685千円
  

  
１年内 45,948千円

１年超 75,249千円

合計 121,197千円
  

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(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 24,385千円 

減価償却費相当額 23,005千円 

支払利息相当額 1,263千円 
  

  
支払リース料 26,207千円

減価償却費相当額 25,195千円

支払利息相当額 1,000千円
  

  
支払リース料 50,579千円

減価償却費相当額 48,015千円

支払利息相当額 2,439千円
  

(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 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (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 未経過リース料 
  

１年内 31,212千円 

１年超 32,819千円 

合計 64,032千円 
  

  
１年内 33,418千円

１年超 25,715千円

合計 59,133千円
  

  
１年内 30,944千円

１年超 25,416千円

合計 56,360千円
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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のいずれかにおいても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２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

  
１株当たり純資産額 24,978円18銭 

１株当たり中間純利益 1,753円99銭 

潜在株式調整後1株当

たり中間純利益 

1,720円73銭 

  

  
１株当たり純資産額 28,862円14銭

１株当たり中間純利益 1,628円86銭

潜在株式調整後1株当

たり中間純利益 

1,605円73銭

  

  
１株当たり純資産額 28,670円98銭

１株当たり当期純利益 5,660円28銭

潜在株式調整後1株当

たり当期純利益 

5,563円65銭

  
 （注１） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月１日
至 平成17年７月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日
至 平成18年１月31日)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（千円） 477,188 444,837 1,542,307 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － - 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円） 

477,188 444,837 1,542,307 

期中平均株式数（株） 272,059 273,097 272,479 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）
純利益 

   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － - 

普通株式増加数（株） 5,259 3,933 4,733 

（うち新株予約権） (5,259) (3,933) (4,733) 

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 

－ － － 

 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

 

-  - 
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