
平成19年１月期 個別中間財務諸表の概要  
平成18年９月15日

上場会社名 株式会社　ベリテ 上場取引所 東２

コード番号 9904 本社所在都道府県 東京都

（URL　http://www.verite.jp）

代表者　　　　　役職名 代表取締役社長 氏名　幾留　正廣

問合せ先責任者　役職名 執行役員管理部門担当 氏名　丹生　俊朗 ＴＥＬ　　（03）3486－1511

決算取締役会開催日 平成18年９月15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　1,000株）   

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  

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 6,839 △9.3 △110 － △92 －

17年７月中間期 7,543 △6.0 △126 － △110 －

18年１月期 15,507 △248 △215

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 △668 －  △39.43

17年７月中間期 △109 － △ 6.57

18年１月期 △252 △15.11

（注）①期中平均株式数 18年７月中間期 16,957,736株 17年７月中間期 16,678,754株 18年１月期 16,695,980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 14,938 9,881 66.2 581.11

17年７月中間期 16,435 10,636 64.7 637.75

18年１月期 16,214 10,604 65.4 627.53

（注）①期末発行済株式数 18年７月中間期 17,004,804株 17年７月中間期 16,677,644株 18年１月期 16,898,204株

②期末自己株式数 18年７月中間期 1,400,021株 17年７月中間期 1,727,181株 18年１月期 1,506,621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 14,200 △120 △800

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 △47円05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

18年１月期 0.0 3.0 3.0

19年１月期（実績） 0.0 －
0.0

19年１月期（予想） － 0.0

 

※業績予想につきましては現時点で判断できる一定の前提に基づいて算定しておりますが、多分に不確定要素を含んでおります。従いまして実

際の業績は、業況の変化などにより上記に記載されております予想とは大きく異なる場合があります。
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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）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 ＊２ 688 1,115 811

２　受取手形 ＊４ 2,428 1,722 2,612

３　売掛金 1,170 922 928

４　たな卸資産 4,976 4,914 5,019

５　その他 1,176 1,167 1,148

貸倒引当金 △7 △129 △6

流動資産合計 10,432 63.5 9,712 65.0 10,514 64.8

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ＊１ 418 2.5 396 2.7 437 2.7

２　無形固定資産 69 0.4 75 0.5 77 0.5

３　投資その他の資産

(1)投資有価証券  1,236 1,012 1,081

(2)敷金・差入保証金 3,454 3,134 3,317

(3)その他  836 620 799

貸倒引当金 △13 △13 △13

計 5,514 33.6 4,753 31.8 5,185 32.0

固定資産合計 6,002 36.5 5,225 35.0 5,699 35.2

資産合計 16,435 100.0 14,938 100.0 16,214 100.0

           

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形 ＊４ 3,062 2,567 3,607

２　買掛金 670 484 383

３　短期借入金  820 800 500

４　賞与引当金 215 206 209

５　返品調整引当金 63 58 51

６　その他 ＊３ 750 661 614

流動負債合計 5,582 34.0 4,778 32.0 5,367 33.1

Ⅱ　固定負債

１　退職給付引当金 84 61 106

２　役員退職慰労引当金 106 90 111

３　その他 25 125 25

固定負債合計 216 1.3 277 1.8 242 1.5

負債合計 5,799 35.3 5,056 33.8 5,610 34.6
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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）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 3,022 18.4 － － 3,022 18.6

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 3,671 － 3,671

２　その他資本剰余金 2 － 1

資本剰余金合計 3,673 22.3 － － 3,673 22.6

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 269 － 269

２　任意積立金 4,000 － 4,000

３　中間未処分利益又は
当期未処理損失
(△）

17 － △125

利益剰余金合計 4,287 26.1 － － 4,144 25.6

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

△5 △0.0 － － 62 0.4

Ⅴ　自己株式 △341 △2.1 － － △298 △1.8

資本合計 10,636 64.7 － － 10,604 65.4

負債資本合計 16,435 100.0 － － 16,214 100.0

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 3,022 20.2  － －

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  － 3,671 －

(2）その他資本剰余
金

 － 1 －

資本剰余金合計  － － 3,673 24.6  －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 269 －

(2）その他利益剰余
金

 

別途積立金  － 3,800 －

繰越利益剰余金  － △644 －

利益剰余金合計  － － 3,425 22.9 － －

４　自己株式  － － △278 △1.8 － －

株主資本合計  － － 9,842 65.9 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 － － 38 0.3 － －

評価・換算差額等合
計

 － － 38 0.3 － －

純資産合計  － － 9,881 66.2 － －

負債純資産合計  － － 14,938 100.0 － －
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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）

前事業年度の要約損益計算書
（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 7,543 100.0 6,839 100.0 15,507 100.0

Ⅱ　売上原価 3,777 50.1 3,357 49.1 7,756 50.0

売上総利益 3,765 49.9 3,482 50.9 7,750 50.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,892 51.6 3,593 52.5 7,998 51.6

営業損失 126 △1.7 110 △1.6 248 △1.6

Ⅳ　営業外収益 ＊１ 35 0.5 37 0.5 86 0.5

Ⅴ　営業外費用 ＊２ 20 0.3 19 0.3 54 0.3

経常損失 110 △1.5 92 △1.4 215 △1.4

Ⅵ　特別利益 ＊３ 24 0.3 9 0.1 127 0.8

Ⅶ　特別損失 ＊4,5 36 0.4 312 4.5 169 1.1

税引前中間（当
期）純損失

122 △1.6 396 △5.8 256 △1.7

法人税、住民税及
び事業税

31 31 63

法人税等調整額 △44 △12 △0.1 241 272 4.0 △68 △4 △0.1

中間（当期）純損
失

109 △1.5 668 △9.8 252 △1.6

前期繰越利益 127 － 127

中間未処分利益又
は当期未処理損失
（△）

17 － △125
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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）

（百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
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

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年1月31日　残高 3,022 3,671 1 3,673 269 4,000 △125 4,144 △298 10,541

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩し      △200 200 －  －

剰余金の配当       △50 △50  △50

中間純損失       △668 △668  △668

自己株式の取得         △0 △0

自己株式の処分   △0 △0     21 21

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
  △0 △0  △200 △519 △719 20 △698

平成18年7月31日　残高 3,022 3,671 1 3,673 269 3,800 △644 3,425 △278 9,842

評価・換算差額等

純資産合計その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成18年1月31日　残高 62 62 10,604

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩し   －

剰余金の配当   △50

中間純損失   △668

自己株式の取得   △0

自己株式の処分   21

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

△23 △23 △23

中間会計期間中の変動額

合計
△23 △23 △722

平成18年7月31日　残高 38 38 9,881
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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

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．資産の評価基準及び評価

方法

(1) たな卸資産

商品

　個別法による原価法

　一部商品（部材）について

は総平均法による原価法

　但し、金地金については個

別法による低価法

(1) たな卸資産

商品

同　　　　左

(1) たな卸資産

商品

同　　　　左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同　　　　左

貯蔵品

同　　　　左

(2) 有価証券

子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) 有価証券

子会社及び関連会社株式

同　　　　左

(2) 有価証券

子会社及び関連会社株式

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、

売却原価は移動平均法により

算定しております）

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

　期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

しております）

時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組

合及びそれに類する組合への

出資（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。

時価のないもの

同　　　　左

時価のないもの

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、平成10年4

月1日以降に取得した建物（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、主な耐用年数は以下のと

おりです。

建物及び構築物

３年～39年

工具器具及び備品

３年～20年

(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

(2) 無形固定資産

同　　　　左

   

 

(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

売上債権等の貸倒損失に備え

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）

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基づき計上

しております。

(2) 賞与引当金

同　　　　左

(2) 賞与引当金

同　　　　左

(3) 返品調整引当金

売上済商品の期末日後の返品

損失に備えるため、過去の経験

率に基づき計上しております。

(3) 返品調整引当金

同　　　　左

(3) 返品調整引当金

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、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。

会計基準変更時差異（522百

万円）は、５年のよる均等額を

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（５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、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。

(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。

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（５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、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。

(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。

なお、会計基準変更時差異

（522百万円）は、５年のよる

均等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（５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、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職金の支出に備える

ため、内規に基づく必要額を計

上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

同　　　　左

(5) 役員退職慰労引当金

同　　　　左

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

５．その他中間財務諸表作成

のための基本となる重要な

事項

(1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方

式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同　　　　左

(1) 消費税等の会計処理

同　　　　左
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中間財務諸表の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

り税引前中間純損失が166百万円増加して

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

9,881百万円であります。

　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。

――――――
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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）

（中間貸借対照表関係）

前中間期において区分掲記しておりました「土地」（当

中間期245百万円）は資産の総額の100分の5以下となった

ため、当中間期より「有形固定資産」として一括掲記する

ことに変更いたしました。

（中間貸借対照表関係）

――――――
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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）

（法人事業税における外形標準課税部

分の中間損益計算書上の表示方法）

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　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17百万円を販売費及び一般管理費と

して処理しております。

この結果、販売費及び一般管理費が17

百万円増加し、営業損失、経常損失及

び税引前中間純損失が、17百万円増加

しております。

────── （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方法）

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　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35

百万円を販売費及び一般管理費として

処理しております。

この結果、販売費及び一般管理費が35

百万円増加し、営業損失、経常損失及

び税引前当期純損失が、35百万円増加

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は、　

352百万円であります。

＊１　有形固定資産の減価償却累計額は、　

342百万円であります。

＊１　有形固定資産の減価償却累計額は、　

347百万円であります。

＊２　担保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。

現金及び預金   50百万円

  

現金及び預金   50百万円

 　

現金及び預金     50百万円

 　

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。

銀行保証   50百万円

(前払式証票発行に対するもの)

 　

銀行保証     50百万円

(前払式証票発行に対するもの)

 　

銀行保証     50百万円

(前払式証票発行に対するもの)

 　

＊３　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、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。

＊３　消費税等の取扱い

同　　　　左

＊３　消費税等の取扱い

　　　　　──────

＊４　中間期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理して

おります。なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったため、次の中

間会計期間末日満期手形が中間会計期間

末残高に含まれております。

＊４　　　　──────

 

＊４　　　──────

受取手形   10百万円

支払手形 0　〃
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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　営業外収益のうち主要なもの ＊１　営業外収益のうち主要なもの ＊１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息   6百万円

受取配当金 4　〃

受取賃貸料 7　〃

業務受託手数料 3　〃

受取手数料 4　〃

受取利息    4百万円

受取配当金 4　〃

受取賃貸料 6　〃

業務受託手数料 3　〃

受取手数料 9　〃

受取利息     12百万円

受取配当金 28　〃

受取賃貸料 14　〃

受取手数料 9　〃

＊２　営業外費用のうち主要なもの ＊２　営業外費用のうち主要なもの ＊２　営業外費用のうち主要なもの

たな卸資産処分

損
 7百万円

コミットメント

フィー
3　〃

保険差損 2　〃

たな卸資産処分

損
  2百万円

コミットメント

フィー
4  〃

投資事業組合等

投資損失
5  〃

たな卸資産処分

損
 10百万円

コミットメント

フィー
29　〃

＊３　特別利益のうち主要なもの ＊３　特別利益のうち主要なもの ＊３　特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売

却益
 16百万円

店舗撤退補償金 8　〃

投資有価証券売

却益
   9百万円

投資有価証券売

却益
   117百万円

＊４　特別損失のうち主要なもの ＊４　特別損失のうち主要なもの ＊４　特別損失のうち主要なもの

関係会社株式評

価損
   34百万円

貸倒引当金繰入

額
  110百万円

減損損失 166　〃

固定資産除却損     19百万円

関係会社株式評

価損
74　〃

店舗撤退損 71　〃

＊５　　――――― ＊５　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。

 宝飾店舗

＊５　　―――――

 
用途 種類 場所

減損損失

（百万円）

店舗

資産

建物附属設備

器具備品

長期前払費用

リース資産

東北地区 9

関東地区 96

中部地区  34

近畿地区 14

中国地区 10

四国地区 1

九州地区 0

合計 166

　減損損失の金額

建物附属設備 16百万円

器具備品 23  〃

長期前払費用 14　〃

リース資産 111　〃

合計 166　〃

 

   　当社は、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てグ

ルーピングしております。店舗について

は、営業活動から生じる損益が継続して

マイナスとなる見込みであるため、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い

たしました。

　なお、当資産グループの回収可能価額

は、正味売却価額により測定しておりま

すが、売却可能性が見込めないため、零

としております。
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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　減価償却実施額

有形固定資産   18百万円

無形固定資産 5　〃

　６　減価償却実施額

有形固定資産   15百万円

無形固定資産 7　〃

　６　減価償却実施額

有形固定資産   39百万円

無形固定資産 11　〃
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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

 株式の種類
前事業年度末株式数

　（千株）

当中間会計期間増加

株式数（千株）

当中間会計期間減少

株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

普通株式（注） 1,506 2 109 1,400

合計 1,506 2 109 1,400

　（注）１.　普通株式の自己株式の株式数の増加2千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２.　普通株式の自己株式の株式数の減少109千株はストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による減

少であります。
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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）

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、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

累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
(百万円)

減価償却累
計額相当額
(百万円)

中間期末残
高相当額
(百万円)

有形固定資産 877 344 532

無形固定資産 271 76 194

合計 1,148 421 727

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

減損損失
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

有形固定
資産

991 398 93 499

無形固定
資産

271 132 － 138

合計 1,262 531 93 637

取得価額相
当額
(百万円)

減価償却累
計額相当額
(百万円)

期末残高相
当額
(百万円)

有形固定資産 958 365 593

無形固定資産 271 104 166

合計 1,229 469 760

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等 ２．未経過リース料期末残高相当額

 

１年内    219百万円

１年超 515　〃

合計 734　〃

未経過リース料中間期末残高相当額 

 １年内       239百万円

 １年超 500　〃

合計 740　〃

リース資産減損勘

定の残高
94　〃

 

１年内       236百万円

１年超 532　〃

合計 768　〃

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、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、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料   122百万円

減価償却費相当額 117　〃

支払利息相当額 6　〃

支払リース料      130百万円

リース資産減損勘

定の取崩額
17　〃

減価償却費相当額 108　〃

支払利息相当額 6　〃

減損損失 111　〃

支払リース料       248百万円

減価償却費相当額 238　〃

支払利息相当額 12　〃

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。

５．利息相当額の算定方法

同　　　　左

５．利息相当額の算定方法

同　　　　左

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及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。
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（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    637円75銭

１株当たり中間純損失

金額
 6円57銭

１株当たり純資産額    581円11銭

１株当たり中間純損失

金額
  39円43銭

１株当たり純資産額    627円53銭

１株当たり当期純損失

金額
   15円11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、潜在株式は

存在するものの、１株当たり中間純損

失である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、潜在株式は

存在するものの、１株当たり中間純損

失である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、潜在株式は

存在するものの、１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

　（注）１株当たり中間（当期）純損失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）純損失金額

中間（当期）純損失

（百万円）
109 668 252

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純損失　

（百万円）
109 668 252

普通株式の期中平均株式数（株） 16,678,754 16,957,736 16,695,980

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

平成15年４月24日定時

株主総会決議ストック

オプション

 （新株予約権方式）

普通株式　　 573千株

平成15年４月24日定時

株主総会決議ストック

オプション

 （新株予約権方式）

普通株式　　 174千株

平成15年４月24日定時

株主総会決議ストック

オプション

（新株予約権方式）

普通株式　　 348千株
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