
 
平成１９年１月期 中間決算短信（連結） 

平成１８年９月２０日 
上場会社名 株式会社ながの東急百貨店       上場取引所 ＪＱ 

コード番号 ９８２９               本社所在都道府県  長野県 

（ＵＲＬ http://www.nagano-tokyu.co.jp） 

代 表 者 役職名 取 締 役 社 長 氏名 加藤 和年 

問合せ先責任 者  役職名 経理統括マネジャー  氏名 島田 芳雄  ＴＥＬ（０２６）２２６－８１８１ 
決算取締役会開催日 平成１８年９月２０日 

親会社の名称 東京急行電鉄株式会社（コード番号：９００５） 親会社における当社の議決権保有比率 56.1％ 

       株式会社東急百貨店 （コード番号：   ―） 親会社における当社の議決権保有比率 55.9％ 
米国会計基準採用の有無 無 

１．１８年７月中間期の連結業績（平成１８年２月１日～平成１８年７月３１日） 
(1)連結経営成績                                   （百万円未満切り捨て） 

 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 12,364 (  2.8) 207 ( 362.4) 139 (  ―) 

17 年 7 月中間期 12,023 (△ 3.9) 44 (△74.3) △5 (  ―) 

18 年 1 月期 25,403 218 167 
 
 中間（当期）純利益 1 株 当 た り 中 間 

（ 当 期 ） 純 利 益 
潜 在 株 式 調 整 後 
1 株当たり中間(当期)純利益 

 百万円   ％ 円   銭 円   銭 

18 年 7 月中間期 439 (  ―) 45 73 ― ― 
17 年 7 月中間期 △43 (  ―) △4 49 ― ― 

18 年 1 月期 81 8 45 ― ― 

(注)１．持分法投資損益 18 年 7 月中間期 －百万円 17 年 7 月中間期 －百万円 18 年 1 月期 －百万円 
   ２．期中平均株式数（連結） 

      18 年 7 月中間期 9,619,672 株 17 年 7 月中間期 9,624,514 株 18 年 1 月期 9,623,062 株 
   ３．会計処理の方法の変更  無 

   ４．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)連結財政状態 

 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 21,215 7,063 33.2 731 52 
17 年 7 月中間期 20,310 6,517 32.1 677 29 

18 年 1 月期 20,361 6,661 32.7 692 44 

(注) 期末発行済株式数（連結） 

     18 年 7 月中間期 9,616,822 株 17 年 7 月中間期 9,622,782 株 18 年 1 月期 9,620,902 株 

(3)連結キャッシュ・フローの状況 

 営 業 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 
18 年 7 月中間期 504 △474 139 1,343 

17 年 7 月中間期 749 △338 △219 1,167 

18 年 1 月期 761 △795 230 1,173 

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 1 社  持分法適用非連結子会社数 －社  持分法適用関連会社数 －社 

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結(新規) －社  (除外) －社  持分法(新規) －社  (除外) －社 

２．１９年１月期の連結業績予想（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 25,866 390 570 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）59 円 30 銭 

(注) 上記の業績予想の前提条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の｢経営 

  成績及び財政状態｣の項を参照して下さい。 
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不動産賃貸 

物品の販売 

商標権使用 

商品の仕入 

 
業務受託 

１．企業集団の状況  
当社の企業集団は、当社と、親会社２社及び連結子会社１社、並びに当社と継続的で密接な事業上の関

係にある関連当事者により構成されており、一般消費者を対象とした店頭販売を事業の内容としておりま

す。 

なお、当社及び連結子会社は、商品の種類、販売市場の類似性から判断して、単一の事業であります。 

事業の系統図は次のとおりであります。 
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㈱東急百貨店 

（当 社） 
財務諸表提出会社 

㈱ながの東急百貨店 

（連結子会社） 
 ㈱北長野 
  ショッピングセンター 

（親会社の子会社） 

㈱セントラルフーズ 
 （食料品の製造販売業） 

㈱東急タイム 
 （時計・貴金属の販売業） 

共同仕入

共同仕入

不動産賃貸 

（親会社の子会社） 

㈱東急百貨店サービス 
 （店舗内装工事の請負・宣伝業務受託） 
 （家庭用品の卸売業） 

商品の販売 

サービスの提供 

商品仕入 
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２．経営方針 
(1)会社の経営の基本方針 

商品とサービスの提供を通じて、地域社会の発展とそこに暮らす人々の豊かな暮らしに貢献することに

全社を挙げて取り組んでまいります。 
その実現に向けての基本理念は、次のとおりであります。 

・ 地域のお客様に信頼され、ご愛顧を得る百貨店（小売業）であり続ける。 

・ 健全で強固な基盤を持つ企業への変革とフレキシブルな発想による時代対応型（変化対応型）企業

を目指す。 

・ 良き企業市民として、環境問題等に積極的に取り組むとともに地域社会の一員として地域社会の発

展に貢献する。 

この基本理念に基づき、以下を平成 18 年度の基本方針として、株主の皆様、地域社会に対して適切な

利益還元を図って行きたいと考えております。 

① 営業力の強化 

② 構造改革の推進 

③ 現場力の強化 

④ ＣＳＲの推進 

⑤ ＣＳ経営の強化 

⑥ 環境対策の強化 

 

(2)会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主への利益還元を経営上の重要政策のひとつとして位置付けております。 
配当につきましては安定的に継続して行うことを基本としつつ、業績に応じて決定すべきものと考えて

おります。 
また、健全で強固な企業基盤の構築が株主に対する責務との認識に立ち、当社企業グループ全体の経営

資源の集中・効率化を図り、営業力の強化をさらに推し進めることにより、一層の収益力の確保と財務体

質の強化に取り組み、適正な配当の実施を目指して努力してまいる所存でございます。 
 

(3)投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、当社株式の流動性を高め、より多くの投資家の皆様に株式を所有していただくことを資本政策

上の重要な課題と認識しております。 
今後の株価及び取引高等の推移に注目し、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるため、１単元

の株式数の見直し等を視野に入れながら、投資単位の引下げにつきましては慎重に検討し、対処して行く

所存でございます。 
 

(4)目標とする経営指標 

経営資源の集約化・効率化及び企業基盤強化に向けた「ＥＢＩＴＤＡ（営業利益＋減価償却費）に対す

る有利子負債の倍率」の向上が目指すべき経営指標であり、「ＥＢＩＴＤＡ（営業利益＋減価償却費）に

対する有利子負債の倍率」9.0 倍を達成すべき数値と考えております。 

 

(5)中長期的な会社の経営戦略 

当平成 18 年度は、『洗練』『高感度・高質』を目指した「中期経営計画（ビジョン０３）」に基づく店内

改装が最終段階を迎え、長野駅前開店40 周年という節目の年でもあります。 

今後は更に、ストアコンセプトに沿った品揃えの見直し、商品調達力の強化、売益率の向上を図り、併

せてＣＲＭの活用によるワン・ツー・ワン・マーケティングの充実を図り、上顧客との関係強化の戦略を

推進し、営業力の強化を目指してまいります。 

また、接客・サービスのレベルアップを図ることによるＣＳ経営の強化とともに、「環境方針」に基づ

く企業活動の継続的改善及びＣＳＲの充実によるブランドマネジメントの推進を図り、企業の社会的責任

の遂行と企業イメージの向上に努めてまいります。 

これにより、地域における優位性を確固たるものとし、企業基盤の再構築のうえに、適正な利益還元を

実施できる企業体質を構築・維持してまいる所存でございます。 
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(6)会社の対処すべき課題 

国内経済の先行きは、企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、景気回復が続くという見方もある

ものの、原油価格の上昇やゼロ金利解除の影響等、当社を取り巻く環境は依然として厳しい状況にて推移

するものと思われます。 
このような状況のもと当社では、「中期経営計画（ビジョン０３）」に基づく改装による設備・施設面の

充実に加え、お客様の立場に立った全社的なＣＳ精神の醸成・実践により、より多くの顧客の獲得を図る

ための施策の実行に取り組んで行くべきと考えております。併せて、効果的な経費支出の管理体制を強化

することにより収益力の確保・拡大を図り、環境の変化にもフレキシブルに対応し得る企業体質の構築に

取り組んでまいります。 
 

(7)親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等 

親会社等 属性 
親会社等の議 

決権所有割合 
親会社等が発行する株券が上場されている

証券取引所 
東京急行電鉄㈱ 親会社 56.06%(56.06%) ㈱東京証券取引所第一部 
㈱東急百貨店 親会社 55.92%( 0.71%) ― 

  （注）親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合で内数であります。 
 
②親会社等のうち、当社に与える影響が最も大きいと認められる会社及びその理由 

当社に与える影響が最も     

大きいと認められる会社 
その理由 

㈱東急百貨店 
同じ業態であり、㈱東急百貨店の取締役が弊社の取締役、監

査役を兼任しているため 
 
③親会社等の企業グループにおける当社の位置付け及び親会社との関係 

当社は東京急行電鉄㈱を中心とした東急グループのリテール事業部門に位置付けられております。 
東京急行電鉄㈱との間では、「東急グループコンプライアンス指針」に基づくグループ全体の基本原

則を共有し、商標権の使用を始めとした密接な関係にありますが、各々の業態や地域性の違いから、当

社の独立性は確保されております。 
また、当社と同じ業態である㈱東急百貨店との間では、共同仕入等の業務上の密接な取引関係にあり

ますが、各々が拠って立つ商圏の違いから、当社の独立性は確保されております。 
人的な関係では、㈱東急百貨店の取締役2 名が当社の取締役、監査役を兼務しており、同社から出向

者を 1 名受入れております。 

   （役員の兼務状況） 

役員 氏名 親会社等での役職 就任理由 
取締役 水田 寛和 代表取締役社長 ガバナンス強化のため 
監査役 曽禰  昭 専務取締役 ガバナンス強化のため 

   （出向者の受入れ状況） 

部署名 人数 出向元の親会社等 出向者受入れ理由 

業務改革推進室 1 名 ㈱東急百貨店 業務改革部門強化のため 

 

④親会社等との取引 
親会社等 取引の内容 取引金額 

㈱東急百貨店 商品仕入 340 千円 

 

(8)内部管理体制の整備・運用状況 

別途開示しております「コーポレート・ガバナンス報告書」に記載のとおりであります。 
 

(9)その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
(1)経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰等の不安要因が見られたものの、設備投資

や個人消費といった国内民間需要が牽引し、景気は着実な回復基調を示してまいりました。 

百貨店業界におきましては、食料品や雑貨など好調に推移したカテゴリーがあったものの、天候不順に

よる主力の衣料品の売上不振や法人需要の低迷等の影響もあり、総じて厳しい商況で推移いたしました。 

このような環境のもとで当社は、長野駅前開店 40 周年の節目の年に当たる本年を大きなビジネスチャ

ンスと捉え、魅力ある売出し企画を積極的に展開し、売上の拡大を図ってまいりました。また一方で、商

売の基本に立ち返り、洗練された質の高いサービスを提供できるようＣＳ経営に引き続き取り組み、店頭

での「ながの東急ファン」を拡大するとともに、外商部員の積極的な営業活動による地域優良顧客の固定

客化に努めてまいりました。 

さらに、平成15 年度から「洗練」「高感度・高質」をコンセプトにスタートした改装計画に基づき、美

術品及び時計・貴金属を中心とした別館シェルシェ４階をゆったりとお買物ができる雰囲気のフロアーに

改装するとともに、「銀座かねまつ」を移設・改装し、本館１階の婦人靴ゾーンを完成させました。 

また、連結子会社㈱北長野ショッピングセンターは、地域のイベントへの積極的な参加活動を行い地域

密着型の店づくりを推し進める一方、商品力の向上、営業力の向上に努め、主力のデイリーマートでは競

合激化するなかで「安全・健康・新鮮＆おいしい」をキーワードに改装を行い、品揃えの強化、集客力の

向上を図ってまいりました。 

以上のような企業グループ全体の営業活動の結果、当中間連結会計期間の売上高は、前年同期比2.8％

増の 12,364 百万円を計上いたしました。 

このような売上状況のなか、収支面におきましては前期に引き続き経費の有効活用を推し進め、経常利

益は 139 百万円（前年同期実績△5 百万円）を計上いたしました。一方、連結子会社㈱北長野ショッピン

グセンターにおいて貸倒引当金戻入益を特別利益に計上したこと等により、中間純利益は439 百万円（前

年同期実績△43 百万円）を計上いたしました。 

なお、連結子会社㈱北長野ショッピングセンターにて計上しました貸倒引当金戻入益は、同社が店舗用

建物及び土地の賃借に際し賃貸人に差入れておりました差入保証金の約定返還に遅延を生じたため、当該

差入保証金に対し貸倒引当金を計上しておりましたものを、先般当該物件が競売に付され各債権者に対す

る配当が確定したことにより、貸倒引当金のうち当該差入保証金による回収金額を計上したものでありま

す。 
 

(2)財政状態 

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前中間連結会計期間末と比べて 175 百万円（前年

同期比 15.0％）増加し、1,343 百万円となりました。 

 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益 681 百万円、減価償却費 194 百万円、

貸倒引当金の減少額 622 百万円等の調整と、流動負債の増加306 百万円等により、504 百万円の収入とな

りました。前中間連結会計期間と比べて 244 百万円（前年同期比△32.7％）減少しておりますが、これは

主に、税金等調整前中間純利益の増加721 百万円に対し、貸倒引当金の減少額の増加 625 百万円、流動負

債の増加額の減少327 百万円等によるものであります。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の返還による収入1,421 百万円等の収入に対し、有

形固定資産の取得による支出1,918 百万円等の支出により、差引き 474 百万円の支出となりました。前中

間連結会計期間と比べて136 百万円支出が増加しておりますが、これは主に、差入保証金の返還による収

入が 1,420 百万円増加した一方で、有形固定資産の売却による収入が224 百万円減少し、また有形固定資

産の取得による支出が1,285 百万円増加したことによるものであります。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の純増 198 百万円、配当金の支払額 57 百万円等に

より、差引き139 百万円の収入となりました。前中間連結会計期間と比べて359 百万円増加しております

が、これは主に、有利子負債の削減額が 360 百万円減少したことによるものであります。 
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キャッシュ・フロー指標 

 平成 17 年１月期 平成 18 年１月期 平成 19 年１月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率(％) 35.0 33.0 32.1 32.7 33.2 

時価ベースの自己資本比率(％) 14.5 14.9 14.4 17.5 16.0 

債務償還年数(年) 10.1 16.2 5.2 10.7 8.3 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 6.3 3.4 15.6 6.3 7.8 
(注)１ 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ･フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ･フロー／利払い 

２ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
３ 株式時価総額は、中間期末(期末)株価終値×中間期末(期末)発行済株式数(自己株式控除後)により算定してお

ります。 
４ 営業キャッシュ･フローは、中間連結(連結)キャッシュ･フロー計算書の営業活動によるキャッシュ･フローを

使用しております。 

５ 有利子負債は、中間連結(連結)貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対
象としております。 

６ 利払いは、中間連結(連結)キャッシュ･フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
７ 債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ･フローを年額に換算するため２倍にしております。 

 

(3)事業等のリスク 

当社グループにおける事業等に係る主要なリスクについて投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性

がある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末（平成18 年 7 月 31 日）現在において、

当社グループが判断したものであります。なお、以下の記載は、当社グループの事業等のリスクをすべて

網羅することを意図したものではないことにご留意ください。 

①事業環境について 
当社グループは、一般消費者を対象とする店頭販売を主とする百貨店業を営んでおり、国内における

景気や消費動向、さらには天候不順により、また、営業の基盤とする地域内における競合他社との業態

を超えた店舗間競争の状況により、当社グループの経営成績及び財政状態等が影響を受ける可能性があ

ります。 

②法的規制等 

当社グループは、大規模小売店舗立地法や独占禁止法の他、食品の安全管理、環境・リサイクルなど

に関する法令等に十分留意した営業活動を行っております。 

万一、これらに違反する事由が生じた場合には、企業活動が制限される可能性があります。また、法

令上の規制に対応するため、経営コストが増加する可能性があります。したがって、これらの法令等の

規制により、当社グループの経営成績及び財政状態等が影響を受ける可能性があります。 

③自然災害等 

当社グループは、各店舗における店頭販売が中心であり、自然災害・事故等により、店舗の営業継続

に悪影響を来たす可能性があります。災害や事故等に対しては、緊急時の社内体制の整備や事故発生防

止の教育体制を整備しておりますが、大規模な自然災害や事故が発生した場合には、当社グループの営

業活動に著しい支障が生じ、経営成績及び財政状態等が影響を受ける可能性があります。 

④個人情報の保護 

個人情報の保護については、「個人情報保護マニュアル」に基づいた従業員教育などにより、その徹

底を図っておりますが、不測の事故または事件によって個人情報の流出が発生した場合には、損害賠償

による費用の発生や信用の低下による収益の減少が発生し、当社グループの経営成績及び財政状態等が

影響を受ける可能性があります。 
 

(4)通期の見通し 

今後の経済情勢につきましては、原油価格の高騰、定率減税の廃止、社会保険料の増加等の不安要因に

加え、長期にわたり続いてきた緩やかな回復基調の終焉への心理的な影響が懸念され、流通業界を取り巻
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く環境は依然として厳しい状況で推移するものと思われます。 
このような状況のなかで当社は、長野駅前開店 40 周年の特別企画として、「ラーメンファンタジスタ」

の開催、地元セレクトショップとの協業による期間限定ショップ「アーバンステージ」など、地域のお客

様に話題や情報を積極的に提供してまいります。また、９月３日のハンドバック売場のリニューアルオー

プンにより本館１階のリニューアルが完了し、グランドフロアーとしてお客様をお迎えする環境が整い、

全館への波及効果に期待しております。さらに、地域唯一の百貨店として相応しい洗練された質の高い接

客サービスを通じ、高感度で質の高い商品及びライフスタイルの提案を行うことで、地域優良顧客の獲得

を目指してまいります。今後も地域のお客様から愛され信頼される百貨店として一層成長すべく、品揃え

の改善、接客サービスの質の向上に引き続き取り組んでまいります。 
また、連結子会社㈱北長野ショッピングセンターにおきましては、厳しい競合を勝ち抜くために他店に

はない特色を創造し、競合他店とのより一層の差別化を図っていくことが求められるものと思われます。

話題商品、新商品の導入を積極的に進め、品揃えの魅力向上に努めるとともに、新規顧客の獲得とご来店

頻度の向上を進めてまいります。また、地域に密着した催事企画の実施により、地域密着の店づくりをさ

らに推進してまいります。 
通期の連結業績予想は、売上高 25,866 百万円、前年同期比 1.8％増、経常利益 390 百万円、前年同期

比 133.1％増、当期純利益570 百万円、前年同期比600.6％増を予想しております。 
 

 

 

 本資料における業績予想及び将来の予測等に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予

測であり、潜在的なリスクや不確定な要素が含まれております。したがって、実際の業績は様々な要因に

より、本資料に記載されている業績予想等とは異なることがありますことをご承知おき下さい。 
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  中間連結財務諸表等 

  中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年７月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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   1,169,022   1,344,490   1,174,837  

 ２ 受取手形及び 
   売掛金 

※１  1,383,312   1,370,517   1,270,449  

 ３ 有価証券 ※３  9,998   ―   ―  

 ４ たな卸資産   1,491,247   1,354,607   1,429,353  

 ５ 繰延税金資産   108,157   91,599   154,351  

 ６ その他   122,328   191,928   131,056  

 ７ 貸倒引当金   △23,908   △23,724   △17,436  

   流動資産合計   4,260,157 21.0  4,329,419 20.4  4,142,612 20.3 

Ⅱ 固定資産           

（1） 有形固定資産           

 １ 建物及び構築物 
※２ 

※３ 
4,170,616   6,209,707   4,977,586   

 ２ 土地 ※３ 8,534,730   9,543,591   8,464,638   

 ３ その他 ※２ 522,059   72,946   128,350   

   有形固定資産合計   13,227,406 65.1  15,826,245 74.6  13,570,575 66.7 

（2） 無形固定資産   31,235 0.2  22,086 0.1  25,898 0.1 

（3） 投資その他の資産           

 １ 投資有価証券 ※３  151,926   177,555   186,226  

 ２ 敷金及び保証金 ※３  2,392,219   140,294   2,235,175  

 ３ 繰延税金資産   669,564   456,119   578,768  

 ４ その他   289,563   289,968   280,210  

 ５ 貸倒引当金   △712,056   △26,260   △657,556  

   投資その他の資産 
   合計 

  2,791,217 13.7  1,037,677 4.9  2,622,825 12.9 

   固定資産合計   16,049,859 79.0  16,886,009 79.6  16,219,299 79.7 

   資産合計   20,310,017 100.0  21,215,428 100.0  20,361,911 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年７月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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 支払手形及び 
   買掛金 

※１  1,938,734   1,867,622   1,710,462  

 ２ 短期借入金 ※３  4,556,610   4,940,160   4,862,160  

 ３ 未払法人税等   14,983   14,650   30,758  

 ４ 商品券勘定   1,225,270   1,161,659   1,115,086  

 ５ 賞与引当金   80,037   63,541   78,000  

 ６ その他   1,662,832   1,581,903   1,523,573  

   流動負債合計   9,478,468 46.7  9,629,538 45.4  9,320,041 45.8 

Ⅱ 固定負債           

 １ 長期借入金 ※３  2,988,620   3,254,960   3,134,040  

 ２ 再評価に係る 
   繰延税金負債 

  245,659   264,112   245,659  

 ３ 退職給付引当金   782,709   751,710   732,147  

 ４ 預り保証金   290,249   246,693   262,333  

 ５ 連結調整勘定   6,859   4,573   5,716  

   固定負債合計   4,314,098 21.2  4,522,048 21.3  4,379,896 21.5 

   負債合計   13,792,566 67.9  14,151,586 66.7  13,699,938 67.3 

(少数株主持分)           

 少数株主持分   ― ―  ― ―  ― ― 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   2,368,299 11.6  ― ―  2,368,299 11.6 

Ⅱ 資本剰余金   2,916,697 14.4  ― ―  2,916,697 14.3 

Ⅲ 利益剰余金   898,298 4.4  ― ―  1,022,986 5.0 

Ⅳ 土地再評価差額金   362,408 1.8  ― ―  362,408 1.8 

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金 

  △21,212 △0.1  ― ―  △769 △0.0 

Ⅵ 自己株式   △7,042 △0.0  ― ―  △7,650 △0.0 

   資本合計   6,517,450 32.1  ― ―  6,661,972 32.7 

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計   20,310,017 100.0  ― ―  20,361,911 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年７月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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   ―   2,368,299 11.2  ―  

 ２ 資本剰余金   ―   2,916,697 13.7  ―  

 ３ 利益剰余金   ―   1,377,973 6.5  ―  

 ４ 自己株式   ―   △9,139 △0.0  ―  

   株主資本合計   ―   6,653,831 31.4  ―  

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券 
   評価差額金 

  ―   △8,507 △0.0  ―  

 ２ 土地再評価差額金   ―   389,630 1.8  ―  

   評価・換算差額等 
   合計   ―   381,123 1.8  ―  

Ⅲ 少数株主持分   ―   28,886 0.1  ―  

   純資産合計   ―   7,063,841 33.3  ―  

   負債純資産合計   ―   21,215,428 100.0  ―  
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② 中間連結損益計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(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(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   12,023,492 100.0  12,364,233 100.0  25,403,925 100.0 

Ⅱ 売上原価   9,113,387 75.8  9,389,747 75.9  19,281,640 75.9 

   売上総利益   2,910,105 24.2  2,974,486 24.1  6,122,285 24.1 

Ⅲ その他の営業収入   156,366 1.3  113,790 0.9  271,298 1.1 

   営業総利益   3,066,472 25.5  3,088,277 25.0  6,393,583 25.2 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※１  3,021,578 25.1  2,880,706 23.3  6,175,198 24.3 

   営業利益   44,893 0.4  207,571 1.7  218,385 0.9 

Ⅴ 営業外収益           

 １ 受取利息  16   13   16,330   

 ２ 受取配当金  860   860   1,717   

 ３ 保険取扱手数料  958   939   1,901   

 ４ 事業保険料 
   満期返戻金 

 6,578   ―   6,578   

 ５ 連結調整勘定償却額  1,143   1,143   2,286   

 ６ その他  160 9,717 0.1 826 3,781 0.0 122,275 151,090 0.6 

Ⅵ 営業外費用           

 １ 支払利息  59,784   62,113   122,767   

 ２ 長期前払費用償却  279   280   560   

 ３ その他  271 60,335 0.5 9,442 71,836 0.6 78,685 202,012 0.8 

   経常利益又は 
   経常損失(△) 

  △5,724 △0.0  139,516 1.1  167,462 0.7 

Ⅶ 特別利益           

 １ 固定資産受贈益  67,493   33,053   86,906   

 ２ 貸倒引当金戻入益 ※２ ―   566,304   2,169   

 ３ 事業損失引当金 
   戻入益 

 13,500   ―   13,500   

 ４ その他  ― 80,993 0.7 ― 599,358 4.8 5,989 108,566 0.4 

Ⅷ 特別損失           

 １ 固定資産除却損 ※３ 94,201   24,160   131,984   

 ２ 減損損失 ※４ ―   19,122   ―   

 ３ 貸倒引当金繰入額  4,500   ―   ―   

 ４ 商品評価損  ―   14,161   ―   

 ５ 役員退職慰労金  15,820   ―   15,820   

 ６ その他  500 115,021 1.0 ― 57,444 0.4 9,037 156,842 0.6 

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益又は 
   中間純損失(△) 

  △39,752 △0.3  681,430 5.5  119,186 0.5 

   法人税、住民税 
   及び事業税額 

 3,507   3,510   7,014   

   法人税等調整額  21 3,529 0.1 209,098 212,609 1.7 30,766 37,781 0.2 

   少数株主利益   ― ―  28,886 0.2  ― ― 

   中間(当期)純利益 
   又は中間純損失(△) 

  △43,282 △0.4  439,934 3.6  81,405 0.3 
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③ 中間連結剰余金計算書 

 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月１日 

至 平成17年７月31日) 

前連結会計年度 

(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) 金額(千円) 

資本剰余金の部      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,916,697  2,916,697 

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)残高   2,916,697  2,916,697 

      

利益剰余金の部      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   999,345  999,345 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

 １ 当期純利益又は 

   中間純損失(△) 
 △43,282 △43,282 81,405 81,405 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

 １ 配当金  57,764  57,764  

 ２ 土地再評価差額金取崩額  ― 57,764 ― 57,764 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高   898,298  1,022,986 
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④ 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間(自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日) 

 

株  主  資  本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年１月31日残高(千円) 2,368,299 2,916,697 1,022,986 △7,650 6,300,333 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当   △57,725  △57,725 

 中間純利益   439,934  439,934 

 自己株式の取得    △1,488 △1,488 

 土地再評価差額金の取崩   △27,222  △27,222 

株主資本以外の項目の中間連結 

 会計期間中の変動額(純額) 
    ― 

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
― ― 354,986 △1,488 353,498 

平成18年７月31日残高(千円) 2,368,299 2,916,697 1,377,973 △9,139 6,653,831 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年１月31日残高(千円) △769 362,408 361,639 ― 6,661,972 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当     △57,725 

 中間純利益     439,934 

 自己株式の取得     △1,488 

 土地再評価差額金の取崩     △27,222 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

△7,738 27,222 19,483 28,886 48,370 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△7,738 27,222 19,483 28,886 401,868 

平成18年７月31日残高(千円) △8,507 389,630 381,123 28,886 7,063,841 
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⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月１日 
 至 平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月１日 
 至 平成18年７月31日) 

前連結会計年度 
(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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー 
    

１ 税金等調整前中間(当期) 

  純利益又は中間純損失(△) 
 △39,752 681,430 119,186 

２ 減価償却費  144,911 194,666 301,024 

３ 連結調整勘定償却額  △1,143 △1,143 △2,286 

４ 貸倒引当金の増減額  3,327 △622,570 △57,645 

５ 賞与引当金の減少額  △5,594 △14,459 △7,631 

６ 事業損失引当金の減少額  △13,500 △14,300 △13,500 

７ 退職給付引当金の増減額  31,431 19,563 △19,130 

８ 役員退職慰労引当金の減少額  △42,360 ― △42,360 

９ 受取利息及び配当金  △876 △873 △18,048 

10 支払利息  59,784 62,113 122,767 

11 有形固定資産売却益  ― ― △5,989 

12 有形固定資産売却損  ― 253 156 

13 有形固定資産除却損  94,303 24,160 132,297 

14 減損損失  ― 33,422 ― 

15 商品評価損  ― 14,161 ― 

16 その他の資産評価損  500 ― 5,000 

17 売上債権の増加額  △115,342 △100,067 △2,479 

18 たな卸資産の減少額  43,097 60,584 104,992 

19 その他の流動資産の増減額  11,085 △57,128 △25,380 

20 仕入債務の増加額  247,904 156,107 21,110 

21 未払消費税等の増加額  41,195 19,951 9,906 

22 その他の流動負債の増加額  344,286 130,116 245,013 

23 その他の営業活動による 

  キャッシュ・フロー 
 57,475 △10,420 62,328 

   小計  860,734 575,567 929,332 

24 利息及び配当金の受取額  873 873 18,043 

25 利息の支払額  △47,978 △64,860 △121,445 

26 役員退職慰労金の支払額  △57,600 ― △57,600 

27 法人税等の支払額  △6,630 △7,014 △6,630 

28 法人税等の還付額  196 125 196 

  営業活動による 

  キャッシュ・フロー 
 749,596 504,691 761,897 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月１日 
 至 平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月１日 
 至 平成18年７月31日) 

前連結会計年度 
(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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
    

１ 定期預金の預入による支出  △1,000 ― △1,000 

２ 定期預金の払戻による収入  5,000 ― 5,000 

３ 有形固定資産の取得による支出  △632,632 △1,918,413 △1,224,304 

４ 有形固定資産の売却による収入  300,512 75,854 423,442 

５ 無形固定資産の取得による支出  △3,289 △250 △6,393 

６ 投資有価証券の取得による支出  ― △4,312 ― 

７ 投資有価証券の売却による収入  250 ― 250 

８ 有価証券の償還による収入  ― ― 10,000 

９ 差入保証金の支払による支出  △8,000 △33,504 △18,570 

10 差入保証金の返還による収入  751 1,421,352 26,218 

11 預り保証金の返還による支出  ― △16,640 △10,224 

12 預り保証金の受入による収入  ― 1,000 500 

  投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
 △338,409 △474,912 △795,082 

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
    

１ 短期借入金の純増額  90,000 107,000 460,000 

２ 長期借入れによる収入  ― 950,000 600,000 

３ 長期借入金の返済による支出  △251,130 △858,080 △770,160 

４ 自己株式の取得による支出  △1,414 △1,488 △2,022 

５ 配当金の支払額  △57,327 △57,557 △57,502 

  財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
 △219,871 139,874 230,315 

Ⅳ 現金及び現金同等物 

  に係る換算差額 
 ― ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  191,315 169,653 197,130 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  976,573 1,173,703 976,573 

Ⅶ 現金及び現金同等物 

  中間期末(期末)残高 
 1,167,888 1,343,356 1,173,703 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数 １社 

㈱北長野ショッピング 

センター 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数 １社 

同左 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数 １社 

同左 

(2)主要な非連結子会社名 

該当事項はありません。 

(2)主要な非連結子会社名 

同左 
(2)主要な非連結子会社名 

同左 

(3)他の会社等の議決権の過半数を

自己の計算において所有している

にもかかわらず子会社としなかっ

た当該他の会社等の名称 

該当事項はありません。 

(3)他の会社等の議決権の過半数を

自己の計算において所有している

にもかかわらず子会社としなかっ

た当該他の会社等の名称 

同左 

(3)他の会社等の議決権の過半数を

自己の計算において所有している

にもかかわらず子会社としなかっ

た当該他の会社等の名称 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

同左 
２ 持分法の適用に関する事項 

同左 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

 連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致しており

ます。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

 同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しており

ます。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1)重要な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 

ｂ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) 

時価のないもの 

 移動平均法による原価

法 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

①有価証券 

―――――――――― 

 

ａその他有価証券 

時価のあるもの 

 同左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

 同左 

 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

①有価証券 

―――――――――― 

 

ａその他有価証券 

時価のあるもの 

 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 

 同左 

②たな卸資産 

ａ商品 

売価還元法による原価法 

ｂ貯蔵品 

先入先出法による原価法 

②たな卸資産 

ａ商品 

同左 

ｂ貯蔵品 

同左 

②たな卸資産 

ａ商品 

同左 

ｂ貯蔵品 

同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

①有形固定資産 

ａ建物及び構築物 

定額法 

 なお、耐用年数及び残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっておりま

す。 

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

①有形固定資産 

ａ建物及び構築物 

同左 

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

①有形固定資産 

ａ建物及び構築物 

同左 

 

ｂその他の有形固定資産 

定率法 

 なお、耐用年数及び残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっておりま

す。 

ｂその他の有形固定資産 

同左 

 

ｂその他の有形固定資産 

同左 

 

②無形固定資産 

 定額法 

 なお、耐用年数について

は、法人税法に規定する方

法と同一の基準によってお

ります。 

 ただし、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。 

②無形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

同左 

③長期前払費用 

均等償却 

 なお、償却期間について

は、法人税法に規定する方

法と同一の基準によってお

ります。 

③長期前払費用 

同左 

③長期前払費用 

同左 

(3)重要な引当金の計上基準 

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。 

(3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 同左 

(3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 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 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

③事業損失引当金 

 当社の事業改革計画の進展

に伴い発生が見込まれる損失

に備えるため、その発生の見

込額（14,300千円）を計上し

ております。 

 なお、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりま

す。 

―――――――――― ③事業損失引当金 

 当社の事業改革計画の進展

に伴い発生が見込まれる損失

に備えるため、その発生の見

込額を計上しております。 

④退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

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

連結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。 

 数理計算上の差異について

は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により、それ

ぞれ発生の翌連結会計年度よ

り費用処理しております。 

③退職給付引当金 

 同左 

④退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当連結

会計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。 

 数理計算上の差異について

は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により、それ

ぞれ発生の翌連結会計年度よ

り費用処理しております。 

(4)重要な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。 

(4)重要なリース取引の処理方法 

 同左 

(4)重要なリース取引の処理方法 

 同左 

(5)その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(5)その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 同左 

(5)その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

消費税等の会計処理 

 同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び

取得日から３ヶ月以内に満期

日の到来する流動性の高い、

容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない短期的

な投資 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 同左 
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会計処理の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

―――――――――――― (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) 

 当中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５号）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」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業

会計基準適用指針第８号）、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

会計基準委員会 最終改正平成17年12月27日 企業会

計基準第１号）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」（企業会計基準委員

会 最終改正平成17年12月27日 企業会計基準適用指

針第２号）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

7,034,955千円であります。 

中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会

計期間における中間連結財務諸表は、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) 

 当中間連結会計期間から「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」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業

会計基準適用指針第６号）を適用しております。 

 これにより税金等調整前中間純利益が19,122千円減

少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の中間連

結財務諸表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。 
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追加情報 

 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

（役員退職慰労引当金） 

 従来、役員の退職慰労金の支給に

充てるため、当社においては、内規

に基づく中間期末要支給額を、役員

退職慰労引当金として計上しており

ましたが、平成17年４月20日開催の

定時株主総会において、役員退職慰

労金制度を廃止し、打切り支給する

ことを決議いたしました。これに伴

い、当該総会までの期間に対応する

役員退職慰労引当金相当額107,540

千円のうち、65,760千円を流動負債

「その他」に含めて計上しておりま

す。 

―――――――――― （役員退職慰労引当金） 

 従来、役員の退職慰労金の支給に

充てるため、当社においては、内規

に基づく期末要支給額を、役員退職

慰労引当金として計上しておりまし

たが、平成17年４月20日開催の定時

株主総会において、役員退職慰労金

制度を廃止し、打切り支給すること

を決議いたしました。これに伴い、

当該総会までの期間に対応する役員

退職慰労引当金相当額107,540千円

のうち、65,760千円を流動負債「そ

の他」に含めて計上しております。 

（外形標準課税の表示） 

 「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日以後に開始する連結会計年

度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当中間連結会計期間

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11,475千円増加し、営業利益が同

額減少し、経常損失及び税金等調整

前中間純損失がそれぞれ同額増加し

ております。 

―――――――――― （外形標準課税の表示） 

 「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日以後に開始する連結会計年

度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当連結会計年度から

「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23,743千円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益

がそれぞれ同額減少しております。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
前中間連結会計期間末 
(平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年７月31日) 

前連結会計年度末 
(平成18年１月31日) 

※１ 中間連結会計期間末日満期手

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、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が中間連結会計期間末

残高に含まれております。 

受取手形 1,412千円

支払手形 6,128千円

  

※１ ―――――――――― ※１ ―――――――――― 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額       6,209,284千円 
 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額       6,428,563千円 
 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額       6,281,749千円 
 

※３ 担保提供資産 

 (1)借入金に対する担保 

 担保に供している資産 

建物及び構築物 3,492,357千円

土地 8,035,352千円

投資有価証券 52,950千円

敷金及び保証金 2,290,000千円

計 13,870,660千円

 
 

※３ 担保提供資産 

 (1)借入金に対する担保 

 担保に供している資産 

建物及び構築物 4,312,029千円

土地 8,417,235千円

投資有価証券 62,250千円

計 12,791,515千円

 
 

※３ 担保提供資産 

 (1)借入金に対する担保 

 担保に供している資産 

建物及び構築物 3,654,704千円

土地 8,035,352千円

投資有価証券 67,950千円

敷金及び保証金 2,128,000千円

計 13,886,006千円
 

 上記に対応する債務 

短期借入金 3,276,610千円

長期借入金 2,953,620千円

計 6,230,230千円
 

 

 上記に対応する債務 

短期借入金 3,429,160千円

長期借入金 2,395,960千円

計 5,825,120千円
 

 

 上記に対する債務 

短期借入金 3,387,160千円

長期借入金 3,059,040千円

計 6,446,200千円
 

 (2)宅地建物取引業法に伴う供託 

   有価証券     9,998千円 

 

 (2)宅地建物取引業法に伴う供託 

   敷金及び保証金  10,000千円 

 

 (2)宅地建物取引業法に伴う供託 

   敷金及び保証金  10,000千円 
 

 ４ 偶発債務 

  「社員ローン規程」に基づく従

業員の銀行借入金70,232千円に

対して債務保証を行っておりま

す。 

 ４ 偶発債務 

  「社員ローン規程」に基づく従

業員の銀行借入金60,333千円に

対して債務保証を行っておりま

す。 

 ４ 偶発債務 

  「社員ローン規定」に基づく従

業員の銀行借入金67,002千円に

対して債務保証を行っておりま

す。 
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(中間連結損益計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

内訳 

広告宣伝費 254,232千円

販売手数料 245,533千円

給与・賞与 1,165,517千円
賞与引当金 
繰入額 

80,037千円

退職給付費用 92,095千円
役員退職慰労 
引当金繰入額 

7,580千円

地代家賃 199,938千円

減価償却費 144,911千円

 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

内訳 

広告宣伝費 256,241千円

販売手数料 264,034千円

給与・賞与 1,111,238千円
賞与引当金 
繰入額 

63,541千円

退職給付費用 84,720千円

地代家賃 87,014千円

減価償却費 194,237千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

内訳 

広告宣伝費 568,666千円

販売手数料 486,432千円

給与・賞与 2,424,508千円
賞与引当金 
繰入額 

78,000千円

退職給付費用 186,140千円
役員退職慰労 
引当金繰入額 

7,580千円

地代家賃 375,594千円

減価償却費 301,024千円
 

※２ ―――――――――― ※２ 貸倒引当金戻入益 
 連結子会社㈱北長野ショッピ
ングセンターにおいて計上して
いた貸倒引当金631,296千円の
うち、その対象債権の回収に伴
う目的取崩額を除いた566,304
千円を貸倒引当金戻入益として
計上しております。 

 

※２ ―――――――――― 

※３ 固定資産除却損の主な内訳 

建物及び構築物 84,443千円

器具及び備品 9,757千円
 

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 24,160千円

 
 

※３ 固定資産除却損の主な内訳 

建物及び構築物 122,226千円

器具及び備品 9,757千円
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

※４ ―――――――――― ※４ 減損損失 
 当社グループは、以下の資産グル
ープについて減損損失を計上しまし
た。 

場所 用途 種類 件数 

長野県 
長野市他 

遊休 
資産 

建物 
及び 
土地 

４件 

長野県 
長野市 

事業用
資 産 建物 １件 

 
 当社グループはキャシュフローを
生み出す最小単位として、事業用資
産である店舗を基礎として資産のグ
ルーピングを行っております。ま
た、将来の使用が見込まれていない
遊休資産については、個々の物件を
単位として資産のグルーピングを行
っております。 
 
 遊休資産については、地価の下落
している物件につき、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。また、事業
用資産(倉庫)は、新たに建物及び土
地を賃借し、従来使用していた建物
を処分することを決定したことによ
り減損損失を計上しております。 
 
 遊休資産の回収可能額は、正味売
却価額を使用し、売却価額及び固定
資産税評価額を合理的に調整した価
額に基づき、それぞれ評価しており
ます。 
 
 減損損失33,422千円の内訳は、建
物13,434千円、土地19,987千円であ
ります。なお、損益計算書における
減損損失の金額は、事業用資産の建
物の処分損に対する事業損失引当金
の取崩額14,300千円と相殺し、
19,122千円として表示しておりま
す。 

※４ ―――――――――― 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当中間連結 
会計期間末 

普通株式（株） 9,645,216 ― ― 9,645,216 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当中間連結 
会計期間末 

普通株式（株） 24,314 4,080 ― 28,394 

（変動事由の概要） 

増加数4,080株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

３ 配当に関する事項 

 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 
配当額 

基準日 効力発生日 

平成18年４月19日 普通株式 57,725千円 ６円 平成18年１月31日 平成18年４月19日 

 

 

 

 

 

 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 1,169,022千円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金 
1,133千円

現金及び現金 
同等物 

1,167,888千円

  

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 1,344,490千円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金 
1,133千円

現金及び現金 
同等物 

1,343,356千円

 

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 1,174,837千円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金 
1,133千円

現金及び現金 
同等物 

1,173,703千円
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(リース取引関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前連結会計年度 
(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 
（単位：千円）

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 
（単位：千円）

  

機械装置 

及び運搬具 

(千円) 

 

器具及 

び備品 

(千円) 

 
合計 

(千円) 

取得価額 
相当額 

 370,695 420,674 791,369

減価償却 

累計額 
相当額 

 225,796 97,104 322,900

中間期末 
残高相当額 

 144,899 323,570 468,469

  

 
機械 
及び 
装置 

車両 
及び 

運搬具 

器具 
及び 
備品 

合計 

取得価額 
相当額 

358,122 2,322 515,682 876,127

減価償却 
累計額 
相当額 

253,359 548 163,357 417,264

中間期末 
残高相当額 

104,763 1,774 352,325 458,862

 

 
機械 
及び 
装置 

車両 
及び 

運搬具 

器具 
及び 
備品 

合計 

取得価額 
相当額 

368,372 2,322 450,170 820,865

減価償却 
累計額 
相当額 

244,764 354 123,532 368,651

期末残高 
相当額 

123,608 1,967 326,637 452,213

 
②未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 97,496千円

１年超 392,511千円

 計 490,007千円

 
 

②未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 107,313千円

１年超 369,379千円

 計 476,693千円
 

②未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 104,041千円

１年超 366,908千円

 計 470,949千円
 

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 57,732千円

減価償却費相当額 48,207千円

支払利息相当額 9,299千円

 
 

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 65,887千円

減価償却費相当額 55,352千円

支払利息相当額 8,833千円

 
 

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 116,724千円 

減価償却費相当額 97,537千円 

支払利息相当額 18,174千円 
 

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。 

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 

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 

   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。 

 

  利息相当額の算定方法 

   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 

（借主側） 

未経過リース料 

１年以内 301,061千円

１年超 2,107,775千円

 計 2,408,836千円
 

２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

未経過リース料 

１年以内 100,590千円

１年超 565,274千円

 計 665,864千円
 

２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

未経過リース料 

１年以内 294,547千円

１年超 1,963,039千円

 計 2,257,586千円
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年７月31日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 

区分 中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

時価(千円) 差額(千円) 

国債 9,998 9,999 0 

合計 9,998 9,999 0 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 取得原価(千円) 中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

株式 156,669 121,079 △35,590 

合計 156,669 121,079 △35,590 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 中間連結貸借対照表計上額 
(千円) 

その他有価証券 
 非上場株式 

30,847 

合計 30,847 

 

当中間連結会計期間末(平成18年７月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 取得原価(千円) 中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

株式 160,982 146,708 △14,274 

合計 160,982 146,708 △14,274 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 中間連結貸借対照表計上額 
(千円) 

その他有価証券 
 非上場株式 

30,847 

合計 30,847 
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前連結会計年度末(平成18年１月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 取得原価(千円) 連結決算日における連結
貸借対照表計上額(千円) 

差額(千円) 

株式 156,669 155,379 △1,290 

合計 156,669 155,379 △1,290 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 連結貸借対照表計上額 
(千円) 

その他有価証券 
 非上場株式 

30,847 

合計 30,847 

 



ファイル名:080_0544200661810 更新日時:06/09/18 12:00 印刷日時:06/09/19 12:37 

― 28 ― 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年７月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間末(平成18年７月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度末(平成18年１月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

 事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成17年２月１日 至 平成17年７月31日)、当中間連結会計期間(自 平

成18年２月１日 至 平成18年７月31日)及び前連結会計年度(自 平成17年２月１日 至 平成18

年１月31日) 

当社グループは、商品の種類、販売市場の類似性から判断して、単一の事業であるため、該当事

項はありません。 

 

 所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成17年２月１日 至 平成17年７月31日)、当中間連結会計期間(自 平

成18年２月１日 至 平成18年７月31日)及び前連結会計年度(自 平成17年２月１日 至 平成18

年１月31日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 海外売上高 

前中間連結会計期間(自 平成17年２月１日 至 平成17年７月31日)、当中間連結会計期間(自 平

成18年２月１日 至 平成18年７月31日)及び前連結会計年度(自 平成17年２月１日 至 平成18

年１月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 

(ストック・オプション関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日) 

 該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前連結会計年度 
(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   677円29銭 １株当たり純資産額   731円52銭 １株当たり純資産額   692円44銭 

１株当たり中間純損失  ４円49銭 １株当たり中間純利益  45円73銭 １株当たり当期純利益  ８円45銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益は、潜在株式が存在しな

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

中間純利益は、潜在株式が存在しな

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

当期純利益は、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 

（注）算定上の基礎 

１.１株当たり純資産額 

項目 
前中間連結会計期間末 
(平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年７月31日) 

前連結会計年度末 
(平成18年１月31日) 

純資産の部の合計額(千円) ― 7,063,841 ― 

純資産の部の合計額から控除する金

額(千円) 
― 28,886 ― 

（うち少数株主持分） （―） （28,886） （―）

普通株式に係る中間期末(期末)の純

資産額(千円) 
― 7,034,955 ― 

普通株式の発行済株式数(株) ― 9,645,216 ― 

普通株式の自己株式数(株) ― 28,394 ― 

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数(株) 
― 9,616,822 ― 

 

２.１株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月１日 

 至 平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年２月１日 

 至 平成18年７月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年２月１日 

 至 平成18年１月31日) 
中間連結損益計算書上の中間(当期)

純利益又は中間純損失(△)(千円) 
△43,282 439,934 81,405 

普通株式に係る中間(当期)純利益 

又は中間純損失(△)(千円) 
△43,282 439,934 81,405 

普通株式に帰属しない金額の主要な

内訳(千円) 
― ― ― 

普通株式の期中平均株式数(株) 9,624,514 9,619,672 9,623,062 
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(重要な後発事象) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

（訴訟に関する事項） 

 かねいち㈱より提訴されていた未

払賃料等請求訴訟に関し、平成16年

９月28日、第一審判決（認容額

300,000千円）が出されましたが、

原告の主張の正当性には疑義があ

り、判決の取り消しを求めて控訴し

ておりましたところ、平成17年８月

24日、控訴審の判決があり、原判決

の取り消しと、被控訴人（かねいち

㈱）の附帯控訴請求（209,376千

円）の棄却が言い渡されました。 

該当事項はありません。 （固定資産の取得及び資金調達） 

 連結子会社㈱北長野ショッピング

センターは、同社が賃貸人かねいち

㈱より賃借していた店舗建物及び同

敷地が競売に付されたことに伴い、

平成18年１月17日開催の取締役会に

おいて当該物件を買受けることを決

議し、平成18年２月15日付で買受代

金1,710,000千円を納付し、当該物

件を取得しました。同社は賃貸人に

対し敷金660,000千円を差入れてい

たため、上記買受代金の納付及び当

該敷金の振替により、有形固定資産

が 当 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ 、

2,370,000千円増加いたしました。 

 また、当該連結子会社は、平成18

年２月10日開催の取締役会決議に基

づき、当該物件の取得資金として

1,800,000千円の銀行借入を平成18

年２月14日付で実行いたしました。 

 なお、リース取引関係の注記にお

ける、オペレーティング・リース取

引の未経過リース料のうち、

2,082,466千円は当該物件に係るも

のであります。 
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 販 売 の 状 況  
 当社及び連結子会社は、一般消費者を対象とする店頭販売を事業の内容としており、また、商品の種類、販売市場の類

似性から判断して、単一の事業であります。 
 なお、商品別の売上高は、次のとおりであります。 

(単位：千円) 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 商品別 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

  %  %  % 

衣料品 4,518,063 37.6 4,631,610 37.5 9,111,422 35.9 

身廻り品 901,877 7.5 1,020,210 8.3 1,923,041 7.6 

雑貨 1,504,168 12.5 1,607,273 13.0 3,698,822 14.5 

家庭用品 607,694 5.1 617,109 5.0 1,168,237 4.6 

食料品 3,659,916 30.4 3,688,578 29.8 7,755,154 30.5 

食堂・喫茶 319,790 2.7 313,209 2.5 654,008 2.6 

その他 511,981 4.2 486,241 3.9 1,093,238 4.3 

計 12,023,492 100.0 12,364,233 100.0 25,403,925 100.0 

（注）1．売上高は、連結会社間の内部売上高を控除しております。 

    2．売上高には、消費税等は含まれておりません。 
 


