
 
平成１９年１月期 個別中間財務諸表の概要 

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 経理統括ﾏﾈｼﾞｬｰ 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       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                              （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 10,520 (  3.3) 179 ( 187.9) 125 ( 455.5) 

17 年 7 月中間期 10,180 (△ 4.1) 62 (△67.2) 22 (△83.3) 

18 年 1 月期 21,643 244 199 
 
 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 26 (  ―) 2 74  

17 年 7 月中間期 △15 (  ―) △1 64  

18 年 1 月期 101 10 52  
(注)１．期中平均株式数 

      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 
   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 18,449 6,894 37.4 716 89 

17 年 7 月中間期 18,229 6,797 37.3 706 44 

18 年 1 月期 18,415 6,934 37.7 720 81 
(注)１．期末発行済株式数 
      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 

   ２．期末自己株式数 

      18 年 7 月中間期   28,394 株 17 年 7 月中間期   22,434 株 18 年 1 月期   24,314 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 22,120 357 220 
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）22 円 95 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  6.00 6.00 

19 年 1 月期(実績)   

19 年 1 月期(予想)  6.00 
6.00 

 

(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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  個別中間財務諸表等 

  中間財務諸表 

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(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   1,022,361   1,241,408   1,154,213  

  ２ 受取手形 ※１  11,160   8,702   90,119  

  ３ 売掛金   1,277,710   1,264,711   1,082,665  

  ４ たな卸資産   1,266,614   1,146,931   1,199,500  

  ５ 繰延税金資産   102,430   87,071   148,054  

  ６ その他 ※３  164,340   132,902   104,538  

  ７ 貸倒引当金   △21,623   △22,354   △16,506  

    流動資産合計   3,822,995 21.0  3,859,374 20.9  3,762,584 20.4 

Ⅱ 固定資産           

 (1) 有形固定資産           

  １ 建物 
※２ 
※３ 

3,680,235   4,540,199   4,562,612   

  ２ 土地 ※３ 8,534,730   8,441,113   8,464,638   

  ３ その他 ※２ 636,002   114,023   174,156   

    有形固定資産合計   12,850,968 70.5  13,095,336 71.0  13,201,407 71.7 

 (2) 無形固定資産           

  １ ソフトウェア  22,556   13,303   17,115   

  ２ その他  6,364   6,467   6,467   

    無形固定資産合計   28,920 0.1  19,771 0.1  23,583 0.1 

 (3) 投資その他の資産           

  １ 敷金及び保証金 ※３  540,894   546,856   513,737  

  ２ 繰延税金資産   467,629   379,244   366,089  

  ３ その他 ※３  799,996   826,513   825,250  

  ４ 投資損失引当金   △251,300   △251,300   △251,300  

  ５ 貸倒引当金   △30,760   △26,260   △26,260  

    投資その他の資産 
    合計 

  1,526,460 8.4  1,475,053 8.0  1,427,517 7.8 

    固定資産合計   14,406,349 79.0  14,590,161 79.1  14,652,508 79.6 

    資産合計   18,229,345 100.0  18,449,535 100.0  18,415,093 100.0 
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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) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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 ※１  208,683   150,658   205,743  

 ２ 買掛金   1,385,527   1,433,039   1,211,891  

 ３ 短期借入金 ※３  3,717,360   3,949,160   3,860,160  

 ４ 未払法人税等   13,089   13,267   27,160  

 ５ 商品券勘定   1,069,249   1,003,333   1,006,299  

 ６ 預り金   946,231   957,542   900,382  

 ７ 賞与引当金   72,798   57,409   71,588  

 ８ その他 ※５  530,128   547,959   507,653  

   流動負債合計   7,943,068 43.6  8,112,370 44.0  7,790,878 42.3 

Ⅱ 固定負債           

 １ 長期借入金 ※３  2,488,120   2,460,960   2,742,040  

 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   754,577   717,797   701,645  

   固定負債合計   3,488,356 19.1  3,442,870 18.6  3,689,344 20.0 

   負債合計   11,431,425 62.7  11,555,240 62.6  11,480,223 62.3 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   2,368,299 13.0  ― ―  2,368,299 12.9 

Ⅱ 資本剰余金           

 １ 資本準備金  2,916,697   ―   2,916,697   

   資本剰余金合計   2,916,697 16.0  ― ―  2,916,697 15.8 

Ⅲ 利益剰余金           

 １ 利益準備金  148,786   ―   148,786   

 ２ 任意積立金  980,000   ―   980,000   

 ３ 中間未処分利益又は 
   当期未処分利益 

 49,980   ―   167,096   

   利益剰余金合計   1,178,767 6.5  ― ―  1,295,883 7.0 

Ⅳ 土地再評価差額金   362,408 2.0  ― ―  362,408 2.0 

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 △0.1  ― ―  △7,650 △0.0 

   資本合計   6,797,919 37.3  ― ―  6,934,869 37.7 

   負債資本合計   18,229,345 100.0  ― ―  18,415,093 100.0 
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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) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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 12.8  ―  

 (2) 資本剰余金           

  １ 資本準備金  ―   2,916,697   ―   

    資本剰余金合計   ―   2,916,697 15.8  ―  

 (3) 利益剰余金           

  １ 利益準備金  ―   148,786   ―   

  ２ その他利益剰余金           

    別途積立金  ―   1,020,000   ―   

    繰越利益剰余金  ―   68,526   ―   

    利益剰余金合計   ―   1,237,313 6.7  ―  

 (4) 自己株式   ―   △9,139 △0.0  ―  

    株主資本合計   ―   6,513,172 35.3  ―  

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 2.1  ―  

    評価・換算差額等 
    合計 

  ―   381,123 2.1  ―  

    純資産合計   ―   6,894,295 37.4  ―  

    負債純資産合計   ―   18,449,535 100.0  ―  
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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(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   10,180,947 100.0  10,520,032 100.0  21,643,934 100.0 

Ⅱ 売上原価   7,701,337 75.6  7,974,058 75.8  16,399,955 75.8 

   売上総利益   2,479,610 24.4  2,545,974 24.2  5,243,979 24.2 

Ⅲ その他の営業収入   98,768 0.9  61,023 0.6  157,217 0.7 

   営業総利益   2,578,379 25.3  2,606,998 24.8  5,401,196 24.9 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※１  2,516,118 24.7  2,427,755 23.1  5,156,621 23.8 

   営業利益   62,261 0.6  179,242 1.7  244,575 1.1 

Ⅴ 営業外収益 ※２  8,441 0.1  2,505 0.0  128,186 0.6 

Ⅵ 営業外費用 
※１

※３ 
 48,036 0.5  55,824 0.5  173,264 0.8 

   経常利益   22,666 0.2  125,923 1.2  199,497 0.9 

Ⅶ 特別利益 ※４  80,993 0.8  31,653 0.3  108,280 0.5 

Ⅷ 特別損失 ※５  115,021 1.1  56,548 0.5  156,842 0.7 

   税引前中間(当期) 
   純利益又は税引前 
   中間純損失(△) 

  △11,361 △0.1  101,029 1.0  150,935 0.7 

   法人税、住民税 
   及び事業税額 

 3,122   3,125   6,244   

   法人税等調整額  1,321 4,443 0.1 71,526 74,651 0.7 43,380 49,625 0.2 

   中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

  △15,805 △0.2  26,377 0.3  101,310 0.5 

   前期繰越利益   65,786   ―   65,786  

   中間(当期)未処分 
利益 

  49,980   ―   167,096  
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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 

別途積立金 
繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

平成18年１月31日残高(千円) 2,368,299 2,916,697 2,916,697 148,786 980,000 167,096 1,295,883 

中間会計期間中の変動額        

 別途積立金の積立     40,000 △40,000 ― 

 剰余金の配当      △57,725 △57,725 

 中間純利益      26,377 26,377 

 自己株式の取得        

 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) 

― ― ― ― 40,000 △98,569 △58,569 

平成18年７月31日残高(千円) 2,368,299 2,916,697 2,916,697 148,786 1,020,000 68,526 1,237,313 

 

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 

土地再評価 
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) △7,650 6,573,230 △769 362,408 361,639 6,934,869 

中間会計期間中の変動額       

 別途積立金の積立  ―    ― 

 剰余金の配当  △57,725    △57,725 

 中間純利益  26,377    26,377 

 自己株式の取得 △1,488 △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 

中間会計期間中の変動額(純額) 
 ― △7,738 27,222 19,483 19,483 

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
△1,488 △60,058 △7,738 27,222 19,483 △40,574 

平成18年７月31日残高(千円) △9,139 6,513,172 △8,507 389,630 381,123 6,894,295 
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中間財務諸表作成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 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

(1)有価証券 

①満期保有目的の債券 

償却原価法 

②子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

③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 

１ 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

(1) 有価証券 
―――――――――― 

 

①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

②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 

１ 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

(1)有価証券 

―――――――――― 

 

①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

②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) 

時価のないもの 

 同左 
(2)たな卸資産 

①商品 

売価還元法による原価法 

②貯蔵品 

先入先出法による原価法 

(2)たな卸資産 

①商品 

同左 

②貯蔵品 

同左 

(2)たな卸資産 

①商品 

同左 

②貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

①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 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

①建物及び構築物 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

①建物及び構築物 

同左 

②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。 

②その他の有形固定資産 

同左 

②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 
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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) 

３ 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 引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

同左 

(2)投資損失引当金 
子会社への投資に対する損失

に備えるため、子会社株式につ
いて当該子会社の財政状態を勘
案して、必要額を計上しており
ます。 

(2)投資損失引当金 
同左 

(2)投資損失引当金 
同左 

(3)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。 

(3)賞与引当金 

同左 

(3)賞与引当金 

同左 

(4)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。 

―――――――――― (4)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。 

 

(5)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期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。 

数理計算上の差異について

は、各期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、それぞれ発生の翌期より

費用処理しております。 

(4)退職給付引当金 

同左 

(5)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期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、当期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、各期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、それぞれ発生の翌期より

費用処理しております。 
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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) 

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。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

 

５ その他中間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 
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会計処理の変更 

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) 

―――――――――――― (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、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財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しております。 

 

―――――――――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間から「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。 

 これにより税引前中間純利益が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、改正後の中間財

務諸表等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。 

 

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） 

 前中間会計期間まで流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「預り金」は負債資本合計の100分

の５を超えたため、当中間会計期間より区分掲記して

おります。 

 なお、前中間会計期間の流動負債の「その他」に含

まれる「預り金」は913,461千円であります。 

―――――――――――― 
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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) 

（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、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、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「未払金」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日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間会計期間から「法

人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日 

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に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9,967千円増加し、営業利益及び

経常利益がそれぞれ同額減少し、税

引前中間純損失が同額増加しており

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日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年２月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第

12号）に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20,915千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引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 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、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間期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。 

受取手形 1,412千円

支払手形 2,393千円

  

※１ ―――――――――― ※１ ―――――――――― 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額       6,083,477千円 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額       6,248,372千円 

     

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額      6,143,568 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 3,492,357千円

土地 8,035,352千円

投資有価証券 52,950千円

 計 11,580,660千円
 

上記に対応する債務 

短期借入金 3,117,360千円

長期借入金 2,488,120千円

 計 5,605,480千円
 

※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 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
 

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
 

※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 3,654,704千円

土地 8,035,352千円

投資有価証券 67,950千円

 計 11,758,006千円
 

上記に対する債務 

短期借入金 3,240,160千円

長期借入金 2,667,040千円

 計 5,907,200千円
 

(2)宅地建物取引業法に伴う供託 

 流動資産「その他」に含まれる

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 

(1)「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。 

 

(2)子会社㈱北長野ショッピングセ

ンターの銀行借入金1,214,750

千 円 、 及 び 支 払 保 証 債 務

180,000千円に対して債務保証

を行っております。 

 

４ 偶発債務 

(1)「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。 

 

(2)子会社㈱北長野ショッピングセ

ンターの銀行借入金1,750,000

千円に対して債務保証を行って

おります。 

４ 偶発債務 

(1)「社員ローン規程」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。 

 

(2)子会社㈱北長野ショッピングセ

ンターの銀行借入金1,299,000   

千円に対して債務保証を行って

おります。 

※５ 消費税等の表示 

   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。 

※５ 消費税等の表示 

   同左 

※５ ―――――――――― 
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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 減価償却実施額 
有形固定資産 124,423千円 
無形固定資産 8,104千円 
 計 132,528千円 

  
 

※１ 減価償却実施額 
有形固定資産 144,735千円 
無形固定資産 4,724千円 
 計 149,460千円 

  
 

※１ 減価償却実施額 
有形固定資産 262,720千円 
無形固定資産 13,545千円 
 計 276,266千円 

  
 

※２ 営業外収益の主要項目 
受取利息 11千円 
受取配当金 859千円 

保険取扱手数料 849千円 
事業保険料満期

返戻金 
6,578千円 

 

※２ 営業外収益の主要項目 
受取利息 12千円 
受取配当金 859千円 

保険取扱手数料 819千円 
 

※２ 営業外収益の主要項目 
受取利息 3,233千円 
債務勘定整理益 112,590千円 

 

※３ 営業外費用の主要項目 
支払利息 47,491千円 

 

※３ 営業外費用の主要項目 
支払利息 46,109千円 

 

※３ 営業外費用の主要項目 
支払利息 97,489千円 
債務勘定整理益
繰戻損 

62,902千円 

  

※４ 特別利益の主要項目 

固定資産受贈益 67,493千円 
事業損失引当金
戻入益 

13,500千円 

   

※４ 特別利益の主要項目 

固定資産受贈益 31,653千円 
  

 

※４ 特別利益の主要項目 
固定資産受贈益 86,906千円 
事業損失引当金
戻入益 13,500千円 

 

※５ 特別損失の主要項目 

建物除却損 84,443千円 
器具及び備品 
除却損 

9,757千円 

役員退職慰労金 15,820千円 
 

※５ 特別損失の主要項目 

建物除却損 23,263千円 

商品評価損 14,161千円 
 

※５ 特別損失の主要項目 
建物除却損 122,226千円 
器具及び備品 
除却損 

9,757千円 

役員退職慰労金 15,820千円 
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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) 

※５ ―――――――――― ※５ 減損損失 
 当社は、以下の資産グループにつ
いて減損損失を計上しました。 

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。 

※５ ―――――――――― 
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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) 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

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。 
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(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期

末残高相当額 
 

  
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 
229,495 297,783 527,278

減価償却 
累計額 

相当額 

132,033 25,291 157,324

中間期末 
残高相当額 

97,462 272,491 369,953

 

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） 

 
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 

216,922 2,322 392,790 612,036

減価償却 
累計額 
相当額 

146,885 548 73,488 220,922

中間期末 
残高相当額 

70,037 1,774 319,301 391,113

 

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 
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 

227,172 2,322 327,279 556,774

減価償却 
累計額 
相当額 

144,646 354 42,692 187,692

期末残高 
相当額 

82,526 1,967 284,587 369,081

 

②未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 64,356千円 

１年超 316,498千円 

 計 380,854千円 

  
 

②未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 82,353千円 

１年超 318,305千円 

 計 400,658千円 

  
 

②未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 73,709千円 

１年超 304,487千円 

 計 378,196千円 
 

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 39,177千円

減価償却費相当額 32,824千円

支払利息相当額 6,832千円

  

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 47,332千円

減価償却費相当額 39,969千円

支払利息相当額 7,047千円
 

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 79,614千円

減価償却費相当額 66,771千円

支払利息相当額 13,573千円
 

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 91,834千円 

１年超 132,000千円 

 計 223,834千円 
 

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 173,566千円 

１年超 651,613千円 

 計 825,180千円 
 

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 149,005千円 

１年超 219,342千円 

 計 368,348千円 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年７月31日) 

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。 

 

当中間会計期間末(平成18年７月31日) 

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。 

 

前事業年度末(平成18年１月31日) 

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   706円44銭 １株当たり純資産額   716円89銭 １株当たり純資産額   720円81銭 

１株当たり中間純損失  1円64銭 １株当たり中間純利益   2円74銭 １株当たり当期純利益  10円52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) 

純資産の部の合計額(千円) ― 6,894,295 ― 

純資産の部の合計額から控除する金

額(千円) 
― ― ― 

普通株式に係る中間期末(期末)の純

資産額(千円) 
― 6,894,295 ― 

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) 
中間損益計算書上の中間(当期)純利

益又は中間純損失(△)(千円) 
△15,805 26,377 101,310 

普通株式に係る中間(当期)純利益 

又は中間純損失(△)(千円) 
△15,805 26,377 101,310 

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。 （債務保証） 

 当社は、平成18年２月11日開催の

取締役会において、連結子会社㈱北

長野ショッピングセンターの金融機

関からの資金の借入1,800,000千円

に対し、債務保証を行うことを決議

しました。 

 上記の資金の借入は、当該連結子

会社が、競売に付された同社が賃借

していた店舗建物及び同敷地を買受

けることを目的としたものであり、

平成18年２月14日付で実行されてお

ります。 

 

 

以 上 


