
 

 

 

平成１９年２月期   個別中間財務諸表の概要       平成１８年１０月３日 

上 場会社 名 株式会社 ダイユーエイト 上場取引所 JASDAQ 

コ ード番 号 ２６６２ 本社所在都道府県 福島県 

（ＵＲＬ http://www.daiyu8.co.jp） 

代 表 者  役 職 名 代表取締役社長 

  氏 名 浅倉 俊一 

問合せ先責任者  役 職 名 取締役管理統括部長 ＴＥＬ（024）545－2215 

              兼財務部長 

  氏 名 石黒 隆 

決算取締役会開催日  平成18年10月３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100株） 

 

１．18年８月中間期の業績（平成18年２月21日～平成18年８月20日） 

(1) 経営成績 （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 

 

18年８月中間期 

17年８月中間期 

百万円   ％ 

11,543（   2.5） 

11,259（   6.6） 

百万円   ％ 

442（  55.8） 

283（ 161.0） 

百万円   ％ 

372（  87.1） 

199（ 287.8） 

18年２月期 23,550（   9.3） 666（  76.3） 520（ 111.7） 

 

 
中間(当期)純利益 

１株当たり 
中間(当期)純利益 

 

 

18年８月中間期 

17年８月中間期 

百万円   ％ 

158（  72.3） 

91（  ―） 

円  銭 

30  54 

18  51 

 

18年２月期 314（ 264.8） 60  27  

(注) ①期中平均株式数 18年８月中間期 5,179,381株 17年８月中間期 4,960,104株 18年２月期 4,993,636株 

   ②会計処理の方法の変更   有 

   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 （百万円未満切捨） 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

18年８月中間期 

17年８月中間期 

百万円 

19,235 

18,927 

百万円 

2,243 

1,859 

％ 

11.7 

9.8 

円  銭 

431  51 

373  29 

18年２月期 19,312 2,160 11.2 417  72 

(注) ①期末発行済株式数18年８月中間期 5,198,000株 17年８月中間期 4,982,000株 18年２月期 5,140,000株 

   ②期末自己株式数  18年８月中間期 ― 株 17年８月中間期 ― 株 18年２月期 ― 株 

 

２．19年２月期の業績予想（平成18年２月21日～平成19年２月20日） 

                             （百万円未満切捨） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 

通 期 

百万円 

23,700 

百万円 

690 

百万円 

340 

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）  65円41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 

19年２月期 ― 15.00 15.00 

19年２月期（実績） ― ― 

19年２月期（予想） ― 15.00 
15.00 

 

※ 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。 

  なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の７ページを参照して下さい。 
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６．【中間財務諸表等】 

(1)【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８月20日) 

当中間会計期間末 

(平成18年８月20日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年２月20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 ※３ 1,217,600 902,666 1,177,285 

２ 売掛金  169,636 157,955 110,419 

３ たな卸資産  4,180,116 4,254,290 4,330,942 

４ 繰延税金資産  40,711 48,338 62,952 

５ その他  180,202 215,480 219,584 

 貸倒引当金  △1,728 △540 △1,320 

流動資産合計   5,786,540 30.6 5,578,192 29.0  5,899,865 30.6

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※2、3 6,738,976 6,969,997 6,876,628 

(2) 土地 ※３ 2,052,303 2,069,303 2,069,303 

(3) その他  995,152 1,056,569 974,358 

有形固定資産合計  9,786,432 10,095,870 9,920,289 

２ 無形固定資産  829,218 981,876 993,403 

３ 投資その他の資産    

(1) 敷金・保証金 ※３ 1,381,219 1,368,166 1,382,793 

(2) 繰延税金資産  39,682 86,779 43,044 

(3) その他 ※３ 1,109,938 1,129,650 1,077,491 

貸倒引当金  △5,523 △4,750 △4,750 

投資その他の資産 

合計 
 2,525,316 2,579,845 2,498,580 

固定資産合計   13,140,967 69.4 13,657,592 71.0  13,412,272 69.4

資産合計   18,927,507 100.0 19,235,784 100.0  19,312,138 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年８月20日) 

当中間会計期間末 

(平成18年８月20日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年２月20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  1,695,579 1,836,487 2,928,391 

２ 買掛金  2,607,322 2,443,017 1,068,734 

３ 短期借入金 ※３ 1,142,000 1,282,000 2,302,000 

４ １年以内返済予定 

  長期借入金 
※３ 1,836,767 1,459,928 1,569,048 

５ １年以内償還予定 

  社債 
 180,000 670,000 580,000 

６ 未払法人税等  71,637 172,359 198,940 

７ 設備支払手形  996,120 272,290 351,019 

８ その他 ※６ 901,142 1,241,403 755,304 

流動負債合計   9,430,569 49.8 9,377,487 48.7  9,753,439 50.5

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  1,750,000 1,680,000 1,260,000 

２ 新株予約権付社債  270,000 270,000 270,000 

３ 長期借入金 ※３ 3,969,538 4,003,469 4,218,470 

４ 退職給付引当金  40,394 63,340 51,581 

５ 役員退職慰労引当金  91,002 98,292 94,705 

６ 子会社損失引当金  ― 38,000 15,000 

７ 預り保証金 ※３ 1,190,124 1,178,400 1,187,388 

８ その他  326,102 283,789 301,085 

固定負債合計   7,637,162 40.4 7,615,292 39.6  7,398,230 38.3

負債合計   17,067,731 90.2 16,992,780 88.3  17,151,670 88.8

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   457,084 2.4 ― ―  492,902 2.6

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  378,792 ― 414,466 

資本剰余金合計   378,792 2.0 ― ―  414,466 2.1

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  16,772 ― 16,772 

２ 任意積立金  853,000 ― 853,000 

３ 中間(当期)未処分利益  139,155 ― 361,683 

利益剰余金合計   1,008,927 5.3 ― ―  1,231,455 6.4

Ⅳ その他有価証券評価 

  差額金 
  14,972 0.1 ― ―  21,643 0.1

資本合計   1,859,776 9.8 ― ―  2,160,467 11.2

負債資本合計   18,927,507 100.0 ― ―  19,312,138 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年８月20日) 

当中間会計期間末 

(平成18年８月20日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年２月20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   ― ― 505,937 2.6  ― ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 427,446 ― 

資本剰余金合計   ― ― 427,446 2.2  ― ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 16,772 ― 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 1,053,000 ― 

繰越利益剰余金  ― 229,363 ― 

利益剰余金合計   ― ― 1,299,135 6.8  ― ―

株主資本合計   ― ― 2,232,518 11.6  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― 12,123 0.1  ― ―

２ 繰延ヘッジ損益   ― ― △1,638 0.0  ― ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 10,484 0.1  ― ―

純資産合計   ― ― 2,243,003 11.7  ― ―

負債純資産合計   ― ― 19,235,784 100.0  ― ―
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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21日 

至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 

至 平成18年８月20日) 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成17年２月21日 

至 平成18年２月20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   11,259,116 100.0 11,543,645 100.0  23,550,109 100.0

Ⅱ 売上原価   8,276,927 73.5 8,265,524 71.6  17,341,609 73.6

売上総利益   2,982,189 26.5 3,278,121 28.4  6,208,499 26.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,698,255 24.0 2,835,693 24.6  5,542,439 23.6

営業利益   283,933 2.5 442,427 3.8  666,060 2.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  59,654 0.5 72,515 0.6  136,929 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２  144,558 1.2 142,521 1.2  282,915 1.2

経常利益   199,030 1.8 372,422 3.2  520,073 2.2

Ⅵ 特別利益 ※３  21,376 0.1 51,611 0.5  89,306 0.4

Ⅶ 特別損失 ※4.6  47,506 0.4 124,618 1.1  51,303 0.2

税引前中間(当期) 
純利益 

  172,900 1.5 299,415 2.6  558,076 2.4

法人税、住民税 

及び事業税 
 63,824 162,943 256,523 

法人税等調整額  17,283 81,107 0.7 △21,681 141,261 1.2 △12,767 243,755 1.1

中間(当期)純利益   91,792 0.8 158,153 1.4  314,321 1.3

前期繰越利益   17,916 ―  17,916

合併による 

未処分利益受入額 
  29,445 ―  29,445

中間(当期)未処分利益   139,155 ―  361,683
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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21日 至 平成18年８月20日) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年２月20日残高(千円) 492,902 414,466 414,466 

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 13,035 12,980 12,980 

 剰余金の配当  

 利益処分による役員賞与  

 利益処分による積立額  

 中間純利益  

 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) 13,035 12,980 12,980 

平成18年８月20日残高(千円) 505,937 427,446 427,446 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計 
株主資本合計 

平成18年２月20日残高(千円) 16,772 853,000 361,683 1,231,455 2,138,823 

中間会計期間中の変動額   

 新株の発行  26,015 

 剰余金の配当 △77,100 △77,100 △77,100 

 利益処分による役員賞与 △13,374 △13,374 △13,374 

 利益処分による積立額 200,000 △200,000 ― ― 

 中間純利益 158,153 158,153 158,153 

 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) ― 200,000 △132,320 67,679 93,694 

平成18年８月20日残高(千円) 16,772 1,053,000 229,363 1,299,135 2,232,518 

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年２月20日残高(千円) 21,643 ― 21,643 2,160,467

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行  26,015

 剰余金の配当  △77,100

 利益処分による役員賞与  △13,374

 利益処分による積立額  ―

 中間純利益  158,153

 株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額(純額) 
△9,519 △1,638 △11,158 △11,158

中間会計期間中の変動額合計(千円) △9,519 △1,638 △11,158 82,535

平成18年８月20日残高(千円) 12,123 △1,638 10,484 2,243,003
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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21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) たな卸資産 

商品 売価還元法によ

る原価法 

貯蔵品 終仕入原価法

による原価法 
 

(1) たな卸資産 

商品 同左 

 

貯蔵品 同左 

 
 

(1) たな卸資産 

商品 同左 

 

貯蔵品 同左 

 
 

 (2) 有価証券 

 子会社株式 

  移動平均法による原価

法 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間期末日の市場価

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、売却原価は移動

平均法により算定) 

(2) 有価証券 

 子会社株式 

   同左 

 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間期末日の市場価

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、売却原価は移動

平均法により算定) 

(2) 有価証券 

 子会社株式 

   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） 

   時価のないもの 

   移動平均法による原

価法 

  時価のないもの 

   同左 

 

  時価のないもの 

   同左 

 

 (3) デリバティブ 

  時価法 

(3) デリバティブ 

   同左 

(3) デリバティブ 

   同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  有形固定資産の減価償

却については、建物(付属

設備を除く)は定額法、建

物以外については定率法

によっております。なお、

取得価額が10万円以上20

万円未満の資産について

は、３年間で均等償却す

る方法を採用しておりま

す。 

  なお、主な耐用年数は

次のとおりです。 

 ・建物及び構築物 

６年～39年

 ・車両運搬具 

３〃～６〃

 ・工具器具及び備品 

５〃～20〃

(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 

  定額法を採用しており

ます。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

額法を採用しておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

   同左 

(2) 無形固定資産 

   同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

３ 繰延資産の処理方

法 

(1) 新株発行費 

  支出時に全額費用とし

て処理しております。

(2) 社債発行費 

  支出時に全額費用とし

て処理しております。

(1) 新株発行費 

   同左 

 

(2) 社債発行費 

   同左 

(1) 新株発行費 

   同左 

 

(2) 社債発行費 

   同左 

 

 

４ 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

に回収可能性を勘案し、

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 

 (2) 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。 

  過去勤務債務は、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

発生の事業年度から費用

処理しております。 

(2) 退職給付引当金 

   同左 

(2) 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。 

  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。 

  過去勤務債務は、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

発生の事業年度から費用

処理しております。 

 (3) 役員退職慰労引当金 

  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

を計上しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

    同左 

(3) 役員退職慰労引当金 

  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計

上しております。 

 ―――――――――― (4) 子会社損失引当金 

  子会社の事業に伴う損

失に備えるため、子会社

の債務超過額の内、当社

の損失負担見込額を計上

しております。 

(4) 子会社損失引当金 

    同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

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 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  原則として繰延ヘッジ

処理によっております。

なお、金利スワップにつ

いては、特例処理の要件

を満たしている場合には

特例処理によっておりま

す。 

(1) ヘッジ会計の方法 

   同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

   同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  当中間会計期間にヘッ

ジ会計を適用したヘッジ

手段とヘッジ対象は以下

のとおりであります。 

  ヘッジ手段 

  …金利キャップ及び金

利スワップ 

  ヘッジ対象 

  …借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

   同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  当事業年度にヘッジ会

計を適用したヘッジ手段と

ヘッジ対象は以下のとおり

であります。 

  ヘッジ手段 

  …金利キャップ及び金

利スワップ 

  ヘッジ対象 

  …借入金 

 (3) ヘッジ方針 

  リスク管理規程に基づ

き、ヘッジ対象に係る金

利変動リスクを一定の範

囲内でヘッジしておりま

す。 

(3) ヘッジ方針 

   同左 

(3) ヘッジ方針 

   同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方

法 

  ヘッジ対象及びヘッジ

手段のキャッシュ・フロ

ー変動の累計を半期ごと

に比較し、両者の変動額

等を基礎にして、ヘッジ

有効性を評価しておりま

す。ただし、特例処理に

よっている金利スワップ

については、有効性の評

価を省略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

   同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

   同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

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 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方式

によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

会計処理の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

―――――――――― 

 

（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）

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2,244,642千円で

あります。 

 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。 

 

―――――――――― 

 

―――――――――― 

 

（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

86,187千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。 

―――――――――― 
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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21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

 従来、固定負債の「その他」に含めて表示し

ていた預り保証金は、負債、資本合計額の100

分の5を超えることとなったため区分掲記しま

した。 

 なお、前中間会計期間における固定負債の

「その他」に含まれている預り保証金の金額

は、821,126千円であります。 

 

―――――――――― 

 

 

追加情報 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

 「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8,302千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益が同額減

少しております。 

――――――――――  「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17,365千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が同額

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) 

項目 
前中間会計期間末 
(平成17年８月20日) 

当中間会計期間末 
(平成18年８月20日) 

前事業年度末 
(平成18年２月20日) 

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 
3,809,328千円 4,286,063千円 4,095,757千円

※２ 固定資産の取得

価額から控除した

圧縮記帳額 

 

   建物     42,450千円

 

   建物     42,450千円    建物     42,450千円

※３ 担保資産 (1) 担保差入資産 

銀行預金 335,180千円

投資有価 

証券 
59,483 〃

建物 4,594,718 〃

土地 2,008,905 〃

敷金・ 

保証金 
229,800 〃

計 7,228,086千円
 

(1) 担保差入資産 

銀行預金 335,168千円

投資有価 

証券 
66,801 〃

建物 5,442,791 〃

土地 2,008,905 〃

敷金・ 

保証金 
211,000 〃

計 8,064,666千円
 

(1) 担保差入資産 

銀行預金 335,156千円

投資有価 

証券 
72,975 〃

建物 5,271,903 〃

土地 2,008,905 〃

敷金・ 

保証金 
214,000 〃

計 7,902,939千円
 

 (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 702,000千円

１年内返済 

予定長期借 

入金 

1,492,888 〃

長期借入金 3,665,475 〃

預り保証金  250,896 〃

計 6,111,259千円
 

(2) 上記に対応する債務 

短期借入金 902,000千円

１年内返済

予定長期借

入金 

1,224,843 〃

長期借入金 3,746,020 〃

預り保証金  240,435 〃

保証委託並

びに保証契

約書に基づ

く求償債務

660,000 〃

計 6,773,300千円
 

(2) 上記に対応する債務 

短期借入金 1,387,312千円

１年内返済 

予定長期借 

入金 

1,346,265 〃

長期借入金 3,927,517 〃

預り保証金  245,686 〃

保証委託並

びに保証契

約書に基づ

く求償債務 

380,000 〃

 計 7,286,781千円
 

 (3) 取引先保証金の代用と

して供している資産 

銀行預金 45,000千円

投資有価 

証券 
2,060千円

 

(3) 取引先保証金の代用と

して供している資産 

銀行預金 45,000千円

投資有価 

証券 
2,315千円

 

(3) 取引先保証金の代用と

して供している資産 

銀行預金 45,000千円

投資有価 

証券 
2,325千円

 
 ４ 保証債務   関係会社のリース契約

に対して連帯保証を行っ

ております。当中間会計

期間末の当該リース契約

の 未 経 過 リ ー ス 料 は

54,120千円であります。

 

  株式会社エイトフーズ

のリース契約に対して

連帯保証を行っており

ます。当中間会計期間末

の当該リース契約の未

経過リース料は70,950

千円であります。 

  株式会社エイトフーズ

のリース契約に対して連

帯保証を行っておりま

す。当事業年度末の当該

リース契約の未経過リー

ス料は、88,950千円であ

ります。 
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前中間会計期間末 
(平成17年８月20日) 

当中間会計期間末 
(平成18年８月20日) 

前事業年度末 
(平成18年２月20日) 

 ５ 当座貸越契約及

びシンジケートロ

ーン契約 

  当社は、金融機関との

間に運転資金の調達のた

め及び新規出店資金調達

のため、当座貸越契約及

びシンジケートローン契

約を締結しております。

これら契約に基づく当中

間会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであ

ります。 

当座貸越 

極度額 

及びシンジ 

ケートロー 

ン契約総額 

5,400,000千円

借入実行残 

高 
3,100,000 〃

差引額 2,300,000千円
 

  当社は、金融機関との

間に運転資金の調達のた

め及び新規出店資金調達

のため、当座貸越契約及

びシンジケートローン契

約を締結しております。

これら契約に基づく当中

間会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであ

ります。 

当座貸越 

極度額 

及びシンジ

ケートロー

ン契約総額

4,400,000千円

借入実行残

高 
2,610,000 〃

差引額 1,790,000千円
 

  当社は、金融機関との

間に運転資金の調達のた

め及び新規出店資金調達

のため、当座貸越契約及

びシンジケートローン契

約を締結しております。

これら契約に基づく当事

業年度末の借入未実行残

高は次のとおりでありま

す。  

当座貸越 

極度額 

及びシンジ

ケートロー

ン契約総額 

5,700,000千円

借入実行残 

高 
4,320,000 〃

差引額 1,380,000千円
 

※６ 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

流動負債の「その他」に

含めて表示しておりま

す。 

    同左 ―――――― 

 

 

(中間損益計算書関係) 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

※１ 営業外収益のう

ち主要なもの 

仕入割引 4,017千円

受取手数料 29,803 〃

経営指導料 11,700 〃
 

受取手数料 32,012千円

経営指導料 13,830 〃

原子力給付金 10,468 〃
 

仕入割引 8,513千円

受取手数料 60,700 〃

経営指導料 25,220 〃
 

※２ 営業外費用のう

ち主要なもの 

支払利息 107,794千円
 

支払利息 99,529千円

社債発行費 14,899 〃
 

支払利息 210,159千円
 

※３ 特別利益のうち

主要なもの 

確定拠出年金制度

への移行に伴う利

益 
9,867千円

 

―――――――――― 
確定拠出年金制度

への移行に伴う利

益 
9,867千円

 
※４ 特別損失のうち

主要なもの 

投資有価証券評価

損 11,397千円
 

減損損失 86,187千円
 

―――――――――― 

 ５ 減価償却実施額 有形固定資産 256,084千円

無形固定資産 3,037 〃
 

有形固定資産 263,083千円

無形固定資産 2,592 〃
 

有形固定資産 545,117千円

無形固定資産 6,029 〃
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

※６ 減損損失 ――――――――――    当中間会計期間にお

いて、当社は以下の資

産について減損損失を

計上しております。 

用途 種類 場所

主として店

舗用資産 

建物、構

築物、借

地権等 
福島県

遊休資産 構築物等 宮城県

   当社は、事業用資産

においては事業区分を

もとに概ね独立したキ

ャッシュ・フローを生

み出す 小単位毎に、

また遊休資産について

は個別物件単位で資産

のグルーピングをして

おります。 

   営業活動による損益

の著しい下落または賃

貸料水準の著しい下落

により収益性の著しく

低下している資産グル

ープ及び地価の下落し

ている遊休資産につい

て減損損失を認識し、

各々の帳簿価額を回収

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。その内

訳は建物30,153千円、

構築物37,001千円、借

地権等19,033千円であ

ります。 

   なお、当該資産また

は資産グループの回収

可能価額は、正味売却

価額（不動産鑑定士に

よる鑑定評価額または

相続税評価額等をもと

にした評価額）により

測定しております。 

 

―――――――――― 

 

(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21日  至 平成18年８月20日） 

自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 
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(リース取引関係) 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20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 

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 

 

 

 
取得価額 
相当額 

 
(千円)  

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高
相当額
(千円)

建物 83,783 39,896 43,886

機械及び 
装置 

8,939 7,904 1,035

工具、 
器具 
及び備品 

1,812,718 1,110,188 702,529

ソフトウ
ェア 

76,665 21,921 54,744

合計 1,982,106 1,179,910 802,195

 

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)

中間期末
残高
相当額
(千円)

建物 83,783 51,865 31,917

機械及び
装置 

8,939 8,823 116

工具、
器具 
及び備品

1,628,822 1,062,367 566,455

ソフトウ
ェア 

78,270 35,763 42,506

合計 1,799,815 1,158,819 640,995

 

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 

 
(千円)  

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

期末
残高
相当額
(千円)

建物 83,783 45,881 37,901

機械及び 
装置 

8,939 8,474 464

工具、 
器具 
及び備品 

1,925,495 1,274,721 650,773

ソフトウ
ェア 

69,590 28,370 41,219

合計 2,087,808 1,357,447 730,360

 ２ 未経過リース料中間期
末残高相当額 

 
 

１年内 319,241千円

１年超 498,002 〃

合計 817,243千円
 

２ 未経過リース料中間期
末残高相当額及びリース
資産減損勘定中間期末残
高 

１年内 261,260千円

１年超 385,764 〃

合計 647,025千円
 

２ 未経過リース料期末残
高相当額 

 
 

１年内 289,569千円

１年超 452,190 〃

合計 741,760千円

 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 
192,546千円

減価償却費 

相当額 
183,509 〃

支払利息 

相当額 
4,519 〃

 

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
の金額 

支払リース

料 
162,383千円

減価償却費

相当額 
154,699 〃

支払利息 

相当額 
2,797 〃

 

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 
375,777千円

減価償却費 

相当額 
359,463 〃

支払利息 

相当額 
8,123 〃

 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

います。 

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、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い

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 

  （減損損失について） 

 リース資産に配分された

減損損失はありません。 

 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年８月20日現在)、当中間会計期間末(平成18年８月20日現在)及び前事

業年度末(平成18年２月20日現在)のいずれにおいても、子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21日 
   至 平成17年８月20日） 

当中間会計期間 
  （自 平成18年２月21日 
   至 平成18年８月20日） 

前事業年度 
  （自 平成17年２月21日 
   至 平成18年２月20日） 

１株当たり純資産額   373円29銭 １株当たり純資産額   431円51銭 １株当たり純資産額   417円72銭

１株当たり中間純利益   18円50銭 １株当たり中間純利益   30円53銭 １株当たり当期純利益   60円26銭

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益 

             17円03銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益 

             28円37銭

 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益 

             55円13銭

(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８月20日）

当中間会計期間末 

（平成18年８月20日） 

前事業年度末 

（平成18年２月20日）

中間貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） ― 2,243,003 ― 

普通株式に係る純資産額（千円）  2,243,003 ― 

普通株式の発行済株式数（千株） ― 5,198 ― 

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数（千株） ― 5,198 ― 

 

２． 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 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年２月21日

  至 平成17年８月20日）

当中間会計期間 

（自 平成18年２月21日 

  至 平成18年８月20日）

前事業年度 

（自 平成17年２月21日

  至 平成18年２月20日）

中間損益計算書上の中間（当期）純利益（千円） 91,792 158,153 314,321 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 91,792 158,153 300,947 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳（千円）    

 利益処分による役員賞与金 ― ― 13,374 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 13,374 

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,960 5,179 4,993 

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定に用い

られた中間（当期）純利益調整額の主要な内訳（千円） 
   

 支払利息（税額相当額控除後） 1,052 1,755 2,105 

中間（当期）純利益調整額（千円） 1,052 1,755 2,105 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定に用

いられた普通株式増加数の主要な内訳（千株） 
   

 転換社債 ― ― 434 

 新株引受権 52 9 59 

 新株予約権 437 447 9 

普通株式増加数（千株） 489 457 502 

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)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 
― ― ― 
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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21日 
至 平成17年８月20日） 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日） 

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日） 

 平成17年８月31日開催の当社取締

役会において、昨今のリフォーム需

要の拡大に伴い顧客ニーズの多様化

に対応するためリフォームを主とす

る子会社設立を決議しました。 

 主な概要は次のとおりです。 

１．子会社の設立 

①商号   株式会社ダイユーエ

イト・ホームサービ

ス 

②本店所在地 

 福島県福島市太平寺字堰ノ上58

番地 

③設立   平成17年９月28日 

④事業内容 増改築、修繕工事の

施工、管理及び請負 

⑤資本金  10,000千円 

⑥出資比率 100％ 

―――――――――― ―――――――――― 

 

――――――――――  平成18年９月５日開催の当社取締

役会において決議しました社債発行

を下記要領で行いました。 

１．第８回無担保社債 

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行保証

付及び適格機関投資家限定 

①社債の総額 金４億円 

②利率    1.220％（固定） 

③発行金額  額面100円につき

金100円 

④償還金額  額面100円につき

金100円 

⑤償還期日  平成23年９月22日

⑥払込期日  平成18年９月25日

⑦保証人   株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行 

 

―――――――――― 
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