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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 

 

会社名     サンクスジャパン株式会社             上場取引所  ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号    ７５４８                      本社所在都道府県 佐賀県 
（ＵＲＬ http://www.ds-direx.co.jp） 
代 表 者   役職名 代表取締役社長   氏名 大嶌  秀昭 
問合せ先責任者    役職名 取締役経営企画室長 氏名 山口  克己   ＴＥＬ（０９５２）３２－６５１１  
決算取締役会開催日    平成１８年 10 月 3 日                    中間配当制度の有無   有 
中間配当支払開始日    平成 － 年  －月 －日         単元株制度採用の有無 有（1 単元 100 株） 
                          
１．平成 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                                                                   (百万円未満切捨て) 
    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   ％ 
    40,266    （5.0）  
     38,333    （6.6） 

     百万円   ％ 
      630     (△14.7)   
        738     （22.7） 

     百万円   ％ 
        673  （△11.5） 

760     （23.9） 
18 年 2 月期      77,248   （5.7） 1,350     （3.3） 1,483      （9.6）
  

 
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 
      円  銭  

18 年 8 月中間期 
17 年 8 月中間期 

    百万円    ％ 
364     (156.9) 
141    (△56.2) 

           円    銭 
     33    90 
     13    21 

           －    － 
         －    － 

18 年 2 月期 622     (14.7)      54    62            －    － 
（注）1.持分法投資損益  18 年 8 月中間期 －百万円   17 年 8 月中間期 －百万円    18 年 2 月期 －百万円 
   2.期中平均株式数  18 年 8 月中間期 10,752,981 株 17 年 8 月中間期 10,743,670 株 18 年 2 月期 10,743,416 株 
   3.当中間期の潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため 

記載しておりません。 
   4.前中間期及び前期の潜在株式調整後 1 株当たり中間(当期)純利益については、期中平均株価が新株引受権の行使 
    価格より低く、1 株当たり中間(当期)純利益が希薄化しないため記載しておりません。 
   5.会計処理基準の変更   無 
   6.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、対前年同期比 
（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 
 
18 年 8 月中間期 
17 年 8 月中間期 

      百万円 
  29,315 
  27,971 

      百万円 
   10,212 
   9,614 

       ％ 
     34.8 
     34.4 

    円   銭 
  948   67 
  894   88 

18 年 2 月期   26,570    10,189      38.4   945    18 
（注）1. 期末発行済株式数 18 年 8 月中間期 10,832,187 株 17 年 8 月中間期 10,816,387 株 18 年 2 月期 10,816,387 株 
   2. 期末自己株式数  18 年 8 月中間期     73,485 株  17 年 8 月中間期    72,901 株 18 年 2 月期      73,369 株 
２． 平成 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） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 
 

通  期 
    百万円  
 82,300 

    百万円  
  1,580 

    百万円  
   700 

（参考）１株当たり予想当期純利益 61 円 94 銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

 第 1 四半期末 中間期末 第 3 四半期末 期末 その他 年間 

18 年 2 月期    －       －       －    13  －    13 

19 年 2 月期（実績）      －       － －    －  － 

19 年 2 月期（予想）  － －       －    13  － 
13 

※ 上記の予想は本資料の発表日現在において当社が予想し得る仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因 
によって大きく異なる可能性があります。 

 なお、上記予想に関する事項については、平成 19 年 2 月期中間決算短信（連結）の添付資料 5 項をご参照下さい。 
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４.中間財務諸表等 
（1）中間貸借対照表 

 

区　　分
注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１．現金及び預金 4,041,905 3,390,764 2,081,381

　２．売掛金 14,403 49,884 12,339

　３．たな卸資産 7,005,695 7,876,098 6,908,777

　４．その他 508,456 464,985 474,547

       流動資産合計 11,570,461 41.4 11,781,734 40.2 9,477,046 35.7

Ⅱ　固定資産

　１．有形固定資産 ※1・3

　 （1）　建物 ※2 4,364,264 4,695,326 4,524,873

　 （2）　土地 ※2 7,181,418 7,380,434 7,198,183

　 （3）　その他 1,224,246 1,669,344 1,406,668

　　　有形固定資産合計 12,769,930 45.7 13,745,105 46.9 13,129,725 49.4

　２．無形固定資産 602,633 2.1 599,829 2.0 606,780 2.3

　３．投資その他の資産 ※1・2

　 （1）　投資有価証券 457,763 257,344 621,190

　 （2）　繰延税金資産 349,211 423,520 308,301

　 （3）　その他 2,240,580 2,525,615 2,447,445

　 （4）　貸倒引当金 △ 19,475 △ 17,475 △ 19,575

　　　投資その他の資産合計 3,028,080 10.8 3,189,005 10.9 3,357,362 12.6

　　　固定資産合計 16,400,644 58.6 17,533,939 59.8 17,093,869 64.3

　　　資産合計 27,971,105 100.0 29,315,673 100.0 26,570,915 100.0

金額
（千円）

金額
（千円）

金額
（千円）

前事業年度の

要約貸借対照表
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） （平成18年2月20日）

 



 
 

3 

区　　分
注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

　１．支払手形 199,222 15,319 226,774

　２．買掛金 6,718,883 6,998,223 5,073,407

　３．短期借入金 ※2 2,016,112 3,496,333 2,818,062

　４．未払法人税等 383,000 435,000 316,000

　５．賞与引当金 159,540 166,979 136,479

　６．役員賞与引当金 － 16,550 －

　７．その他 ※4 1,162,742 1,058,731 952,110

　　　流動負債合計 10,639,500 38.0 12,187,137 41.6 9,522,833 35.8

Ⅱ　固定負債

　１．長期借入金 ※2 7,002,839 6,236,396 6,173,662

　２．退職給付引当金 132,342 147,536 138,728

　３．役員退職慰労引当金 351,079 371,338 367,439

　４．その他 231,207 161,210 178,547

　　　固定負債合計 7,717,468 27.6 6,916,482 23.6 6,858,377 25.8

　　　負債合計 18,356,969 65.6 19,103,619 65.2 16,381,210 61.6

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,960,478 7.0 － － 1,960,478 7.4

Ⅱ　資本剰余金

　１．資本準備金 1,969,092 － 1,969,092

　　 資本剰余金合計 1,969,092 7.0 － － 1,969,092 7.4

Ⅲ　利益剰余金

　１．利益準備金 212,050 － 212,050

　２．任意積立金 5,160,000 － 5,160,000

　３．中間（当期）未処分利益 284,309 － 764,837

　　利益剰余金合計 5,656,359 20.3 － － 6,136,887 23.1

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 123,121 0.4 － － 218,491 0.8

Ⅴ　自己株式 △ 94,915  △  0.3 － － △ 95,246   △ 0.3

　　 資本合計 9,614,136 34.4 － － 10,189,704 38.4

      負債・資本合計 27,971,105 100.0 － － 26,570,915 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１．資本金 － － 1,966,467 6.7 － －

　２．資本剰余金

　　　　　資本準備金 － 1,975,065 －

　　　資本剰余金合計 － － 1,975,065 6.7 － －

　３．利益剰余金

　（1）　利益準備金 － 212,050 －

　（2）　その他利益剰余金

　　　　 別途積立金 － 5,560,000 －

         固定資産圧縮積立金 － 8,760 －

         繰越利益剰余金 － 545,354 －

　　　利益剰余金合計 － － 6,326,165 21.6 － －

　４．自己株式 － － △ 95,339   △ 0.3 － －

　　　株主資本合計 － － 10,172,357 34.7 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

　１．その他有価証券評価差額金 － 35,287 －

　２．繰延ヘッジ損益 － △ 1,191 －

　　 評価・換算差額等合計 － － 34,096 0.1 － －

Ⅲ　新株予約権 － － 5,600 0.0 － －

      純資産合計 － － 10,212,054 34.8 － －

　　 負債及び純資産合計 － － 29,315,673 100.0 － －

（平成18年2月20日）

前中間会計期間末

（平成17年8月20日）

当中間会計期間末
前事業年度の

要約貸借対照表

金額
（千円）

金額
（千円）

金額
（千円）

（平成18年8月20日）
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（２）中間損益計算書 
 

区　　分
注記
番号

百分比
（％）

百分比
（％）

百分比
（％）

Ⅰ　売上高 38,333,198 100.0 40,266,531 100.0 77,248,856 100.0

Ⅱ　売上原価 32,846,645 85.7 34,499,486 85.7 66,246,167 85.8

　　　売上総利益 5,486,552 14.3 5,767,044 14.3 11,002,689 14.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,747,898 12.4 5,136,694 12.7 9,652,456 12.5

　　　営業利益 738,654 1.9 630,349 1.6 1,350,233 1.7

Ⅳ　営業外収益 ※1 99,856 0.3 114,610 0.3 287,373 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※2 77,513 0.2 71,200 0.2 154,256 0.2

　　　経常利益 760,996 2.0 673,759 1.7 1,483,349 1.9

Ⅵ　特別利益 ※3 － － 333,707 0.8 16,909 0.0

Ⅶ　特別損失 ※4 311,346 0.8 219,752 0.5 342,100 0.4

　　　税引前中間（当期）純利益 449,650 1.2 787,714 2.0 1,158,159 1.5

　　　法人税、住民税及び事業税 361,726 422,886 610,579

　　　法人税等調整額 △ 53,989 307,737 0.8 291 423,178 1.1 △ 74,861 535,718 0.7

　　　中間（当期）純利益 141,912 0.4 364,536 0.9 622,441 0.8

　　　前期繰越利益 142,396 － 142,396

　　　中間（当期）未処分利益 284,309 － 764,837

金額
（千円）

金額
（千円）

金額
（千円）

　　  至　平成18年2月20日）

前中間会計期間
前事業年度の

要約損益計算書
当中間会計期間

（ 　自　平成17年2月21日（　自　平成17年2月21日

　　 至　平成17年8月20日）

（ 　自　平成18年2月21日

　　  至　平成18年8月20日）
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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 ） 
 

平成18年2月20日残高（千円） 1,960,478 1,969,092 1,969,092

中間会計期間中の変動額

　新株の発行 5,988 5,972 5,972

　剰余金の配当

　圧縮積立金の積立

　圧縮積立金の取崩し

　中間純利益

　自己株式の取得

　役員賞与金

　別途積立金

　株主資本以外の項目

　の当期変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計（千円）　 5,988 5,972 5,972

平成18年8月20日残高（千円） 1,966,467 1,975,065 1,975,065

資本剰余金

資本金 資本
準備金

資本剰余金
合計

株　主　資　本

 
 

平成18年2月20日残高（千円） 212,050 5,160,000 764,837 6,136,887 △ 95,246 9,971,213

中間会計期間中の変動額

　新株の発行 11,960

　剰余金の配当 △ 139,659 △ 139,659 △ 139,659

　圧縮積立金の積立 9,389 △ 9,389

　圧縮積立金の取崩し △ 628 628

　中間純利益 364,536 364,536 364,536

　自己株式の取得 △ 93 △ 93

　役員賞与金 △ 35,600 △ 35,600 △ 35,600

　別途積立金 400,000 △ 400,000

　株主資本以外の項目

　の当期変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計（千円）　　 － 400,000 8,760 △ 219,483 189,277 △ 93 201,144

平成18年8月20日残高（千円） 212,050 5,560,000 8,760 545,354 6,326,165 △ 95,339 10,172,357

株　主　資　本

利益剰余金

自己
株式

株主
資本
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
固定資産

圧縮積立金
繰越利益
剰余金
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平成18年2月20日残高（千円） 218,491 218,491 10,189,704

中間会計期間中の変動額

　新株の発行 11,960

　剰余金の配当 △ 139,659

　圧縮積立金の積立

　圧縮積立金の取崩し

　中間純利益 364,536

　自己株式の取得 △ 93

　役員賞与金 △ 35,600

　別途積立金

　株主資本以外の項目

　の当期変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計（千円）　 △ 183,204 △ 1,191 △ 184,395 5,600 22,349

平成18年8月20日残高（千円） 35,287 △ 1,191 34,096 5,600 10,212,054

△ 178,795

新株予約権
純資産
合計

5,600

評価・換算差額等

△ 183,204 △ 1,191 △ 184,395

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
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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 当中間会計期間     前事業年度

　　　　(自　平成17年2月21日 　　　　(自　平成18年2月21日 　　　　　(自　平成17年2月21日

　　　　 至　平成17年8月20日) 　　　　 至　平成18年8月20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）有価証券 （1）有価証券 （1）有価証券

　 ① 子会社株式 　 ① 子会社株式 　 ① 子会社株式

　　 　    移動平均法による原価法を 同左 同左

　　　 採用しております。

　 ② その他有価証券 　 ② その他有価証券 　 ② その他有価証券

　　 　時価のあるもの 　　 　時価のあるもの 　　 　時価のあるもの

　　    　中間会計期末日の市場価格 　    　中間会計期末日の市場価格 　　      当事業年度末日の市場価格

　　 　等に基づく時価法(評価差額は 　　 　等に基づく時価法(評価差額は 　　　 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、 　　　 全部純資産直入法により処理 　　　 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 　　　 し、売却原価は移動平均法に 　　　 売却原価は移動平均法により

　　　算定) 　　　より算定) 　　 　算定）　

　　　時価のないもの 　　　時価のないもの 　　 　時価のないもの

　　　　 移動平均法による原価法 同左 同左

（2） デリバティブ等の評価基準及び （2）デリバティブ等の評価基準及 （2）デリバティブ等の評価基準及

　　　評価方法 　　び評価方法 　　び評価方法

　　　ディリバティブ 　　　ディリバティブ 　　　ディリバティブ

　　　　時価法 同左 同左

（3） たな卸資産 （3）たな卸資産 （3）たな卸資産

　　① 商品 　　① 商品 　　① 商品

　　　　売価還元平均原価法（酒類は 　　　　売価還元原価法（酒類は移 同左

　　　　移動平均法による原価法) 　　　　動平均法による原価法）

　　② 貯蔵品 　　② 貯蔵品 　　② 貯蔵品

　　　  最終仕入原価法 同左 同左

2　固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産 （1）有形固定資産 （1）有形固定資産

　　① 建物・建物附属設備及び構築 　　① 建物・建物附属設備及び構築 　　① 建物・建物附属設備及び構築

　　　  物 　　　  物 　　　  物

　　　　　定額法 同左 同左

　　　　　    なお、主な耐用年数は以

　　　　　下のとおりであります。

　　　　　 建物                  7～34年

            建物附属設備　　8～15年

　　　　　 構築物　　　　　  10～24年

　　　　    　また、事業用定期借地権

　　　　　が設定されている賃借地上

　　　　　の建物・建物附属設備及び

　　　　　構築物につきましては借地

　　　　　契約期間に基づく耐用年数

　　　　　にて償却を行っております。

　　　② その他有形固定資産 　　　② その他有形固定資産 　　　② その他有形固定資産

　　　  　  定率法 同左 同左

（2）無形固定資産 （2）無形固定資産 （2）無形固定資産

　　　　　定額法 同左 同左

　　　　　    なお、事業用定期借地権

　　　　 　につきましては借地契約期

　　　　　 間に基づく耐用年数にて償

　　　　　却を行っております。

　　　　　    また、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

           いて償却を行っております。  
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前中間会計期間 当中間会計期間     前事業年度

　　　　(自　平成17年2月21日 　　　　(自　平成18年2月21日 　　　　　(自　平成17年2月21日

　　　　 至　平成17年8月20日) 　　　　 至　平成18年8月20日) 　　　　　 至　平成18年2月20日)

（3）投資不動産 （3）投資不動産 （3）投資不動産

　　　　建物・建物附属設備 同左 同左

            なお、主な耐用年数は以下

　　　　のとおりであります。

　　　 　　建物　　　34年

（4）長期前払費用 （4）長期前払費用 （4）長期前払費用

　　　   　期間均等償却 同左 同左

3　重要な資産の処理方法 　　株式交付費

　　　 支払時に全額費用として処理

　　しております。

4　引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 （1）貸倒引当金 （1）貸倒引当金

　　　   中間会計期間末の債権の貸 同左 　　　  期末の債権に対する貸倒損

　　　倒による損失に備えるため、次 　　 失に備えるため、次の方法によ

　　 の方法により計上しております。 　　 り計上しております。

　 ①  一般債権 　 ①  一般債権 　 ①  一般債権

　　　　 貸倒実績率によっております。 同左 　　　 貸倒実績率によっております。

　　　なお、当中間会計期間において 　　  なお、当事業年度においては、

　　　は、繰入額はありません。 　　  繰入額はありません。

　 ②  貸倒懸念債権及び破産更生 　 ②  貸倒懸念債権及び破産更生 　 ②  貸倒懸念債権及び破産更生

　　　  債権等 　　　  債権等 　　　  債権等

           個別に回収可能性を検討し、 同左 同左

　　　回収不能見込額を計上してお

　　　ります。

（2）賞与引当金 （2）賞与引当金 （2）賞与引当金

　　　 　従業員に対して支給する賞 同左 同左

　　  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）役員賞与引当金

　　　　役員に対して支給する賞与

　　  の支出に備えるため、支給見

　　  込額のうち当中間会計期間に

　　  負担すべき額を計上しておりま

　　　す。

（4）退職給付引当金 （4）退職給付引当金 （4）退職給付引当金

　　　  従業員の退職給付に備える 　　　  従業員の退職給付に備える 　　　  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 　　ため、当事業年度末における退 　　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 　　職給付債務及び年金資産の見 　　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 　　込額に基づき、当中間会計期間 　　込額に基づき計上しております。

　　末において発生していると認めら 　　末において発生していると認めら 　　又、数理計算上の差異は、各事

　　れる額を計上しております。又、 　　れる額を計上しております。又、 　　業年度の発生時の従業員の平

　　数理計算上の差異は、各事業年 　　数理計算上の差異は、各事業年 　　均残存勤務期間以内の年数（7

　　度の発生時における従業員の平 　　度の発生時における従業員の平 　　～8年）による定額法によりそれ

　  均残存勤務期間以内の一定の年 　 均残存勤務期間以内の一定の年 　　ぞれ発生の翌事業年度から損

　　数（8年）による定額法により按分 　　数（7～8年）による定額法により 　　益処理することとしております。

　   した額をそれぞれ発生の翌事業 　　按分した額をそれぞれ発生の翌

　　年度から損益処理することとして 　　事業年度から損益処理すること

　　おります。 　　としております。  
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前中間会計期間 当中間会計期間     前事業年度

　　　　(自　平成17年2月21日 　　　　(自　平成18年2月21日 　　　　　(自　平成17年2月21日

　　　　 至　平成17年8月20日) 　　　　 至　平成18年8月20日) 　　　　　 至　平成18年2月20日)

（5）役員退職慰労引当金 （5）役員退職慰労引当金 （5）役員退職慰労引当金

　　　　役員の退職慰労金の支出に 同左 　　　   役員の退職慰労金の支出に

　　　備えるため、内規に基づく中間 　　　備えるため、内規に基づく期末

　　　期末要支給額を計上しておりま 　　　要支給額を計上しております。

　　　す。

5　リ－ス取引の処理方法 　　   リ－ス物件の所有権が借主に 同左 同左

　   移転すると認められるもの以外

　　 のファイナンス･リ－ス取引につ

　 　きましては、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。

6　ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法

　　　 繰延ヘッジ処理によっておりま 同左 同左

　　 す。なお、特例処理の要件を満

　　 たす金利スワップ及び金利キャ

　　 ップにつきましては特例処理を

　　 採用しております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　ヘッジ手段・・・金利スワップ及 同左 同左

　　　　　　　　　　　　 び金利キャップ

　　　ヘッジ対象・・・借入金

（3）ヘッジ方針 （3）ヘッジ方針 （3）ヘッジ方針

　　　   ヘッジ取引を行う場合の取引 同左 同左

　　 方針としましては、資金調達等

　　 で発生する通常の取引の範囲

　　 内で必要に応じ最小限のリスク

　　 で契約を行う方針であり、投機

　　 的な取引は行わない方針であ

　　 ります。

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

　　　  ヘッジ開始時から有効性評価 同左 同左

　　 時点までの期間において、ヘッ

　　 ジ対象とヘッジ手段の金利変動

　　 の累計を比較し、両者の変動額

　　 等を基礎にして判断しておりま

　　す。なお、特例処理によっている

　　 金利スワップ及び金利キャップ

　　 につきましては、有効性の評価

　　 を省略しております。

7 その他中間財務諸表（財務諸表）（1）消費税の会計処理 （1）消費税の会計処理 （1）消費税の会計処理

　 作成のための基本となる重要な 　　　   税抜方式によっております。 同左 同左

　 事項  
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会計処理の変更  
 

(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)

　     固定資産の減損に係る会計基準（「固定資 　    固定資産の減損に係る会計基準（「固定資

   算の減損に係る会計基準の設定に関する意    算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    見書｣（企業会計審議会　平成14年8月9日）

　び｢固定資産の減損に係る会計基準の適用指 　 及び｢固定資産の減損に係る会計基準の適

　針｣（企業会計基準適用指針第6号　平成15年   用指針｣（企業会計基準適用指針第6号 平成

　10月31日））が平成16年3月31日に終了する   15年10月31日））が平成16年3月31日に終了

　事業年度に係る財務諸表から適用できること 　する事業年度に係る財務諸表から適用できる

　になったことに伴い、当中間会計期間から同会 　ことになったことに伴い、当事業年度から同会

　計基準及び同適用指針を適用しております。 　計基準及び同適用指針を適用しております。

　これにより税引前中間純利益は、311,246千円 　これにより税引前当期純利益は、311,246千

　減少しております。 　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 　　 なお、減損損失累計額については、改正後

  中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額か   の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。 　ら直接控除しております。

　 なお、従来の資本の部の合計に相当する金額

（役員賞与に関する会計基準）

　　当中間会計期間から「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準第4号　平成17年11月29日)

を適用しております。これにより、従来の方法に比

べて営業利益、経常利益及び税引前中間純利益

は、16,550千円減少しております。

（ストック・オプション等に関する会計基準等）

　　当中間会計期間から「ストック・オプション等に

関する会計基準」（平成17年12月27日　企業会計

基準第8号）及び「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」  （企業会計基準適用指針

第11号　平成17年12月27日）を適用しております。　

これにより、従来の方法に比べて営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益は、5,600千円減少し

ております。

前事業年度

　　　　　　　　(自　平成17年2月21日

　　　　　　　　 至　平成18年2月20日)

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)

（中間貸借対照表｢純資産の部｣の表示）

　  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）に基づいて中間貸借対照表を作成して

おります。

 は、10,207,645千円であります。
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追加情報 
 

（役員退職慰労引当金）

　   役員退職慰労金は、従来、支出時の費用と

  して処理しておりましたが、前事業年度の下期

　において役員退職慰労金規定に基づく期末要

　支給額を役員退職慰労引当金として計上する

　方法に変更いたしました。

　　 なお、前中間会計期間は変更後の方法によ

   った場合に比べて、営業利益及び経常利益は

   それぞれ13,676千円多く、税引前中間純利益

   は320,757千円多く計上されております。

(法人事業税における外形標準課税部分の損益 (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） 計算書上の表示方法）

　　 ｢地方税法等の一部を改正する法律」（平成 　 　｢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  　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 　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 　年度より外形標準課税制度が導入されたこと

  に伴い、実務対応報告第12号「法人事業税に 　に伴い、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 　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 　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）に基づき、 　基準委員会　平成16年2月13日）に基づき、

  当中間会計期間から法人事業税のうち付加 　当事業年度から法人事業税のうち付加価値

　価値割及び資本割19,678千円を販売費及び 　割及び資本割39,234千円を販売費及び一般

　一般管理費として計上しております。 　管理費として計上しております。

前事業年度

　　　　　　　　(自　平成17年2月21日

　　　　　　　　 至　平成18年2月20日)

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)
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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 　当中間会計期間末   　  前事業年度末

　　　　　　　 　(　　平成17年8月20日　） 　　　　　　　 　(　　平成18年8月20日　） 　　　　　　　 　(　　平成18年2月20日　）

※1　減価償却累計額 ※1　減価償却累計額 ※1　減価償却累計額

　　　　　有形固定資産　             2,528,655千円 　　　　　有形固定資産　             3,022,783千円 　　　　　有形固定資産　             2,731,012千円

　　　　　投資その他の資産　　　 　　15,762千円 　　　　　投資その他の資産　　　 　　16,253千円 　　　　　投資その他の資産　　　 　　15,986千円

　　　  　（投資不動産） 　　　  　（投資不動産） 　　　  　（投資不動産）

※2　担保資産及び担保付債務 ※2　担保資産及び担保付債務 ※2　担保資産及び担保付債務

    （1）担保に供している資産     （1）担保に供している資産     （1）担保に供している資産

　　　　建物　　　　　　　　　　　　  　1,817,479千円 　　　　建物　　　　　　　　　　　　  　1,707,481千円 　　　　建物　　　　　　　　　　　　  　1,766,895千円

　　　　土地　　　　　　　　　　　　  　6,823,975千円 　　　　土地　　　　　　　　　　　　  　6,732,794千円 　　　　土地　　　　　　　　　　　　  　6,876,800千円

　　　　投資その他の資産  　　  　    75,485千円 　　　　投資その他の資産  　　  　    74,994千円 　　　　投資その他の資産  　　  　    75,262千円

         （投資不動産）　　　　　　　　          （投資不動産）　　　　　　　　          （投資不動産）　　　　　　　　

　　　　合計　　　　　　　　　　　　  　8,716,941千円 　　　　合計　　　　　　　　　　　　  　8,515,271千円 　　　　合計　　　　　　　　　　　　  　8,718,958千円

    （2）上記に対応する債務     （2）上記に対応する債務     （2）上記に対応する債務

　　　　短期借入金　　　　　　　　　1,238,112千円 　　　　短期借入金　　　　　　　　　1,243,443千円 　　　　短期借入金　　　　　　　　　1,106,862千円

　　　　長期借入金　　　　　　　　　4,513,339千円 　　　　長期借入金　　　　　　　　　3,258,106千円 　　　　長期借入金　　　　　　　　　3,920,112千円

　　　　合計　　　　　　　　　　　　  　5,751,451千円 　　　　合計　　　　　　　　　　　　  　4,501,549千円 　　　　合計　　　　　　　　　　　　  　5,026,974千円

※3　有形固定資産の取得価額が控除されてい

　　　る保険差益の圧縮記帳額は、次のとおりで

　　　あります。

　　　　建物　　　　　　　　　　　      　  　6,491千円

※4　消費税等の取扱い ※4　消費税等の取扱い

　　　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相 同左

　　　　　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　記載金額は千円未満を切捨てて表示して 同左 同左

　　　おります。  
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（中間損益計算書関係） 
 

　　　 受取利息 　　　 受取利息 　　　 受取利息

　　   受取配当金 　　   受取配当金 　　   受取配当金

　   　受取手数料 　   　受取手数料 　   　受取手数料

　   　受取家賃 　   　受取家賃 　   　受取家賃

　   　不動産賃貸収入    　不動産賃貸収入

　   　支払利息 　   　支払利息 　   　支払利息

        施設利用権売却益　　　　　　　 　774千円

        投資有価証券売却益　　　   317,096千円　　　　　

        国庫補助金受贈益　　　　    　15,837千円

　　　 保険差益

    投資有価証券評価損　　　　  　　6,345千円        固定資産除却損

　　   災害損失

       固定資産圧縮損

       減損損失        減損損失        減損損失

       当中間会計期間において、当社は以下の資        当中間会計期間において、当社は以下の資        当事業年度において、当社は以下の資産

　 産グル－プについて減損損失を計上しました。 　 産グル－プについて減損損失を計上しました。 　 グル－プについて減損損失を計上しました。

   　　用　　途　　　　　　種　　類　　　　　　場　　所　　   　　用　　途　　　　　　種　　類　　　　　　場　　所　　   　　用　　途　　　　　　種　　類　　　　　　場　　所　　　

　　　営業店舗　　建物、土地、　　　　　 福岡県他 　　　営業店舗　　建物、土地、　　　　　 大分県他 　　　営業店舗　　建物、土地、　　　　　 福岡県他

　　　　　　　　　　　その他　　　　　　　　　 8店舗 　　　　　　　　　　　その他　　　　　　　　　 5店舗 　　　　　　　　　　　その他　　　　　　　　　  8店舗

　　　遊休資産　　建物、土地               福岡県他 　　　遊休資産　　建物、土地　　　　　  　福岡県他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1物件 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　1物件

           　当社は、キャッシュ・フロ－を生み出す            　当社は、キャッシュ・フロ－を生み出す            　当社は、キャッシュ・フロ－を生み出す

　　　　最小単位として店舗を基本単位としてグル 　　　　最小単位として店舗を基本単位としてグル 　　　　最小単位として店舗を基本単位としてグル

　　　　－ピングしております。また、遊休資産に 　　　　－ピングしております。また、遊休資産に 　　　　－ピングしております。また、遊休資産に

　　　　ついては、物件単位毎にグル－ピングして 　　　　ついては、物件単位毎にグル－ピングして 　　　　ついては、物件単位毎にグル－ピングして

　　　　おります。 　　　　おります。 　　　　おります。

　　　　　 営業活動から生じる損益が継続してマ 　　　　　 営業活動から生じる損益が継続してマ 　　　　　 営業活動から生じる損益が継続してマ

　　　　イナスで資産グル－プの帳簿価額を全 　　　　イナスで資産グル－プの帳簿価額を全 　　　　イナスで資産グル－プの帳簿価額を全

　　　　額回収できる可能性が低いと判断した店 　　　　額回収できる可能性が低いと判断した店 　　　　額回収できる可能性が低いと判断した店

　　　　舗及び遊休資産について、当該資産グル 　　　　舗について、当該資産グル－プの帳簿価 　　　　舗及び遊休資産について、当該資産グル

　　　　－プの帳簿価額を回収可能額まで減額し、 　　　　額を回収可能額まで減額し、当該減少額 　　　　－プの帳簿価額を回収可能額まで減額し、

　　　　当該減少額を減損損失（311,246千円）と 　　　　を減損損失（213,407千円）として特別損 　　　　当該減少額を減損損失（311,246千円）と

　　　　して特別損失に計上しました。 　　　　失に計上しました。 　　　　して特別損失に計上しました。

　　　　減損損失 　　　　減損損失 　　　　減損損失

　　　　　　　　（単位：千円） 　　　　　　　　（単位：千円） 　　　　　　　　（単位：千円）

　　　固定資産の種類 　　　　減損損失の金額 　　　固定資産の種類 　　　　減損損失の金額 　　　固定資産の種類 　　　　減損損失の金額

　　建物　　　　　　　　                          138,286 　　建物　　　　　　　　                            40,252 　　建物　　　　　　　　                          138,286

　　土地                                             60,950 　　土地                                            108,641 　　土地                                             60,950

　　その他                                          49,308 　　その他                                          28,181 　　その他                                          49,308

　　未経過リ－ス料                       　    62,700 　　未経過リ－ス料                       　    36,332 　　未経過リ－ス料                       　    62,700

        当該資産グル－プの回収可能価額は正味         当該資産グル－プの回収可能価額は正味         当該資産グル－プの回収可能価額は正味

　　売却価額により算定しており、不動産鑑定士 　　売却価額により算定しており、不動産鑑定士 　　売却価額により算定しており、不動産鑑定士

　　による不動産鑑定評価を基に評価しておりま 　　による不動産鑑定評価を基に評価しておりま 　　による不動産鑑定評価を基に評価しておりま

　　す。なお、無形固定資産及びリ－ス資産につ 　　す。なお、無形固定資産及びリ－ス資産につ 　　す。なお、無形固定資産及びリ－ス資産につ

　　いては、正味売却価額を零として評価してお 　　いては、正味売却価額を零として評価してお 　　いては、正味売却価額を零として評価してお

　　ります。 　　ります。 　　ります。

              12,144千円

                6,491千円

            311,246千円

       施設利用権評価損　　　　　　　 　　200千円

          213,407千円

※2　営業外費用の主要項目

            311,246千円

              68,345千円

       施設利用権評価損　　　　　 　　 　100千円

    前事業年度

　　　　　   　　 　(自　平成17年2月21日

　　　　 　　　   　 至　平成18年2月20日)

                6,338千円

※1　営業外収益の主要項目

                4,178千円

※1　営業外収益の主要項目

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)

※1　営業外収益の主要項目

                2,575千円

              40,330千円

              35,852千円

                2,763千円

                9,920千円

                2,100千円

              76,647千円

                3,850千円

            147,433千円

※2　営業外費用の主要項目

              12,589千円

              42,306千円

              40,406千円

              12,017千円

              74,215千円

              80,434千円

※4　特別損失の主要項目 ※4　特別損失の主要項目 ※4　特別損失の主要項目

※3　特別利益の主要項目

              16,909千円

※2　営業外費用の主要項目

※3　特別利益の主要項目
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　　　 有形固定資産 　　　 有形固定資産 　　　 有形固定資産

　　　 無形固定資産 　　　 無形固定資産 　　　 無形固定資産

　   　投資 　   　投資 　   　投資

　　　その他の資産 　　　その他の資産 　　　その他の資産

　　　(投資不動産) 　　　(投資不動産) 　　　(投資不動産)

前中間会計期間 当中間会計期間     前事業年度

　　　　　   　 　(自　平成17年2月21日 　　　　　   　 　(自　平成18年2月21日 　　　　　   　　 　(自　平成17年2月21日

　　　　 　　   　 至　平成17年8月20日) 　　　　 　　   　 至　平成18年8月20日) 　　　　 　　　   　 至　平成18年2月20日)

　5　減価償却実施額 　5　減価償却実施額 　5　減価償却実施額

             210,901千円              291,771千円              478,000千円

                13,331千円                 57,830千円                 67,040千円

                    267千円                     490千円                    267千円
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（中間株主資本等変動計算書関係） 
   当中間会計期間（自 平成 18 年 2 月 21 日 至 平成 18 年 8 月 20 日） 
   自己株式の種類及び総数に関する事項 

  

前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末

株式数（千株） 増加株式数（千株）減少株式数（千株） 株式数（千株）

自己株式

普通株式

合　計 73 0 － 73

摘要

73 0 － 73 -

 
（注）普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取請求による買取によるものであります。 
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（リース取引関係） 

      取得価額相当額       取得価額相当額       取得価額相当額

      減価償却累計額       減価償却累計額       減価償却累計額

      相当額       相当額       相当額

      減損損失累計額       減損損失累計額       減損損失累計額

      相当額       相当額       相当額

      中間期末残高       中間期末残高

      相当額       相当額

　　 未経過リ－ス料中間期末残高相当額 　　 未経過リ－ス料中間期末残高相当額 　　 未経過リ－ス料期末残高相当額

　　　 1年以内 　　　 1年以内 　　　 1年以内

        1年超         1年超         1年超

        合計         合計         合計

　　　リ－ス資産減損 　　　リ－ス資産減損 　　　リ－ス資産減損

　　　勘定中間期末残 　　　勘定中間期末残 　　　勘定期末残高

　　　高 　　　高

　　 損失 　　 損失 　　 損失

　　　 支払リ－ス料 　　　 支払リ－ス料 　　　 支払リ－ス料

　　　リ－ス資産減損 　　　リ－ス資産減損 　　　リ－ス資産減損

　　　勘定の取崩額 　　　勘定の取崩額 　　　勘定の取崩額

　　　減価償却費相当 　　　減価償却費相当 　　　減価償却費相当

　　　額 　　　額 　　　額

　　　支払利息相当額 　　　支払利息相当額 　　　支払利息相当額

　　　減損損失 　　　減損損失 　　　減損損失

　　　額との差額を利息相当額とし、各期への配分

　　　方法につきましては利息法によっております。

　未経過リ－ス料 　未経過リ－ス料 　未経過リ－ス料

　　　1年以内 　　　1年以内 　　　1年以内

　　　1年超 　　　1年超 　　　1年超

       合計        合計        合計

　②未経過リ－ス料中間期末残高相当額及びリ－ 　②未経過リ－ス料期末残高相当額及びリ－ス

　　　　　　 270,919千円

　　　　　　 567,511千円

　②未経過リ－ス料中間期末残高相当額及びリ－

　　　　　　 669,956千円

器具備品・船舶）

                725,443千円

                  62,700千円

                808,542千円

    前事業年度

　　　　　   　　 　(自　平成17年2月21日

　　　　 　　　   　 至　平成18年2月20日)

             1,845,380千円

1　リ-ス物件の所有権が借主に移転すると認めら

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)

1　リ-ス物件の所有権が借主に移転すると認めら

             1,840,380千円

　　れるもの以外のファイナンス・リ－ス取引　　れるもの以外のファイナンス・リ－ス取引

　①リ－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期末

　　  残高相当額　

その他（機械装置・車両・

器具備品・船舶）

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)

             1,596,686千円

　①リ－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-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－ス取引

その他（機械装置・車両・

   ③支払リ－ス料、リ－ス資産減損勘定の取崩額、

                808,819千円

　　 ス資産減損勘定中間期末残高

　　　　　　 341,829千円

　　　　　　 585,914千円

　　　　　　 927,743千円

                44,348千円                47,200千円

　　　　　　 838,430千円

　　 ス資産減損勘定中間期末残高

　　 減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損

             158,614千円

               15,499千円

              146,231千円

                14,023千円

                62,700千円

   ④減価償却費相当額の算定方法

　　　　リ－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。

   ⑤利息相当額の算定方法

　　　 リ－ス料総額とリ－ス物件の取得価額相当

2　オペレ－ティング・リ－ス取引

            178,948千円

         1,632,153千円

         1,811,101千円

　①リ－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　

その他（機械装置・車両・

器具備品・船舶）

　              963,314千円

                  68,247千円

   ③支払リ－ス料、リ－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

               207,348千円

                 24,829千円

               165,176千円

                  20,919千円

                  36,332千円

   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

同左

2　オペレ－ティング・リ－ス取引

               193,725千円

            2,037,675千円

            2,231,400千円

                918,319千円

                  56,370千円

                870,690千円

　　　　　　 387,333千円

　　 資産減損勘定期末残高

      期末残高相当額

　　　　　1,057,290千円

       　       32,845千円

  ③支払リ－ス料、リ－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

                 396,994千円

                   29,854千円

                 359,163千円

                   45,074千円

                   62,700千円

   ④減価償却費相当額の算定方法

同左

                165,827千円

              1,556,229千円

              1,722,057千円

   ⑤利息相当額の算定方法

同左

2　オペレ－ティング・リ－ス取引

 
 
 
 
（有価証券関係） 
  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)及び、前事業年度 (自 平成 17 年 2 月 21 日 至 平成 18 年 2 月 20 日)における子会社株式及び関係会社株式  
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 当中間会計期間     前事業年度

　　　　(自　平成17年2月21日 　　　　(自　平成18年2月21日 　　　　　(自　平成17年2月21日

　　　　 至　平成17年8月20日) 　　　　 至　平成18年8月20日) 　　　　　 至　平成18年2月20日)

1株当たり純資産額 894円88銭 948円67銭 945円18銭

1株当たり中間（当期）純利益金額 13円21銭 33円90銭 54円62銭

潜在株式調整後1株当たり中間

（当期）純利益金額

　潜在株式調整後1株当たり中間純 なお、潜在株式調整後1株当たり中　潜在株式調整後1株当たり当期純

利益金額については、旧商法第280 間純利益金額については、希薄化効利益金額については、旧商法第280

条ノ19の規定に基づく新株引受権 果を有している潜在株式が存在しな 条ノ19の規定に基づく新株引受権

に係るプレミアムが生じていないた いため記載しておりません。 に係るプレミアムが生じていないた

め記載しておりません。 め記載しておりません。

（注） 1    1株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間 当中間会計期間     前事業年度

　　　　(自　平成17年2月21日 　　　　(自　平成18年2月21日 　　　　　(自　平成17年2月21日

　　　　 至　平成17年8月20日) 　　　　 至　平成18年8月20日) 　　　　　 至　平成18年2月20日)

純資産の部の合計額（千円） － 10,212,054 －

　 純資産の部の合計額から控除す

   る金額（千円）

　　　（うち新株予約権） （－) (△5,600) （－)

　 普通株式に係る中間期末（期末）

   の純資産額（千円）

　 中間期末（期末）の普通株式の

　 数（千株）

　 普通株式の自己株式数(千株) － 73 －

　 1株当たり純資産額の算定に用い

   られた普通株式の数（千株）

　　　2   1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間 当中間会計期間     前事業年度

　　　　(自　平成17年2月21日 　　　　(自　平成18年2月21日 　　　　　(自　平成17年2月21日

　　　　 至　平成17年8月20日) 　　　　 至　平成18年8月20日) 　　　　　 至　平成18年2月20日)

中間（当期）純利益（千円） 141,912 364,536 622,441

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳

  利益処分による役員賞与金（千円） － － 35,600

普通株式に係る中間(当期)純利益

(千円)

期中平均株式数（普通株式）（千株） 10,743 10,752 10,743

希薄化効果を有しないため、潜在株 旧商法第280条ノ19の規定に基づく 会社法第238条及び第239条の規定 旧商法第280条ノ19の規定に基づく

式調整後1株当たり中間（当期）純利 新株引受権 に基づく新株予約権 新株引受権

益金額に含めなかった潜在株式の

概要

項　　目

49,200株 43,920株

項　　目

－ －－

3,500個

－ －10,832

項　　目

－ －

－ －

△ 5,600

10,206,454

－ 10,758 －

141,912 364,536 586,841
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（重要な後発事象） 

　　決議年月日

　付与対象者の区 当社取締役、

　分及び人数（名） 従業員(注1)

　新株予約権の目

　的となる株式の

　種類

　株式の数（株）

①本新株予約権の行使

   に際して出資される財

　産(金銭に限る。)の価

　額(以下｢出資価額｣と

　いう。)は、当該時点に

　おける目的株式数1株

　当たりの出資価額(以

 下「行使価額」という。)

 に目的株式数を乗じた

　金額とし、当初発行価

　額は、新株予約権の

　割当日の属する月の

　前月の各日における

　ジャスダック証券取引

　新株予約権の行 　所における当社の普

　使時の払込金額 　通株式の毎日の普通

　取引の終値(気配表示

　含む。)の平均値(終値

 のない日を除く。)に1.05

　　 　を乗じた金額(1円未満

　の端数を切り上げる

　。)(当該平均値が新株

　予約権の割当日の前

　日のジャスダック証券

　取引所における当社

　新株予約権の行

　使期間

平成20年5月19日～

平成24年5月18日

　においても、出資価額

　は当初出資価額を上

　回らない。

②　（注2）

　の終値)を下回る場合

　は、当該終値)とする。

　ただし、いかなる場合

350,000株を上限

　普通株式の普通取引

　の終値(取引が設立し

　ない場合はその前日

において、会社法第238条及び第239条の規定

に基づき、新株予約権（ストック・オプション）を

発行することを決議しております。

普通株式

平成18年5月18日

　　平成18年5月18日定時株主総会決議

会社法第238条及び第239条の規定に基づき新

株予約権を発行する方法によるもの

　　　　 　　   　 至　平成17年8月20日) 　　　　 　　   　 至　平成18年8月20日) 　　　　 　　　   　 至　平成18年2月20日)

　該当事項はありません。 同左 　 当社は、平成18年5月18日の定時株主総会

前中間会計期間 当中間会計期間  　   前事業年度

　　　　　   　 　(自　平成17年2月21日 　　　　　   　 　(自　平成18年2月21日 　　　　　   　　 　(自　平成17年2月21日
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　新株予約権の行 ①本新株予約権者が、

　使の条件 　 当社又は当社子会

　社の取締役、監査役

　又は従業員の地位を

　喪失した場合、その後

　本新株予約権を行使

　することができない。

　ただし、任期満了に伴

  う退任、定年退職又は

 会社都合により地位を

 失った場合は、この限

 りではない。

②本新株予約権者の相

　 続人は、本新株予約

　権を行使することがで

　 きない。

   新株予約権の譲 本新株予約権の取得

　 渡に関する事項 については、取締役会

の承認を要する。

(注)　１．付与対象者は、後日開催される当社取締役会決議をもって決定いたします。

        ２．当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を

　　　　　 切り上げる。

　　　　 　　   　 至　平成17年8月20日) 　　　　 　　   　 至　平成18年8月20日) 　　　　 　　　   　 至　平成18年2月20日)

前中間会計期間 当中間会計期間  　   前事業年度

　　　　　   　 　(自　平成17年2月21日 　　　　　   　 　(自　平成18年2月21日 　　　　　   　　 　(自　平成17年2月21日

 

      

1

無償割当、分割又は併合の比率
×調整前行使価額＝調整後行使価額
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品目別売上高 

                                                                            （単位：千円） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

菓 子 ・ ジ ュ － ス ・ 即 席 食 品 等 10,238,707 26.7% 10,317,815 25.6% 19,945,388 25.8%

酒 類 6,434,142 16.8% 7,269,092 18.1% 12,552,225 16.2%

化粧品・ヘアケア用品・サニタリ－用品等 7,107,214 18.5% 7,262,421 18.0% 13,771,480 17.8%

下 着 ・ カ ジ ュ ア ル 衣 料 品 等 1,917,136 5.0% 1,958,683 4.9% 3,955,925 5.1%

季 節 家 電 ・ 小 物 家 電 等 1,760,905 4.6% 1,912,449 4.7% 3,794,132 4.9%

日 配 品 1,536,375 4.0% 1,775,059 4.4% 3,088,197 4.0%

消 耗 家 庭 雑 貨 等 1,576,534 4.1% 1,575,356 3.9% 3,126,204 4.0%

ペ ッ ト フ － ド ・ ペ ッ ト 用 品 等 1,531,532 4.0% 1,538,893 3.8% 2,997,131 3.9%

そ の 他 6,072,150 15.9% 6,500,891 16.2% 13,702,754 17.9%

小 計 38,174,698 99.6% 40,110,664 99.6% 76,933,441 99.6%

そ の 他 営 業 収 入 158,499 0.4% 155,866 0.4% 315,415 0.4%

合 計 38,333,198 100.0% 40,266,531 100.0% 77,248,856 100.0%

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)

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)
項　　目

 
（注）1.その他営業収入は、店内及び店内で展開するテナント料並びに自販機等のリベ－ト収入であります。 

   2.上記の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 


