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１．2006年８月中間期の業績（2006年２月21日～2006年８月20日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2006年８月中間期 18,707 17.3 2,039 51.2 2,038 51.5

2005年８月中間期 15,949 17.6 1,347 13.1 1,345 12.5

2006年２月期 34,483 3,733 3,728

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

2006年８月中間期 1,146 52.3 75 89

2005年８月中間期 752 20.4 59 76

2006年２月期 2,115 164 94

（注）①期中平均株式数 2006年８月中間期 15,111,466株 2005年８月中間期 12,597,764株 2006年２月期 12,596,897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であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

2006年８月中間期 20,672 11,433 55.3 756 68

2005年８月中間期 14,754 9,362 63.5 743 25

2006年２月期 14,856 10,722 72.1 848 25

（注）①期末発行済株式数 2006年８月中間期 15,110,528株 2005年８月中間期 12,596,614株 2006年２月期 12,595,691株

②期末自己株式数 2006年８月中間期 35,879株 2005年８月中間期 25,392株 2006年２月期 26,315株

２．2007年２月期の業績予想（2006年２月21日～2007年２月20日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 45,800 4,350 2,470

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　163円46銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金（円）

期末 年間

 2006年２月期 30 30

2007年２月期（実績） － －

2007年２月期（予想） 30 30

※　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、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末
（2005年８月20日）

当中間会計期間末
（2006年８月20日）

前事業年度の要約貸借対照表
（2006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   1,666,249   1,412,639   4,542,425  

２．売掛金   59,932   70,273   39,454  

３．売上預け金 ※2,3  2,833,669   3,172,650   472,225  

４．たな卸資産   622,558   686,463   567,200  

５．その他   390,391   516,831   343,847  

流動資産合計   5,572,800 37.8  5,858,859 28.3  5,965,153 40.2

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物   865,841   855,087   848,503  

２．遊戯機械   5,426,927   5,760,276   5,105,779  

３．器具備品   617,709   631,717   615,384  

有形固定資産合計   6,910,478 46.8  7,247,082 35.1  6,569,667 44.2

(2）無形固定資産   75,927 0.5  77,774 0.4  85,802 0.6

(3)投資その他の資産           

１．関係会社株式   －   5,100,000   －  

２．敷金・差入保証
金

  1,668,540   1,765,484   1,711,136  

３．前払年金費用   96,517   66,048   81,500  

４．その他   429,859   556,978   443,635  

投資その他の資産
合計

  2,194,917 14.9  7,488,511 36.2  2,236,272 15.0

固定資産合計   9,181,323 62.2  14,813,368 71.7  8,891,742 59.8

資産合計   14,754,123 100.0  20,672,227 100.0  14,856,896 100.0
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前中間会計期間末
（2005年８月20日）

当中間会計期間末
（2006年８月20日）

前事業年度の要約貸借対照表
（2006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．買掛金   1,289,916   1,345,403   760,848  

２．短期借入金   －   3,000,000   －  

３．未払法人税等   685,817   1,073,456   1,022,166  

４．賞与引当金   81,927   92,578   88,178  

５．役員賞与引当金   －   16,250   －  

６．設備支払手形   1,962,682   1,955,829   1,144,191  

７．その他 ※４  1,229,923   1,620,408   974,448  

流動負債合計   5,250,268 35.6  9,103,926 44.0  3,989,833 26.9

Ⅱ　固定負債           

１．役員退職慰労引当金   86,024   85,329   95,559  

２．預り保証金   55,300   49,100   49,100  

固定負債合計   141,324 0.9  134,429 0.7  144,659 1.0

負債合計   5,391,592 36.5  9,238,355 44.7  4,134,492 27.9

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,747,139 11.8  － －  1,747,139 11.7

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金   1,650,139   －   1,650,139  

　　資本剰余金合計   1,650,139 11.2  － －  1,650,139 11.1

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金   212,500   －   212,500  

２．任意積立金   4,700,000   －   4,700,000  

３．中間（当期）未処分
利益

  1,093,063   －   2,455,891  

利益剰余金合計   6,005,563 40.7  － －  7,368,391 49.6

Ⅳ　自己株式   △40,310 △0.2  － －  △43,266 △0.3

資本合計   9,362,531 63.5  － －  10,722,403 72.1

負債資本合計   14,754,123 100.0  － －  14,856,896 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  1,747,139 8.4  － －

２．資本剰余金           

（1）資本準備金  －   1,650,139   －   

　　資本剰余金合計   － －  1,650,139 8.0  － －

３．利益剰余金           

（1）利益準備金  －   212,500   －   

（2）その他利益剰余
金

          

別途積立金  －   6,300,000   －   

繰越利益剰余金  －   1,586,831   －   

　　利益剰余金合計   － －  8,099,331 39.2  － －

４．自己株式   － －  △62,738 △0.3  － －

株主資本合計   － －  11,433,871 55.3  － －

純資産合計      11,433,871 55.3    

負債純資産合計   － －  20,672,227 100.0  － －
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前中間会計期間末
（2005年８月20日）

当中間会計期間末
（2006年８月20日）

前事業年度の要約貸借対照表
（2006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
（％）
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　2005年２月21日
至　2005年８月20日）

当中間会計期間
（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　2005年２月21日
至　2006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   15,949,858 100.0  18,707,203 100.0  34,483,069 100.0

Ⅱ　売上原価   13,573,466 85.1  15,525,871 83.0  28,618,044 83.0

売上総利益   2,376,392 14.9  3,181,331 17.0  5,865,025 17.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,028,404 6.4  1,142,236 6.1  2,131,985 6.2

営業利益   1,347,988 8.5  2,039,095 10.9  3,733,039 10.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,124 0.0  11,771 0.1  3,210 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  3,520 0.1  12,340 0.1  8,020 0.0

経常利益   1,345,591 8.4  2,038,526 10.9  3,728,230 10.8

Ⅵ　特別損失 ※３  － －  7,270 0.0  11,439 0.0

税引前中間（当
期）純利益

  1,345,591 8.4  2,031,256 10.9  3,716,790 10.8

法人税、住民税及
び事業税

 650,811   1,030,814   1,657,427   

法人税等調整額  △58,137 592,673 3.7 △146,369 884,445 4.7 △56,383 1,601,044 4.7

中間（当期）純利
益

  752,918 4.7  1,146,810 6.2  2,115,746 6.1

前期繰越利益   340,145   440,020   340,145  

中間（当期）未処
分利益

  1,093,063   1,586,831   2,455,891  
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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2006年２月21日　至2006年８月20日）                                      (単位：千円）

　　　　　　　株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
 株主資本合

計資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益

剰余金(注)

1

利益剰余金

　合計

2006年２月20日残高 1,747,139 1,650,139 1,650,139 212,500 7,155,891 7,368,391 △43,266 10,722,403 10,722,403

中間会計期間中の変動額

2006年５月定時株主総会決議に基

づく利益処分項目(注)2
△415,870 △415,870 △415,870 △415,870

中間純利益 1,146,810 1,146,810 1,146,810 1,146,810

自己株式の取得  △19,472 △19,472 △19,472

中間会計期間中の変動額合計  730,940 730,940 △19,472 711,468 711,468

2006年８月20日残高 1,747,139 1,650,139 1,650,139 212,500 7,886,831 8,099,331 △62,738 11,433,871 11,433,871

（注）１．その他の剰余金の内訳

 （単位：千円）

項　目 別途積立金 繰越利益剰余金 合計

2006年２月20日残高 4,700,000 2,455,891 7,155,891

中間会計期間中の変動額

2006年５月株主総会決議に基づく利益処分項目(注)２ 1,600,000 △2,015,870 △415,870

中間純利益 1,146,810 1,146,810

中間会計期間中の変動額合計 1,600,000 △869,060 730,940

2006年８月20日残高 6,300,000 1,586,831 7,886,831

 （注）２．2006年5月定時株主総会における利益処分項目は次のとおりであります。

利益処分額  

 １．配当金  377,870千円

 ２．役員賞与  38,000千円

 ３．任意積立金  

別途積立金 1,600,000千円

 合計 2,015,870千円
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　2005年２月21日
至　2005年８月20日）

当中間会計期間
（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

前事業年度
（自　2005年２月21日
至　2006年２月20日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

────── (1)有価証券

 子会社株式

 移動平均法による原価法

──────

(1)たな卸資産

　① 商品

「企業会計原則と関係諸法令との

調整に関する連続意見書」第四に

定める売価還元平均原価法

(2)たな卸資産

　① 商品

同左

(1)たな卸資産

　① 商品

同左

 　② 貯蔵品

最終仕入原価法

　② 貯蔵品

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

経済的耐用年数に基づく定額法

　各資産別の耐用年数として下記

の年数を採用しております。

(1）有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

 建物（建物附属設備）

　　　　　　　３～６年

遊戯機械　　　２～６年

器具備品　　　２～６年

  

 (2) 無形固定資産

　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

（３～５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

 (3) 長期前払費用

定額法

(3) 長期前払費用

同左

(3) 長期前払費用

同左

３．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時の費用として処理しており

ます。

新株発行費

同左

新株発行費

同左

４．引当金の計上基準 (1）賞与引当金

　社員及びフレックス社員

（パートタイマー）に支給する賞

与に備え、支給見込額のうち当中

間会計期間に負担する金額を計上

しております。

(1）賞与引当金

同左

(1）賞与引当金

　社員及びフレックス社員

（パートタイマー）に支給する賞

与に備え、支給見込額のうち当期

に負担する金額を計上しておりま

す。

 ──────

 

 

(2）役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支給に備え

るため、役員賞与支給見込額のう

ち、当中間会計期間に負担する金

額を計上しております。

（会計方針の変更）

　役員賞与については、従来

利益剰余金の減少として処理

しておりましたが、当中間会

計期間より、「役員賞与に関

する会計基準」（会計基準委

員会　企業会計基準第４号　

2005年11月29日）を適用し、

発生した期間の費用として処

理しております。

　この結果、販売費及び一般

管理費は16,250千円多く、営

業利益、経常利益、税引前中

間純利益はそれぞれ同額少な

く計上されております。

──────
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項目
前中間会計期間

（自　2005年２月21日
至　2005年８月20日）

当中間会計期間
（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

前事業年度
（自　2005年２月21日
至　2006年２月20日）

 (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。

　なお、数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務

期間内の一定の年数（10年）によ

る定額法により、翌期から費用処

理することとしております。

(3）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、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。

　なお、数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務

期間内の一定の年数（10年）によ

る定額法により、翌期から費用処

理することとしております。

 (3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく当中間会計

期間末要支給額の全額を計上して

おります。

(4）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備え、

内規に基づく期末要支給額の全額

を計上しております。

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．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　中間キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引出可能な預金

からなっております。

同左 　キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引出可能な預金から

なっております。

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

　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
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　2005年２月21日
至　2005年８月20日）

当中間会計期間
（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

前事業年度
（自　2005年２月21日
至　2006年２月20日）

（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の設定に関する意

見書」(企業会計審議会））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第６号)が平成16年３月31日以降に

終了する事業年度に係る財務諸表から適用で

きることとなったことに伴い、当中間会計期

間から同会計基準及び同適用指針を適用して

おります。なお、これによる当中間会計期間

の損益に与える影響はありません。

──────

──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等

　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　2005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　2005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。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は11,433百万円であります。

　なお、中間財務諸表規則の改正により、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）

 「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））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第６号)が平成16年３月31日以降に

終了する事業年度に係る財務諸表から適用で

きることとなったことに伴い、当中間会計期

間から同会計基準及び同適用指針を適用して

おります。なお、これによる当中間会計期間

の損益に与える影響はありません。

──────

 (2) 売上高の一部について総額表示から純額

表示への変更

　従来、店内設置自販機による販売委託及び

業務委託による飲食物の提供等につきまして

は、お客さまへの販売額を売上高に、その販

売業務委託料を売上原価に計上する方法（総

額表示方式）で会計処理を行っておりました

が、株式会社マイカルクリエイトとの経営統

合を機に、親子会社間の会計処理の統一を目

的として当中間会計期間より純額表示方式に

変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べ

て当会計年度の売上高及び売上原価は252,666

千円減少しておりますが、営業利益及び経常

利益並びに税引前中間純利益に与える影響は

ありません。
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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
（2005年８月20日）

当中間会計期間末
（2006年８月20日）

前事業年度末
（2006年２月20日）

※１．有形固定資産の減価償

却累計額
          12,274,972千円                  14,872,567千円                  13,491,997千円

※２．売上預け金 　ショッピングセンターの店舗賃貸

人に預けている売上代金であります。

同左 同左

※３．期末日が休日のため増

加した主な資産

当中間会計期間末日が金融機関

の休日のため、下記の科目に含まれ

ている翌営業日に決済される金額は

次のとおりであります。 

当中間会計期間末日が金融機関

の休日のため、下記の科目に含まれ

ている翌営業日に決済される金額は

次のとおりであります。 

 　　　──────　

 売上預け金　　1,550,434千円 売上預け金　　 1,714,678千円  

※４．消費税等の取扱い 　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、金銭的重要性が乏しい

ため、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。

同左 　──────

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　2005年２月21日
至　2005年８月20日）

当中間会計期間
（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

前事業年度
（自　2005年２月21日
至　2006年２月20日）

※１．営業外収益の主要項目 受取利息   4千円 受取利息 429千円 受取利息 　  4千円

※２．営業外費用の主要項目 新株発行費 2,278千円 新株発行費 2,206千円 新株発行費 2,278千円

※３．特別損失の主要項目   

──────

店舗等移転損失 7,270千円 店舗閉鎖損失 11,439千円

　４．減価償却実施額 有形固定資産 1,551,584千円

無形固定資産 8,424千円

有形固定資産  1,741,969千円

無形固定資産     12,403千円

有形固定資産 3,177,745千円

無形固定資産     19,994千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

 当中間連結会計期間（自　2006年２月21日　至　2006年８月20日）

１.自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間
末株式数（株）

自己株式     

普通株式　（注） 26,315 9,564 － 35,879

合計 26,315 9,564 － 35,879

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加9,564株は、単元未満株式の買取による増加であります。
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　2005年２月21日
至　2005年８月20日）

当中間会計期間
（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

前事業年度
（自　2005年２月21日
至　2006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

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(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)

器具備品 27,733 24,274 3,458

無形固定資
産

35,107 26,107 9,000

合計 62,840 50,381 12,458

 

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)

無形固定資
産

27,640 24,812 2,827

合計 27,640 24,812 2,827

 

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)

器具備品 2,365 2,316 49

無形固定資
産

32,059 26,375 5,683

合計 34,424 28,691 5,733

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 9,822千円

１年超 2,887千円

合計 12,710千円

１年内 2,887千円

合計 2,887千円

１年内 5,505千円

１年超 335千円

合計 5,841千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 8,103千円

減価償却費相当額 7,863千円

支払利息相当額 107千円

支払リース料 2,974千円

減価償却費相当額 2,905千円

支払利息相当額 21千円

支払リース料 15,009千円

減価償却費相当額 14,571千円

支払利息相当額 162千円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

同左 同左

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

同左 同左

②　有価証券

前中間会計期間（2005年８月20日現在）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（2006年８月20日現在）

　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（2006年２月20日現在）

　該当事項はありません。
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③　デリバティブ取引

前中間会計期間（自　2005年２月21日　至　2005年８月20日）

　当社はデリバティブ取引を全く行っていないため該当事項はありません。

前事業年度（自　2005年２月21日　至　2006年２月20日）

　当社はデリバティブ取引を全く行っていないため該当事項はありません。

④　持分法損益等

前中間会計期間（自　2005年２月21日　至2005年８月20日）

　当社は持分法適用会社を有していないため該当事項はありません。

前事業年度（自　2005年２月21日　至2006年２月20日）

　当社は持分法適用会社を有していないため該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　2005年２月21日
至　2005年８月20日）

当中間会計期間
（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

前事業年度
（自　2005年２月21日
至　2006年２月20日）

１株当たり純資産額 743.25円

１株当たり中間純利益 59.76円

１株当たり純資産額 　756.68円

１株当たり中間純利益    75.89円

１株当たり純資産額 848.25円

１株当たり当期純利益 164.94円

　潜在株式調整後１株当たり中間純利益につ

いては、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

　潜在株式調整後１株当たり中間純利益につ

いては、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

　なお、当社は2005年４月12日付で１株につ

き1.1株の株式分割を行っております。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の１株当たり情報については、それぞ

れ以下のとおりとなります。

　なお、当社は2006年２月21日付で１株につ

き1.2株の株式分割を行っております。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の１株当たり情報については、それぞ

れ以下のとおりとなります。

　なお、当社は2005年４月12日付で１株につ

き1.1株の株式分割を行っております。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前期の１株当たり情報については、

それぞれ以下のとおりとなります。

前中間会計期
間

前事業年度

１株当たり
純資産額

１株当たり
純資産額

 628.00円 706.63円

１株当たり
中間純利益

１株当たり
当期純利益

49.63円 128.31円

前中間会計期
間

前事業年度

１株当たり
純資産額

１株当たり
純資産額

619.38円 706.88円

１株当たり
中間純利益

１株当たり
当期純利益

49.80円 137.45円

１株当たり純資産額　　　      706.63円

１株当たり当期純利益　　　　　128.31円

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

 
前中間会計期間

(自　2005年２月21日
至　2005年８月20日)

当中間会計期間
(自　2006年２月21日
至　2006年８月20日)

前事業年度
(自　2005年２月21日
至　2006年２月20日)

中間（当期）純利益（千円） 752,918 1,146,810 2,115,746

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 38,000

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （38,000）

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
752,918 1,146,810 2,077,746

期中平均株式数（株） 12,597,764 15,111,466 12,596,897
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（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　2005年２月21日

至　2005年８月20日）

当中間会計期間

（自　2006年２月21日

至　2006年８月20日）

前事業年度

（自　2005年２月21日

至　2006年２月20日）

 ────── １．株式会社マイカルクリエイトとの合併

イオン株式会社は、株式会社マイカルの更

生計画終結により、グループ内の同業種を統

合することで、グループ価値最大化の早期実

現をめざしております。その一環として当社

も株式会社マイカルクリエイトとの経営統合

により、両社の得意とするビジネスモデルを

活かし、出店を加速するとともに、スケール

メリットによるバイイングパワーの発揮等に

より、経営基盤の強化をめざすべく、株式会

社マイカルクリエイトの全株式を2006年３月

31日に取得するとともに、2006年８月21日付

にて合併いたしました。

なお、合併契約書は、2006年５月８日開催の

取締役会において決議を行い、同日契約を締

結しております。

(1) 合併の期日

2006年８月21日

(2) 合併の形式

当社を存続会社とし、株式会社マイカルク

リエイトは解散しました。

(3) 新株の発行及び割当

合併による新株の発行及び資本金の増加は

ありません。

(4) 財産の引継

合併期日において株式会社マイカルクリエ

イトの資産・負債及び権利義務の一切を引継

いでおります。

　なお、株式会社マイカルクリエイトから引

継いだ資産及び負債は次のとおりであります。

科目
金額

（千円）
科目

金額

（千円）

（資産の部）   （負債の部）  

流動資産 2,265,085 流動負債 1,910,368

固定資産 2,714,873 固定負債 73,570

  負債の部合計 1,983,939

資産の部合計 4,979,958 差引正味財産 2,996,019

 １．株式会社マイカルクリエイトの全株式取得

2006年３月31日開催の取締役会において、

株式会社マイカルが所有する株式会社マイカ

ルクリエイトの全株式の取得に関する決議を

行い、同日契約を締結しました。

(1)主旨及び目的両社のそれぞれ得意とするビ

ジネスモデルを活かして出店

を加速し、事業規模の拡大と

事業基盤の強化を図るため

(2)株式取得先 株式会社マイカル

(3) 取得する会社

名
株式会社マイカルクリエイト

(4) 事業内容 ショッピングセンター内ア

ミューズメント施設の設置運

営

(5) 規模 2005年２月期

　資本金     400百万円

　営業収益10,243百万円

　総資産 　4,128百万円

　株主資本2,276百万円

(6) 株式取得日 2006年３月31日

(7) 取得株式数 8,000株(所有割合100％)

(8) 取得価額 5,100百万円

(8) 資金調達 自己資金ならびに借入金で賄

う予定

 ２．株式会社マイカルクリエイトとの合併

2006年３月31日の取締役会で株式会社マイ

カルクリエイトとの2006年８月21日を目処と

する、「合併基本合意書」の締結に関する決

議を行い、同日契約を締結しました。

(1) 合併の目的

早期に合併することで経営判断の迅速化、

管理部門の効率化、店舗の開発力、スケール

メリットによるバイイングパワー向上等、シ

ナジー効果がより一層発揮できるとの判断に

よるもの

(2) 合併の期日

2006年８月21日(予定)

(3) 合併の方法

当社を存続会社とし、株式会社マイカルク

リエイトを消滅会社とする吸収合併
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