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１．18年８月中間期の業績（平成18年３月１日～平成18年８月31日）

(1）経営成績 （注）金額は百万円未満を切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 ％

18年８月中間期 33,744 2.8 450 85.5 710 51.8

17年８月中間期 32,810 3.3 242 － 467 －

18年２月期 65,773  1,467  1,889  

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円

18年８月中間期 393 － 624

17年８月中間期 11 － 19

18年２月期 721  1,128

（注）①期中平均株式数 18年８月中間期 630,345株 17年８月中間期 613,641株 18年２月期 621,776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

18年８月中間期 74,193 67,302 90.7 106,767

17年８月中間期 73,835 67,067 90.8 106,479

18年２月期 75,152 67,446 89.7 106,970

（注）①期末発行済株式数 18年８月中間期 630,372.8株 17年８月中間期 629,862.8株 18年２月期 630,322.8株

②期末自己株式数 18年８月中間期 32,032.2株 17年８月中間期 32,542.2株 18年２月期 32,082.2株

２．19年２月期の業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 73,800 2,900 1,800

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　2,855円

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

17年2月期 1,600 800 2,400

18年2月期（実績） 800 800 1,600

19年2月期（予想） 800 800 1,600

（注）18年８月中間期末配当金の内訳　  記念配当　－　  特別配当　－

※　上記数値予想は、当社が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、実際の業績は、様々な要因によっ

て上記予想と大きく異なる可能性があります。



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
平成17年８月31日

当中間会計期間末
平成18年８月31日

前事業年度要約貸借対照表
平成18年２月28日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 19,649 18,541 20,195

２．売掛金  1,200 1,095 1,008

３．たな卸資産 1,484 3,812 3,455

４．その他 2,134 1,179 1,436

貸倒引当金 △33 △9 △11

流動資産合計 24,435 33.1 24,620 33.2 26,085 34.7

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物 10,126 10,277 9,997

２．土地 4,722 4,722 4,722

３．その他 2,690 2,380 2,566

有形固定資産合計 17,539 23.8 17,379 23.4 17,286 23.0

(2）無形固定資産 1,359 1.8 1,369 1.8 1,373 1.8

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 2,668 2,284 2,377

２．関係会社株式 11,152 10,842 10,690

３．差入保証金 9,441 9,701 9,528

４．その他 ※１ 8,268 8,432 8,225

貸倒引当金 △545 △436 △414

投資損失引当金 △484  -  - 

投資その他の資産
合計

30,501 41.3 30,824 41.6 30,406 40.5

固定資産合計 49,399 66.9 49,573 66.8 49,067 65.3

資産合計 73,835 100.0 74,193 100.0 75,152 100.0

－ 1 －



前中間会計期間末
平成17年８月31日

当中間会計期間末
平成18年８月31日

前事業年度要約貸借対照表
平成18年２月28日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 2,325 2,185 2,307

２．未払金 670 750 731

３．未払法人税等 168 172 785

４．賞与引当金 579 616 790

５．その他 1,532 1,616 1,594

流動負債合計 5,276 7.2 5,341 7.2 6,208 8.3

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 581 558 573

２．役員退職慰労引当
金

462 509 485

３．その他 447 482 437

固定負債合計 1,491 2.0 1,549 2.1 1,497 2.0

負債合計 6,768 9.2 6,891 9.3 7,705 10.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 10,265 13.9 － － 10,265 13.7

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 11,139 － 11,139

資本剰余金合計 11,139 15.1 － － 11,139 14.8

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 1,740 － 1,740

２．任意積立金 49,500 － 49,500

３．中間(当期)未処分
利益

949 － 1,159

利益剰余金合計 52,189 70.7 － － 52,400 69.7

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

△295 △0.4 － － △214 △0.3

Ⅴ　自己株式 △6,232 △8.5 － － △6,144 △8.2

資本合計 67,067 90.8 － － 67,446 89.7

負債・資本合計 73,835 100.0 － － 75,152 100.0

－ 2 －



前中間会計期間末
平成17年８月31日

当中間会計期間末
平成18年８月31日

前事業年度要約貸借対照表
平成18年２月28日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － － 10,265 13.8 － －

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  － 11,139 －

(2）その他資本剰余
金

－ 0 －

資本剰余金合計 － － 11,140 15.0 － －

３．利益剰余金  

(1）利益準備金 － 1,740 －

(2）その他利益剰余
金

   

別途積立金 － 49,500 －

繰越利益剰余金 － 1,028 －

利益剰余金合計  － － 52,268 70.4 － －

４．自己株式  － － △6,134 △8.2 － －

株主資本合計  － － 67,539 91.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

　　その他有価証券評
価差額金

－ － △237 △0.3 － －

評価・換算差額等合
計

－ － △237 △0.3 － －

純資産合計 － － 67,302 90.7 － －

負債純資産合計 － － 74,193 100.0 － －

－ 3 －



(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前事業年度要約損益計算書
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 32,810 100.0 33,744 100.0 65,773 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１ 13,686 41.7 13,576 40.2 26,927 40.9

売上総利益 19,124 58.3 20,167 59.8 38,845 59.1

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１ 18,881 57.6 19,717 58.4 37,378 56.9

営業利益 242 0.7 450 1.3 1,467 2.2

Ⅳ　営業外収益 ※２ 321 1.0 362 1.1 603 0.9

Ⅴ　営業外費用
※１
※３

96 0.3 103 0.3 181 0.2

経常利益 467 1.4 710 2.1 1,889 2.9

Ⅵ　特別利益 ※４ 263 0.8 11 0.0 522 0.8

Ⅶ　特別損失
※５

 ※６
624 1.9 155 0.4 877 1.4

税引前中間(当期)
純利益  107 0.3 566 1.7 1,533 2.3

法人税、住民税及
び事業税

95 94 628

法人税等調整額 0 95 0.3 78 173 0.5 183 812 1.2

中間(当期)純利益 11 0.0 393 1.2 721 1.1

前期繰越利益 1,904  1,904

中間配当額 －  503

自己株式処分差損 967  962

中間(当期)未処分
利益

949  1,159

－ 4 －



(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３月１日　至平成18年８月31日）

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金
その他資本　

　剰余金 

資本剰余金

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
繰越利益

剰余金

 平成18年２月28日　残高

　　　　　　　　（百万円）
10,265 11,139 － 11,139 1,740 49,500 1,159 52,400

中間会計期間中の変動額

 　剰余金の配当 － － － － － － △504 △504

 　利益処分による役員賞与 － － － － － － △20 △20

 　中間純利益 － － － － － － 393 393

 　自己株式の処分 － － 0 0 － － － －

 　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

　　　　　　　　（百万円）
－ － 0 0 － － △131 △131

 平成18年８月31日　残高

　　　　　　　　（百万円）
10,265 11,139 0 11,140 1,740 49,500 1,028 52,268

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計 

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

 平成18年２月28日　残高

　　　　　　　　（百万円）
△6,144 67,661 △214 △214 67,446

中間会計期間中の変動額

 　剰余金の配当 － △504 － － △504

 　利益処分による役員賞与 － △20 － － △20

 　中間純利益 － 393 － － 393

 　自己株式の処分 9 10 － － 10

 　株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
－ － △22 △22 △22

 中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　（百万円）
9 △121 △22 △22 △143

 平成18年８月31日　残高

　　　　　　　　（百万円）
△6,134 67,539 △237 △237 67,302

－ 5 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前事業年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1)有価証券

①満期保有目的債券

償却原価法

(1)有価証券

①    ───────

 

(1)有価証券

①満期保有目的債券

同左

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

②子会社株式及び関連会社株式

同左

②子会社株式及び関連会社株式

同左

③その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

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）

③その他有価証券

時価のあるもの

同左

③その他有価証券

時価のあるもの

　決算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

(2)デリバティブ

時価法

(2)デリバティブ

同左

(2)デリバティブ

同左

(3)たな卸資産

①商品

（市場相場のある肉）

総平均法による低価法

(3)たな卸資産

①商品

（市場相場のある肉）

同左

(3)たな卸資産

①商品

（市場相場のある肉）

同左

（上記以外）

総平均法による原価法

（上記以外）

同左

（上記以外）

同左

②製品

（市場相場のある肉）

総平均法による低価法

②製品

（市場相場のある肉）

同左

②製品

（市場相場のある肉）

同左

（上記以外）

総平均法による原価法

（上記以外）

同左

（上記以外）

同左

③原材料

（市場相場のある肉）

総平均法による低価法

③原材料

（市場相場のある肉）

同左

③原材料

（市場相場のある肉）

同左

（上記以外）

総平均法による原価法

（上記以外）

同左

（上記以外）

同左

④仕掛品

（市場相場のある肉）

総平均法による低価法

④仕掛品

（市場相場のある肉）

同左

④仕掛品

（市場相場のある肉）

同左

（上記以外）

総平均法による原価法

（上記以外）

同左

（上記以外）

同左

⑤貯蔵品

最終仕入原価法

⑤貯蔵品

同左

⑤貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産及び投資その他の

資産（投資不動産）

(1)有形固定資産及び投資その他の

資産（投資不動産）

(1)有形固定資産及び投資その他の

資産（投資不動産）

　定率法

　但し、平成10年４月１日以降

取得の建物につきましては、定

額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物　　　　　　８年～50年

その他（機械装置）

　　　　　　　　７年～13年

その他（工具、器具及び備品）

　　　　　　　　５年～６年

同左

 

　

 

 

　

 

　　　　　　　

同左

(2)無形固定資産

　定額法

　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

－ 6 －



前中間会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前事業年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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の

可能性を検討し、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)投資損失引当金

　関係会社への投資に対する損失

に備えるため、その資産内容等を

検討し、計上しております。

(2)      ───────

 

(2)投資損失引当金

　関係会社への投資に対する損失

に備えるため、その資産内容等を

検討し、計上しております。

(3)賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、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)退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備え

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。数理計算上

の差異は、その発生時の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により、発生事

業年度の翌事業年度より費用処理

しております。

(4)退職給付引当金

同左

(4)退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備え

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

に基づき計上しております。数理

計算上の差異は、その発生時の平

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、発

生事業年度の翌事業年度より費用

処理しております。

(5)役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支給に備える

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。

(5)役員退職慰労引当金

同左

(5)役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

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．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための重

要な事項

消費税等の会計処理の方法

(1)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の方法

(1)　　　　　同左

消費税等の会計処理の方法

(1）         同左

 (2)仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺の上、流動負債[その他]に

含めて表示しております。

(2)　　　　　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　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前事業年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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)を適用しておりま

す。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は673億２百万円であります。

　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貸

借対照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。

──────
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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31日

当中間会計期間末
平成18年８月31日

前事業年度末
平成18年２月28日

※１．有形固定資産及び

投資不動産の減価

償却累計額

(百万円) (百万円) (百万円)

有形固定資産 16,755

投資その他の資産

 （投資不動産）
504

有形固定資産 17,851

投資その他の資産

 （投資不動産）
570

有形固定資産 17,415

投資その他の資産

 （投資不動産）
535

　２．偶発債務 保証債務 保証債務 保証債務

被保証先 保証内容
金額

(百万円)

㈱沖縄吉野
家
他9社

金融機関
借入

959

㈱上海エク
スプレス

リース債
務

4

ＦＣ加盟者
(80社)

仕入債務 14

計 － 978

被保証先 保証内容
金額

(百万円)

㈱沖縄吉野
家
他9社

金融機関
借入

1,004

㈱はなまる
 他1社

リース債
務

32

ＦＣ加盟者
(61社)

仕入債務 12

計 － 1,049

被保証先 保証内容
金額

(百万円)

㈱沖縄吉野
家
他9社

金融機関
借入

709

㈱上海エク
スプレス

リース債
務

2

ＦＣ加盟者
(67社)

仕入債務 10

計 － 721

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前事業年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

※１．減価償却実施額 （百万円) （百万円) （百万円）

有形固定資産 823 777 1,685

無形固定資産 179 179 356

投資その他の資産

 (投資不動産）
31 34 62

※２．営業外収益の主要項目

受取利息 24 27 54

賃貸収入 117 123 237

受取手数料 45 42 85

※３．営業外費用の主要項目

賃貸費用 48 50 96

※４．特別利益の主要項目

関係会社株式売却益 － － 123

新株引受権戻入益 25 － 25

貸倒引当金戻入益 238 － 373

※５．特別損失の主要項目

固定資産除売却損 95 101 235

減損損失 109 3 109

関係会社株式売却損 401 － 401
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項目
前中間会計期間

自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前事業年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

※６.減損損失  

  当中間会計期間において当社は以下

の資産グループについて減損損失を計

上しました。

　　　　　　　　　(単位：百万円)

用途 種類 減損損失

店舗(9店)

 

 

建物、構築

物、工具、

器具及び備

品 

109

 計 109

 

  当中間会計期間において当社は以下

の資産グループについて減損損失を計

上しました。

　　　　　　　　　(単位：百万円)

用途 種類 減損損失

店舗(2店)

  

建物、工具、

器具及び備

品

 

3

 計 3

 

　当事業年度において当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上し

ました。

　　　　　　　　　(単位：百万円)

用途　 種類 減損損失

店舗(9店)

 

 

建物、構築

物、工具、

器具及び備

品 

109

 計 109

 

 

 　当社は、減損会計の適用にあたり、

主に店舗をキャッシュフローを生み

出す最小単位としてグルーピングし

ておりますが、工場、配送セン

ター、営業管理等特定の店舗に関連

付けられない資産については、関連

する事業部の共有資産として、本社、

寮及び福利厚生施設等については,全

社資産としてグルーピングしており

ます。

　なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額と、使用価値を

比較して、主として、使用価値によ

り測定しております。正味売却価額

は、主に不動産鑑定基準に基づく鑑

定評価額などに合理的な調整を行っ

て算出した金額を使用しております。

使用価値の算出にあたっては、将来

キャッシュ・フローを6.78％で割引

いて算出しております。

 　当社は、減損会計の適用にあたり、

主に店舗をキャッシュフローを生み

出す最小単位としてグルーピングし

ておりますが、工場、配送セン

ター、営業管理等特定の店舗に関連

付けられない資産については、関連

する事業部の共有資産として、本社、

寮及び福利厚生施設等については,全

社資産としてグルーピングしており

ます。

　なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額と、使用価値を

比較して、主として、使用価値によ

り測定しております。正味売却価額

は、主に不動産鑑定基準に基づく鑑

定評価額などに合理的な調整を行っ

て算出した金額を使用しております。

使用価値の算出にあたっては、将来

キャッシュ・フローを6.04％で割引

いて算出しております。

 　当社は、減損会計の適用にあたり、

主に店舗をキャッシュフローを生み

出す最小単位としてグルーピングし

ておりますが、工場、配送セン

ター、営業管理等特定の店舗に関連

付けられない資産については、関連

する事業部の共有資産として、本社、

寮及び福利厚生施設等については,全

社資産としてグルーピングしており

ます。

　なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額と、使用価値を

比較して、主として、使用価値によ

り測定しております。正味売却価額

は、主に不動産鑑定基準に基づく鑑

定評価額などに合理的な調整を行っ

て算出した金額を使用しております。

使用価値の算出にあたっては、将来

キャッシュ・フローを6.78％で割引

いて算出しております。

（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３月１日　至　平成18年８月31日）

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）

 普通株式　（注） 32,082.2 － 50 32,032.2

 　　　　合計 32,082.2 － 50 32,032.2

（注）普通株式の自己株式の株式数の減少50株は、ストック・オプション(新株予約権)の権利行使による減少であります。
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①　リース取引

項目
前中間会計期間

自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前事業年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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

(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

その他

（百万円)

取得価額相当額 1,317

減価償却累計額

相当額
812

中間期末残高相

当額
505

その他

（百万円)

取得価額相当額 957

減価償却累計額

相当額
659

中間期末残高相

当額
297

その他

（百万円)

取得価額相当額 1,178

減価償却累計額

相当額
792

期末残高相当額 385

　なお、取得価額相当額は、有形

固定資産の中間期末残高等に占め

る未経過リース料中間期末残高の

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

同左 　なお、取得価額相当額は、有形

固定資産の期末残高等に占める未

経過リース料期末残高の割合が低

いため、支払利子込み法により算

定しております。

(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

（百万円)

１年以内 277

１年超 227

合計 505

（百万円)

１年以内 187

１年超 110

合計 297

（百万円)

１年以内 231

１年超 153

合計 385

　なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、有形固定資産の中

間期末残高等に占めるその割合が

低いため、支払利子込み法により

算定しております。

同左 　なお、未経過リース料期末残高

相当額は、有形固定資産の期末残

高等に占めるその割合が低いため、

支払利子込み法により算定してお

ります。

(3)支払リース料、減価償却費相当額 (3)支払リース料、減価償却費相当額 (3)支払リース料、減価償却費相当額

（百万円)

支払リース料 184

減価償却費相当

額
184

（百万円)

支払リース料 131

減価償却費相当

額
131

（百万円)

支払リース料 339

減価償却費相当

額
339

(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。

(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

②　有価証券

前中間会計期間（平成17年８月31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。

当中間会計期間（平成18年８月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

 子会社株式 1,783 5,791 4,007

前事業年度（平成18年２月28日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

 子会社株式 1,783 5,967 4,183
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（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

前中間会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前事業年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

────── （退職年金制度の移行）

　当社の退職給付制度は、税制適格退

職年金制度と確定拠出年金制度を採用

しておりましたが、平成18年９月１日

をもって、税制適格退職年金制度を解

除し、確定拠出年金制度へ全て移行し

ております。

　なお、本移行に伴い、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処理」（企

業会計基準適用指針第１号）を適用し、

平成19年２月期の損益計算書において、

退職給付引当金戻入益約６億91百万円

を特別利益に計上する見込みでありま

すが、退職給付債務の計算結果等によ

り金額が変動する可能性がありま

す。

──────
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