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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）記載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 87,820 △8.5 1,820 130.3 2,119 81.6 

17年８月中間期 96,025 3.9 790 ─ 1,166 ─ 

18年２月期 179,633 △2.0 1,632 ─ 2,279 ─ 
 

 
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８月中間期 1,686 ― 29 56

17年８月中間期 △13,501 ─ △233 90

18年２月期 △12,094 ─ △209 80
 

（注）①期中平均株式数 18年８月中間期 57,040,628株 17年８月中間期 57,724,537株 

    18年２月期 57,648,795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 

 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８月中間期 115,081  35,253 30.6 618 06

17年８月中間期 111,915  29,898 26.7 517 96

18年２月期 111,717  34,134 30.6 598 42

（注） ①期末発行済株式数  18年８月中間期  57,038,833株  17年８月中間期  57,723,353株 

               18年２月期      57,041,942株 

    ②期末自己株式数   18年８月中間期   2,437,451株  17年８月中間期  1,752,931株 

               18年２月期       2,434,342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 171,300 4,000 3,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 56円 10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２月期 0.00   6.25 6.25 

19年２月期 (実績) 6.25  ─ 

19年２月期（予想） ―   6.25 
12.50 

(注) 19年２月期の中間期末を基準日とする現金配当は、資本剰余金を配当原資とするものです。 

*上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因に

よって予想数値と異なる可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、添付資料５ページをご参照下さい。 
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Ⅰ.個別中間財務諸表等 

1.中間貸借対照表 

（百万円未満切捨て） 

前中間会計期間末 

(平成17年８月31日現在)

当中間会計期間末 

(平成18年８月31日現在)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年２月28日現在)

        期 別 

 

   科 目  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 
 

9,503 11,484  6,802 

２ 受取手形 
 

― 2  ― 

３ 売掛金 
 

3,407 575    386 

４ たな卸資産 
 

27,691 27,406  28,808 

５ その他 
 

4,551 7,100  5,755 

流動資産合計 
 

45,154 40.3 46,569 40.5 41,753 37.4

Ⅱ 固定資産 
 

  

(1) 有形固定資産 ※１   

１ 建物 
 

9,967 8,605   8,989 

２ 土地 
 

12,541 12,116  12,156 

３ その他 
 

2,528 2,137  2,233 

有形固定資産合計 
 

25,037 22.4 22,859 19.9 23,379 20.9

(2) 無形固定資産 
 

1,002 0.9 831 0.7 927 0.8

(3) 投資その他の資産 
 

  

１ 投資有価証券 
 

12,693 17,875  18,263 

２ 関係会社株式 
 

4,600 4,594  4,600 

３ 差入保証金 
 

19,817 19,137  19,410 

４ その他 
 

4,116 3,692  3,871 

５ 貸倒引当金 
 

△513 △477  △487 

投資その他の資産合計 
 

40,714 36.4 44,821 38.9 45,657 40.9

固定資産合計 
 

66,754 59.7 68,511 59.5 69,964 62.6

Ⅲ 繰延資産 
 

7 0.0 ― ― ― ―

資産合計 
 

111,915 100.0 115,081 100.0 111,717 100.0
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（百万円未満切捨て） 

前中間会計期間末 

(平成17年８月31日現在)

当中間会計期間末 

(平成18年８月31日現在)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年２月28日現在)

         期 別 

 

   科 目  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 支払手形 
 

96 99  84 

２ 買掛金 
 

21,518 18,620  14,006 

３ 短期借入金 
 

4,162 4,105  3,962 

４ 一年以内返済予定の 
  長期借入金 

 

4,534 15,736  5,255 

５ 一年以内償還予定の社債 
 

7,000 ―  7,000 

６ その他 ※２ 5,076 7,551  6,008 

流動負債合計 
 

42,388 37.9 46,113 40.1 36,318 32.5

Ⅱ 固定負債 
 

  

１ 長期借入金 
 

33,647 27,711  34,803 

２ 退職給付引当金 
 

1,987 1,910  1,968 

３ その他の引当金 
 

603 565  863 

４ その他 
 

3,388 3,526  3,628 

固定負債合計 
 

39,628 35.4 33,714 29.3 41,263 36.9

負債合計 
 

82,016 73.3 79,827 69.4 77,582 69.4
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前中間会計期間末 

(平成17年８月31日現在)

当中間会計期間末 

(平成18年８月31日現在)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年２月28日現在)

         期 別 

 

   科 目  金額(百万円) 構成比 金額(百万円) 構成比 金額(百万円) 構成比

(資本の部) 
 

  

Ⅰ 資本金 
 

14,948 13.4 ― ― 14,948 13.4

Ⅱ 資本剰余金 
 

  

１ 資本準備金 
 

6,715 ―   6,715 

２ その他資本剰余金 
 

8,922 ―  8,922 

資本剰余金合計 
 

15,637 14.0 ― ― 15,637 14.1

Ⅲ 利益剰余金 
 

  

１ 任意積立金 
 

8,195 ―  8,195 

２ 中間(当期)未処理 
  損失 

 

11,721 ―  10,314 

利益剰余金合計 
 

△3,525 △3.2 ― ― △2,118 △1.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金 
 

3,740 3.3 ― ― 7,071 6.3

Ⅴ 自己株式 
 

△901 △0.8 ― ― △1,402 △1.3

資本合計 
 

29,898 26.7 ― ― 34,134 30.6

負債・資本合計 
 

111,915 100.0 ― ― 111,717 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年８月31日現在)

当中間会計期間末 

(平成18年８月31日現在)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年２月28日現在)

         期 別 

 

   科 目  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 
 

― ― 14,948 13.0 ― ―

２ 資本剰余金 
 

  

(1)資本準備金 
 

― 6,715   ― 

(2)その他資本剰余金 
 

― 6,236  ― 

資本剰余金合計 
 

― ― 12,952 11.3 ― ―

３ 利益剰余金 
 

  

(1)その他利益剰余金 
 

  

  固定資産圧縮積立金 
 

― 209  ― 

   繰越利益剰余金 
 

― 1,686  ― 

利益剰余金合計 
 

― ― 1,896 1.6 ― ―

４  自己株式 
 

― ― △1,406 △1.2 ― ―

   株主資本合計 
 

― ― 28,390 24.7 ― ―

Ⅱ  評価・換算差額等 
 

  

１  その他有価証券評価差額金 
 

― ― 6,839  ― ―

２  繰延ヘッジ損益 
 

― ― 24  ― ―

  評価・換算差額等合計 
 

― ― 6,863 5.9 ― ―

純資産合計 
 

― ― 35,253 30.6 ― ―

負債純資産合計 
 

― ― 115,081 100.0 ― ―
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2.中間損益計算書 

（百万円未満切捨て） 

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 

前事業年度の 
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 

          期 別 

 

  科 目  
金額(百万円) 構成比 金額(百万円) 構成比 金額(百万円) 構成比

   ％ ％  ％

Ⅰ 売上高  96,025 100.0 87,820 100.0  179,633 100.0

Ⅱ 売上原価  72,365 75.4 63,747 72.6  133,091 74.1

売上総利益  23,660 24.6 24,072 27.4  46,541 25.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費  22,869 23.8 22,251 25.3  44,909 25.0

営業利益  790 0.8 1,820 2.1  1,632 0.9

Ⅳ 営業外収益 ※１ 1,241 1.3 1,258 1.4  2,445 1.4

Ⅴ 営業外費用 ※２ 865 0.9 960 1.1  1,798 1.0

経常利益  1,166 1.2 2,119 2.4  2,279 1.3

Ⅵ 特別利益 ※３ 58 0.1 25 0.0  58 0.0

Ⅶ 特別損失 
※４ 

※５ 
14,655 15.3 405 0.4  16,365 9.1

税引前中間(当期)純利益 

又は純損失(△) 
 △13,430 △14.0 1,739 2.0  △14,027 △7.8

法人税、住民税及び事業税  71 0.1 52 0.1  132 0.0

法人税等調整額  － － ─ ─  △2,065 △1.1

中間(当期)純利益又は 

純損失(△) 
 △13,501 △14.1 1,686 1.9  △12,094 △6.7

前期繰越利益  727 ―   727 

利益準備金取崩額  1,052 ―   1,052 

中間(当期)未処理損失  11,721 ―   10,314 

 

―  ― 34



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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備

金 

その他資

本剰余金

資本剰余

金合計 固定資産圧

縮積立金

別途 

積立金

繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成18年2月28日残高（百万円） 14,948 6,715 8,922 15,637 225 7,970 △10,314 △2,118 △1,402 27,063

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △356 △356  △356

中間純利益   1,686 1,686 1,686

固定資産圧縮積立金の取崩   △15 15 ― ―

別途積立金の取崩   △7,970 7,970 ― ―

資本剰余金から利益剰余金 

への振替額 
  △2,328 △2,328 2,328 2,328 ―

自己株式の取得    △3 △3

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） 
― ― △2,685 △2,685 △15 △7,970 12,000 4,014 △3 1,326

平成18年8月31日残高（百万円） 14,948 6,715 6,236 12,952 209 ― 1,686 1,896 △1,406 28,390

 
 

 

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28日残高（百万円） 7,071 ― 7,071 34,134

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当  △356

中間純利益  1,686

固定資産圧縮積立金の取崩  ―

別途積立金の取崩  ―

資本剰余金から利益剰余金 

への振替額 
 ―

自己株式の取得  △3

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額（純額） 
△231 24 △207 △207

中間会計期間中の変動額合計

（百万円） 
△231 24 △207 1,118

平成18年8月31日残高（百万円） 6,839 24 6,863 35,253
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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 資産の評価基準および評価方法 

 (1) たな卸資産 

   主として売価還元法による原

価法 

１ 資産の評価基準および評価方法

 (1) たな卸資産 

   同左 

１ 資産の評価基準および評価方法

 (1) たな卸資産 

   同左 

 (2) 有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式 

    総平均法による原価法 

 (2) 有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式 

    同左 

 (2) 有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式 

    同左 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

 中間決算日前１ヵ月の市

場価格等の平均に基づく時

価法(評価差額は、全部資

本直入法により処理し、売

却原価は総平均法により算

定) 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    同左 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

 決算日前１ヵ月の市場価

格等の平均に基づく時価法

(評価差額は、全部資本直

入法により処理し、売却原

価は総平均法により算定) 

   時価のないもの 

    総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 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法によっております。 

   ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設備

を除く)については、定額法に

よっております。 

   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 

   同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   同左 

 (2) 無形固定資産 

   定額法によっております。 

   なお、自社利用のソフトウエ

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 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   金銭債権の取立不能に備える

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 
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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 

 (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。 

   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

間以内の一定年数(15年)による

定額法により、翌事業年度から

費用処理することとしておりま

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

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数(15年)による

定額法により、翌事業年度から

費用処理することとしておりま

す。 

 (3) その他の引当金 

  ① 役員退職慰労引当金 

    役員の退職慰労金の支出に

備えるため、取締役退任慰労

金規程ならびに監査役退任慰

労金規程に基づく中間期末要

支給額を計上しております。 

 (3) その他の引当金 

  ① 役員退職慰労引当金 

    平成18年５月25日開催の定

時株主総会において、役員退

職金制度を廃止し、役員退職

慰労金の打ち切り支給を決議

したため、廃止時点までの在

任期間に応じて計算した金額

を役員退職慰労引当金として

計上しております。 

    なお、役員退職慰労金は、

各役員の退任時に支給し、引

当金を取崩すこととしており

ます。 

 (3) その他の引当金 

  ① 役員退職慰労引当金 

    役員の退職慰労金の支出に

備えるため、取締役退任慰労

金規程ならびに監査役退任慰

労金規程に基づく期末要支給

額を計上しております。 

    なお、平成18年５月25日開

催の定時株主総会において、

本総会終結の時をもって役員

退職金制度を廃止し、本総会

において再選された各取締役

及び在任中の各監査役に対

し、本総会終結の時までの在

任期間に対応した役員退職慰

労金の打ち切り支給を決議い

たしました。また、再選され

た役員に対する役員退職慰労

金は、それぞれの退任時に支

給することといたします。 

  ② 投資損失引当金 

    子会社及び関連会社への投

資に対し、その資産内容を考

慮して将来負担する可能性の

ある損失を見積り、必要と認

められる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 

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 ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   ヘッジ会計の要件を満たす為

替予約取引については振当処

理、特例処理の要件を満たす金

利スワップ取引については特例

処理を採用しております。 

５ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   同左 

５ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   同左 
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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 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ① ヘッジ手段 
   為替予約取引及び金利スワッ

プ取引 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ① ヘッジ手段 
    同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ① ヘッジ手段 
    同左 

  ② ヘッジ対象 

    主として金銭債務 

  ② ヘッジ対象 

    同左 

  ② ヘッジ対象 

    同左 

 (3) ヘッジ方針 
   ヘッジ対象に係る将来の為替

相場変動によるリスク、及び将

来の金利変動によるリスクを回
避する目的で、為替予約取引及

び金利スワップ取引を利用して

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 

   為替予約取引については振当
処理を行っているため、また、

金利スワップ取引については特

例処理の要件を満たしているた
め、有効性の判定を省略してお

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 

６ その他中間財務諸表作成の為の

基本となる事項 

 (1) 消費税等の処理方法 
   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。 

６ その他中間財務諸表作成の為の

基本となる事項 

 (1) 消費税等の処理方法 

   同左 

６ その他財務諸表作成の為の基本

となる事項 

 (1) 消費税等の処理方法 

   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 

(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。 

 これにより従来と比較して、営業

利益が535百万円、経常利益は555百

万円、税引前中間純損失は13,542百

万円増加しております。 

 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

基づき各当該資産の金額から直接控

除しております。 

 

──── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

──── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。 

 なお、従来の資本の部の合計に相

当する金額は35,229百万円でありま

す。 

 また、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。 

 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度から「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。 

 これにより従来と比較して、営業

利益が1,188百万円、経常利益は

1,230百万円、税引前当期純損失は

14,253百万円増加しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き各当該資産の金額から直接控除し

ております。 

 

──── 
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[追加情報] 

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 

(外形標準課税) 

 「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日以降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

値割及び資本割を販売費及び一般管

理費に102百万円計上しておりま

す。この結果、営業利益、経常利益

が102百万円減少し、税引前中間純

損失が102百万円増加しておりま

す。 

──── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(外形標準課税) 

 「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日以降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

及び資本割を販売費及び一般管理費

に205百万円計上しております。こ

の結果、営業利益、経常利益が205

百万円減少し、税引前当期純損失が

205百万円増加しております。 
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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 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 

 18,149百万円 

 

 18,246百万円  18,402百万円 

※２ 消費税等の取扱い ※２ 消費税等の取扱い ※２ ──── 

 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   

 ３ 偶発債務  ３ 偶発債務  ３ 偶発債務 

 下記の通り銀行借入に対し債

務保証を行っております。 

 下記の通り銀行借入に対し債

務保証を行っております。 

 下記の通り銀行借入に対し債

務保証を行っております。 

関係会社 

茂原商業開発(株) 

               1,347百万円 

 その他 

 旭スプリング工業(株) 
           200百万円 

 関係会社 

茂原商業開発(株) 

                1,235百万円 

 その他 

 旭スプリング工業(株) 
            200百万円 

 関係会社 

茂原商業開発(株) 

                1,291百万円 

 その他 

 旭スプリング工業(株) 

                 200百万円 

 

 

 

計      1,547百万円 

 

   計      1,435百万円  計      1,491百万円 

 

(中間損益計算書関係) 

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 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 

 受取利息          161百万円 

 

 受取利息          147百万円

 

 受取利息          315百万円

 

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 

    社債利息           38百万円 

   支払利息          295百万円 

 

  社債利息          24百万円

 支払利息         340百万円

 

  社債利息           76百万円

 支払利息          590百万円

 

※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 

    固定資産売却益     52百万円 

 

  固定資産売却益   20百万円 

 

   固定資産売却益    52百万円

 

※４ 特別損失の主要項目 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 

    店舗撤退等に伴う損失 

                    480百万円 

固定資産除却損    73百万円 

減損損失     14,098百万円 

 

※４ 

固定資産除却損  125百万円 

減損損失     202百万円 

   

 店舗撤退等に伴う損失 

     510百万円

固定資産除却損    110百万円

減損損失       15,483百万円
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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 

※5 
減損損失 

当社は当中間会計期間において、以 

下の資産グループについて減損損失を 

計上いたしました。 

 

用途 種類 場所 金額 

店舗 土地及び

建物等 
千葉県 

6店舗

埼玉県 

7店舗

愛知県 

6店舗

その他 

37店舗

 

 

11,970 

 

そ の 他

の 施 設

等 

土地及び 

建物等 
千葉県他 

22件   2,127 

合計  14,098 

 

 当社は、キャッシュ・フローを生み 

出す 小の単位として、各店舗及び賃 

貸物件をグルーピングしており、遊休 

資産についても、当該資産単独で資産 

のグルーピングをしております。営業 

活動から生ずる損益が継続してマイナ 

スとなる資産グループと地価の下落が 

著しい資産グループについて減損を認 

識し、回収可能価額が帳簿価額を下回 

るものについて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 

（14,098百万円）として特別損失に計 

上しました。 

 

減損損失の内訳は次の通りであり 

ます。 

 店舗 
その他

の施設

等 
合計 

建物及び 

構築物 

8,646 521 9,167 

土地 713 1,528 2,242 

その他 2,610 77 2,688 

合計 11,970 2,127 14,098 

   

なお、当資産グループの回収可能価 

額が正味売却価額の場合には、不動産 

鑑定士による不動産鑑定基準に基づき 

評価しております。また、回収可能価 

額が使用価値の場合には、将来キャッ 

シュ・フローを5.19％で割引いて算定 

しております。 
 

 

 

 

 

 

※5 
減損損失 

当社は当中間会計期間において、以

下の資産グループについて減損損失を

計上いたしました。 

 

用途 種類 場所 金額

店舗 土地及び

建物等 
千葉県 

2店舗

静岡県 

2店舗

愛知県 

2店舗

その他 

8店舗

 

 

 

138

 

その他

の施設

等 

土地及び

建物等 
千葉県他 

3件  63

合計  202

  

当社は、キャッシュ・フローを生

み出す 小の単位として、各店舗及び

賃貸物件をグルーピングしており、遊

休資産についても、当該資産単独で資

産のグルーピングをしております。営

業活動から生ずる損益が継続してマイ

ナスとなる資産グループと地価の下落

が著しい資産グループについて減損を

認識し、回収可能価額が帳簿価額を下

回るものについて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（202百万円）として特別損失に計

上しました。 

 

減損損失の内訳は次の通りであり 

ます。 

 店舗 
その他

の施設

等 
合計

建物及び

構築物 

65 25 91

土地 2 37 40

その他 70 ― 70

合計 138 63 202

   

なお、当資産グループの回収可能価

額が正味売却価額の場合には、不動産

鑑定士による不動産鑑定基準に基づき

評価しております。また、回収可能価

額が使用価値の場合には、将来キャッ

シュ・フローを5.38％で割引いて算定

しております。 
 

 

 

 

 

 

※5
減損損失 

当社は当事業年度において、以下の 

資産グループについて減損損失を計上 

いたしました。 

 

用途 種類 場所 金額 

店舗 土地及び

建物等 
千葉県  

10店舗

埼玉県  

７店舗

愛知県  

6店舗

長野県  

6店舗

その他  

36店舗

 

13,348

 

その他

の施設

等 

土地及び 

建物等 
千葉県他 

23件 2,135

合計 15,483

  

当社は、キャッシュ・フローを生み

出す 小の単位として、各店舗及び賃

貸物件をグルーピングしており、遊休

資産についても、当該資産単独で資産

のグルーピングをしております。営業

活動から生ずる損益が継続してマイナ

スとなる資産グループと地価の下落が

著しい資産グループについて減損を認

識し、回収可能価額が帳簿価額を下回

るものについて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

（15,483百万円）として特別損失に計

上しました。 

 

減損損失の内訳は次の通りであり 

ます。 

 店舗 
その他

の施設

等 
合計 

建物及び 

構築物 

9,422 529 9,951

土地 1,065 1,528 2,594

その他 2,860 77 2,938

合計 13,348 2,135 15,483

   

なお、当資産グループの回収可能価 

額が正味売却価額の場合には、不動産 

鑑定士による不動産鑑定基準に基づき 

評価しております。また、回収可能価 

額が使用価値の場合には、将来キャッ 

シュ・フローを4.61～5.19％で割引い 

て算定しております。 
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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 減価償却実施額 

有形固定資産      644百万円 

無形固定資産       94百万円 

６ 減価償却実施額 

有形固定資産      484百万円

無形固定資産       96百万円

６

 

 

 

減価償却実施額 

有形固定資産    1,243百万円

無形固定資産      192百万円

 

 

 

 

 

 

(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） 

1.自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
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 2,434,342 3,109 ― 2,437,451

合計 2,434,342 3,109 ― 2,437,451

（注）自己株式（普通株式）の増加は、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] 

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、減損損失累計額相当額及び中間(当期)期末 

  残高相当額 

（百万円未満切捨て） 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

 その他有形固定資産 その他有形固定資産 その他有形固定資産 

取得価額相当額 3,868 3,788 3,767 

減価償却累計額相当額 1,766 1,921 1,743 

減損損失累計額相当額 1,184 1,037 1,173 

中間(当期)期末残高相当額 916 830 850 

 

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

（百万円未満切捨て） 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

1年内 710 721 726 

1年超 1,412 1,169 1,321 

合計 2,122 1,891 2,047 

    

リース資産減損勘定中間 

(当期)期末残高 
1,184 1,037 1,173 

 

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 

（百万円未満切捨て） 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

支払リース料 407 390 814 

リース資産減損勘定の取崩額 154 196 329 

減価償却費相当額 394 377 787 

支払利息相当額 15 14 30 

減損損失 1,339 60 1,502 

 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

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 

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 
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[有価証券関係] 

前中間会計期間末 (平成17年８月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末 (平成18年８月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

同上 

 

前事業年度末 (平成18年２月28日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

同上 
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Ⅱ． 近の商品別売上高および構成比率 

（百万円未満切捨て） 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

     期 別 
 
 
 商品別 

売上高 構成比率 売上高 構成比率 売上高 構成比率 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

１.ＤＩＹ用品 28,824 30.0 26,096 29.7 48,635 27.1

２.家庭用品 45,194 47.1 41,254 47.0 89,664 49.9

３.レジャー用品 21,994 22.9 19,910 22.7 40,779 22.7

４.その他 12 0.0 10 0.0 24 0.0

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
部
門 

計 96,025 100.0 87,272 99.4 179,103 99.7

その他営業収入 ― ― 547 0.6 529 0.3

合  計 96,025 100.0 87,820 100.0 179,633 100.0
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	*上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、添付資料５ページをご参照下さい。
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