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平成平成平成平成    19191919    年年年年        ２２２２    月期月期月期月期        個別中間財務諸表の概要個別中間財務諸表の概要個別中間財務諸表の概要個別中間財務諸表の概要        平成18年10月11日 

上 場 会 社 名         株式会社キャビン                  上場取引所  東 
コ ー ド 番 号           8164                                           本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.cabin.co.jp ）                               
代  表  者 役職名 代表取締役社長兼ＣＥＯ 氏名 吉江 謙二 
問合せ先責任者 役職名 管 理 部 長        氏名 橋本 泰徳         ＴＥＬ (03)5334-5091 
決算取締役会開催日 平成 18 年 10 月 11 日 
単元株制度採用の有無            有(１単元 1,000 株)  
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 
 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 
17 年８月中間期 

9,927 
10,069 

△1.4 
3.9 

87 
136 

△36.4 
― 

124 
211 

△40.9 
― 

18 年２月期 20,569 4.4 327 ― 497 ― 
 
 

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 
17 年８月中間期 

△583 
△269 

― 
― 

△14 
△6 

8 
51 

18 年２月期 △97 ― △2 36 

 
 
 

 (注)①期中平均株式数 18 年８月中間期 41,422,630 株  17 年８月中間期 41,360,620 株  18 年２月期 41,336,882 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 銭 
18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

26,972 
27,989 

23,161 
24,026 

85.9 
85.8 

555 
581 

59 
26 

18 年２月期 28,696 24,170 84.2 585 33 
 (注) ①期末発行済株式数 18 年８月中間期  41,688,092 株  17 年８月中間期  41,335,117 株  18 年２月期 41,294,808 株 

②期末自己株式数  18 年８月中間期     115,552 株  17 年８月中間期  3,598,527 株  18 年２月期  3,638,836 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 21,501 882 218 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  5 円 26 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 0.00 0.00 0.00 5.00 ― 5.00 

18 年８月期（実績） 0.00 0.00 ― ― ―  

19 年２月期（予想） ― ― 0.00 5.00 ― 5.00 

 
 

 
 
 
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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２ 【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31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年２月28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 ※２ 11,319,086   12,842,402   12,038,648   

２ 売掛金  589,392   656,690   523,375   

３ たな卸資産  893,038   1,216,726   985,277   

４ その他  452,142   437,180   985,508   

貸倒引当金  △480   △390   △970   

流動資産合計   13,253,180 47.4  15,152,610 56.2  14,531,839 50.6 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 ※１          

１ 建物及び 
  建物付属設備 ※２ 3,454,029   3,115,236   3,286,771   

２ 土地 ※２ 2,115,521   1,709,089   2,014,218   

３ その他 ※２ 318,051   463,925   307,416   

有形固定資産合計  5,887,601   5,288,251   5,608,406   

(2) 無形固定資産  412,428   290,436   432,784   

(3) 投資その他の資産           

１ 投資有価証券  2,068,421   503,329   2,257,596   

２ 差入保証金  2,089,757   1,793,229   1,883,911   

３ 敷金  3,430,454   3,143,153   3,029,339   

４ その他  985,300   896,905   1,048,198   

貸倒引当金  △137,996   △95,693   △95,743   

投資その他の資産 
合計  8,435,938   6,240,924   8,123,302   

固定資産合計   14,735,968 52.6  11,819,612 43.8  14,164,493 49.4 

資産合計   27,989,148 100.0  26,972,222 100.0  28,696,332 100.0 
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  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) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年２月28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  1,322,160   1,644,910   1,839,431   

２ 買掛金  700,662   626,150   605,995   

３ 短期借入金 ※２ 360,000   360,000   360,000   

４ 未払法人税等  79,332   79,797   158,750   

５ 賞与引当金  85,500   90,570   94,790   

６ その他 ※３ 729,677   616,649   804,174   

流動負債合計   3,277,332 11.7  3,418,079 12.7  3,863,142 13.5 

Ⅱ 固定負債           

１ 退職給付引当金  154,665   158,175   187,196   

２ 役員退職給与引当金  6,670   ―   6,670   

３ その他  523,972   234,632   468,325   

固定負債合計   685,307 2.5  392,807 1.4  662,191 2.3 

負債合計   3,962,640 14.2  3,810,886 14.1  4,525,334 15.8 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   15,174,337 54.2  ― ―  15,174,337 52.9 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  3,793,584   ―   3,793,584   

２ その他資本剰余金  5,638,667   ―   5,638,710   

資本剰余金合計   9,432,252 33.7  ― ―  9,432,295 32.9 

Ⅲ 利益剰余金           

中間(当期) 
未処理損失  269,123   ―   97,705   

利益剰余金合計   △269,123 △1.0  ― ―  △97,705 △0.3 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   377,573 1.4  ― ―  370,395 1.3 

Ⅴ 自己株式 ※５  △688,530 △2.5  ― ―  △708,323 △2.6 

資本合計   24,026,508 85.8  ― ―  24,170,998 84.2 

負債及び資本合計   27,989,148 100.0  ― ―  28,696,332 100.0 
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  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) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年２月28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   ―   15,174,337   ―  

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金  ―   3,793,584   ―   

(2) その他資本剰余金  ―   4,815,626   ―   

資本剰余金合計   ―   8,609,210   ―  

３ 利益剰余金           

(1) その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  ―   △583,264   ―   

利益剰余金合計   ―   △583,264   ―  

４ 自己株式   ―   △38,948   ―  

株主資本合計   ― ―  23,161,335 85.9  ― ― 

純資産合計   ― ―  23,161,335 85.9  ― ― 

負債純資産合計   ― ―  26,972,222 100.0  ― ― 
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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(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 金額(千円) 百分比 

(％) 

Ⅰ 売上高   10,069,939 100.0  9,927,247 100.0  20,569,767 100.0 

Ⅱ 売上原価   4,766,260 47.3  4,585,017 46.2  9,809,875 47.7 

売上総利益   5,303,679 52.7  5,342,230 53.8  10,759,891 52.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   5,166,749 51.3  5,255,099 52.9  10,432,669 50.7 

営業利益   136,929 1.4  87,130 0.9  327,222 1.6 

Ⅳ 営業外収益 ※１  77,335 0.8  43,098 0.4  177,671 0.8 

Ⅴ 営業外費用 ※２  3,239 0.1  5,431 0.0  7,236 0.0 

経常利益   211,025 2.1  124,797 1.3  497,657 2.4 

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ―  500,348 5.0  371,402 1.8 

Ⅶ 特別損失 
※４ 
※６ 

 441,028 4.4  1,171,663 11.8  889,655 4.3 

税引前中間(当期) 
純損失 

  230,002 △2.3  546,517 △5.5  20,595 △0.1 

法人税、住民税 
及び事業税  39,121 39,121 0.4 36,746 36,746 0.4 77,110 77,110 0.4 

中間(当期)純損失   269,123 △2.7  583,264 △5.9  97,705 △0.5 

中間(当期) 
未処理損失   269,123   ―   97,705  
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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 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(千円) 15,174,337 3,793,584 5,638,710 9,432,295 △97,705 △97,705 △708,323 23,800,603 

中間会計期間中の変動額         

 剰余金の配当(千円)   △206,474 △206,474    △206,474 

 その他資本剰余金から 
繰越利益剰余金への振替(千円)   △97,705 △97,705 97,705 97,705  ― 

 中間純損失(千円)     △583,264 △583,264  △583,264 

 自己株式の取得(千円)       △39,971 △39,971 

 自己株式の処分(千円)   100,146 100,146   90,295 190,442 

 自己株式の消却(千円)   △619,051 △619,051   619,051 ― 

中間会計期間中の変動額 
合計(千円) ― ― △823,084 △823,084 △485,558 △485,558 669,375 △639,267 

平成18年８月31日残高(千円) 15,174,337 3,793,584 4,815,626 8,609,210 △583,264 △583,264 △38,948 23,161,335 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年２月28日残高(千円) 370,395 370,395 24,170,998 

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当(千円)   △206,474 

 その他資本剰余金から 
繰越利益剰余金への振替(千円)   ― 

 中間純損失(千円)   △583,264 

 自己株式の取得(千円)   △39,971 

 自己株式の処分(千円)   190,442 

 自己株式の消却(千円)   ― 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 
(千円) 

△370,395 △370,395 △370,395 

中間会計期間中の変動額 
合計(千円) △370,395 △370,395 △1,009,662 

平成18年８月31日残高(千円) ― ― 23,161,335 
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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 
 

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 

子会社株式 
移動平均法による原価法に
よっております。 
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)によってお
ります。 
時価のないもの 
移動平均法による原価法
によっております。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) 有価証券 

子会社株式 
    左に同じであります。 
 

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
は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平
均法により算定)によって
おります。 

    時価のないもの 
     左に同じであります。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) 有価証券 

子会社株式 
左に同じであります。 

 
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)によっており
ます。 
時価のないもの 

     左に同じであります。 

 (2) たな卸資産 
商品  
総平均法による原価法によ
っております。 
ただし、陳腐化商品につい
ては、売却可能価額まで評価
替を実施し、評価差額は、売
上原価に算入しております。 

 (2) たな卸資産 
   商品  

左に同じであります。 
 

 (2) たな卸資産 
   商品  

左に同じであります。 
 

２ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 
    建物(建物付属設備を除く)

については定額法、その他に
ついては定率法によっており
ます。 

    なお、主な耐用年数は次の
とおりであります。 

   建物及び建物付属設備 
10年～60年 

２ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 
   左に同じであります。 

２ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 
   左に同じであります。 

 (2) 無形固定資産 
    定額法によっております。 
    ただし、ソフトウエア(自

社利用分)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 
   左に同じであります。 

 (2) 無形固定資産 
   左に同じであります。 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
    売上債権等の貸倒れによる

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 
   左に同じであります。 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
   左に同じであります。 

 (2) 賞与引当金 
    従業員の賞与支給に備える

ため、将来の支給見込額のう
ち当中間会計期間の負担額を
計上しております。 

 (2) 賞与引当金 
   左に同じであります。 

 (2) 賞与引当金 
    従業員の賞与支給に備える

ため、将来の支給見込額のう
ち当期の負担額を計上してお
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) 

 (3) 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、会計基準変更時差異
496,435千円(益)について
は、７年による按分額を費用
控除としております。 

    過去勤務債務は、その発生
時の従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(７年)に
よる定額法により費用処理し
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(７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。 

 (3) 退職給付引当金 
左に同じであります。 

 (3) 退職給付引当金 
    従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職給
付債務及び年金資産の見込額
に基づき計上しております。 

    なお、会計基準変更時差異
496,435千円(益)について
は、７年による按分額を費用
控除としております。 

    過去勤務債務は、その発生
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
(７年)による定額法により費
用処理しております。 

    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(７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。 

 (4) 役員退職給与引当金 
    第34期定時株主総会日(平

成16年５月27日開催)をもっ
て役員退職慰労金制度を廃止
いたしましたが、同日以前に
在任した役員については、そ
の日以前の在任期間に対して
内規の効力を有するため、当
該内規に基づく支給見込額を
役員退職給与引当金として計
上しております。したがっ
て、同日以降の新規計上は行
っておりません。 

 (4) ――――――  (4) 役員退職給与引当金 
第34期定時株主総会日(平
成16年５月27日開催)をもっ
て役員退職慰労金制度を廃止
いたしましたが、同日以前に
在任した役員については、そ
の日以前の在任期間に対して
内規の効力を有するため、当
該内規に基づく支給見込額を
役員退職給与引当金として計
上しております。したがっ
て、同日以降の新規計上は行
っておりません。 

４ 外貨建の資産又は負債の本邦通
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。 

４ 外貨建の資産又は負債の本邦通
貨への換算基準 

   左に同じであります。 

４ 外貨建の資産又は負債の本邦通
貨への換算基準 

   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。 

５ リース取引の処理方法 
   左に同じであります。 

５ リース取引の処理方法 
   左に同じであります。 

６ その他中間財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項 

   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ため
の基本となる重要な事項 

   左に同じであります。 

６ その他財務諸表作成のための基
本となる重要な事項 

   左に同じであります。 
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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」(企業会計基準適用指針第６号 
平成15年10月31日)を適用しており
ます。これにより、税引前中間純
損失が1,094,534千円増加しており
ます。 
なお、減損損失累計額について

は、各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。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、23,161,335千円であります。 
また、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規
則により作成しております。 

―――――― 

――――――― （自己株式及び準備金の額の減少等に
関する会計基準等の一部改正） 
当中間会計期間から、改正後の
「自己株式及び準備金の額の減少
等に関する会計基準」(企業会計基
準委員会 最終改正平成18年８月
11日 企業会計基準第１号)及び
「自己株式及び準備金の額の減少
等に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準委員会 最終改正平
成18年８月11日 企業会計基準適
用指針第２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、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。 

――――――― 
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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) 

「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41,445千円増加し、営業利益及
び経常利益が41,445千円減少し、
税引前中間純損失が41,445千円増
加しております。 

―――――― 「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82,600千円多く計上され、営業
利益及び経常利益がそれぞれ
82,600千円少なく計上され、税引
前当期純損失が82,600千円多く計
上されております。 
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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 有形固定資産の減価償却累計
額 

4,075,639千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

4,444,397千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

4,285,303千円 
※２ 担保に供している資産 

担保差入資産 
定期預金 50,000千円 
建物及び 
建物付属設備 1,965,580千円 

その他(構築物) 10,056千円 
土地 1,997,352千円 
計 4,022,988千円 

 

※２ 担保に供している資産 
担保差入資産 
定期預金 50,000千円 
建物及び 
建物付属設備 1,490,218千円 

その他(構築物) 5,154千円 
土地 1,644,806千円 
計 3,190,179千円 

 

※２ 担保に供している資産 
担保差入資産 
定期預金 50,000千円 
建物及び 
建物付属設備 1,696,907千円 

その他(構築物) 9,780千円 
土地 1,913,449千円 
計 3,670,136千円 

 
対応する債務 
短期借入金 360,000千円 
計 360,000千円 

 

対応する債務 
短期借入金 360,000千円 
計 360,000千円 

 

対応する債務 
短期借入金 360,000千円 
計 360,000千円 

 
※３ 消費税等の表示 

仮払消費税等及び仮受消費税
等を相殺のうえ、流動負債「そ
の他」に含めて表示しておりま
す。 

※３ 消費税等の表示 
左に同じであります。 

※３ 消費税等の表示 
未払消費税等を流動負債「そ
の他」に含めて表示しておりま
す。 

 ４ 偶発債務 
 関係会社の銀行からの借入金
に対して連帯保証を行っており
ます。 
株式会社チープシ
ック 8,880千円 

上海凱賓時装有限
公司 27,852千円 

上海凱海貿易有限
公司 22,282千円 

計 59,014千円 
 

 ４ 偶発債務 
関係会社の銀行からの借入金
に対して連帯保証を行っており
ます。 
上海凱賓時装有限
公司 17,599千円 

 

 ４ 偶発債務 
   関係会社の銀行からの借入金

に対して連帯保証を行っており
ます。 
上海凱賓時装有限
公司 29,072千円 

 

※５ 自己株式の保有数 
  普通株式       3,598千株 

５    ―――――― 
 

※５ 自己株式の保有数 
普通株式       3,638千株 
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(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 営業外収益のうち主なもの 
受取利息 657千円 
受取配当金 42,175千円 
不動産賃貸料 19,680千円 

 

※１ 営業外収益のうち主なもの 
受取利息 436千円 
受取配当金 17,275千円 
不動産賃貸料 19,680千円 

 

※１ 営業外収益のうち主なもの 
受取利息 976千円 
受取配当金 110,788千円 
不動産賃貸料 39,360千円 

 
※２ 営業外費用のうち主なもの 

支払利息 1,338千円 
転貸店舗費用 1,217千円 

 

※２ 営業外費用のうち主なもの 
支払利息 1,356千円 
転貸店舗費用 3,368千円 

 

※２ 営業外費用のうち主なもの 
支払利息 2,795千円 
転貸店舗費用 3,409千円 

 
３   ―――――― ※３ 特別利益のうち主なもの 

投資有価証券 
売却益 490,916千円 

役員保険解約 
返戻金 7,432千円 

退店転貸店舗 
解約益 2,000千円 

 

※３ 特別利益のうち主なもの 
投資有価証券 
売却益 371,402千円 

 

※４ 特別損失のうち主なもの 
固定資産売 
除却損 324,781千円 

(建物(店舗設備)の売除却損 
217,976千円等) 

 
敷金保証金解約損 28,009千円 
商品評価損 50,000千円 
貸倒引当金繰入額 35,193千円 

 

※４ 特別損失のうち主なもの 
固定資産売 
除却損 46,146千円 

(建物（店舗設備）の売除却損  
42,116千円等) 
 
減損損失 1,094,534千円 
投資有価証券 
売却損 30,982千円 
 

※４ 特別損失のうち主なもの 
固定資産売 
除却損 352,582千円 

(建物(店舗設備)の売除却損 
198,383千円等) 
 
敷金保証金解約損 49,232千円 
社員早期退職 
加算金 44,366千円 

固定資産評価損 331,945千円 
関係会社整理損 56,135千円 
商品評価損 53,000千円 
 

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 233,052千円 
無形固定資産 12,820千円 

 

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 246,131千円 
無形固定資産 14,187千円 

 

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 483,194千円 
無形固定資産 27,574千円 
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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) 

６  ――――――― ※６ 減損損失 
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。 
(1) 減損損失を認識した資産又は資

産グループの概要 
用途 種類 場所 

営業店舗 

土 地 、 借 地

権、建物及び

建物付属設備

等 

東京都世田谷区

他 

賃貸店舗 

土地、建物及

び建物付属設

備等 

埼玉県草加市他 

賃貸住宅等 

土地、建物及

び建物付属設

備等 

茨城県つくばみ

らい市 

(2) 減損損失を認識した資産グルー
プの概要 
主に営業活動から生ずる損益が継
続してマイナス又は継続してマイナ
スになる見込みである資産グループ
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
（1,094,534千円）として特別損失
に計上しております。 
(3) 減損損失の金額及び内訳 
建物及び 
建物付属設備 491,611千円 
土地  305,128千円 
借地権 245,801千円 
その他 51,991千円 
合計  1,094,534千円 

(4) 資産のグルーピングの方法 
キャッシュ･フローを生み出す最
小単位として、主として店舗を基本
単位としてグルーピングしておりま
す。また、賃貸店舗及び賃貸住宅等
については、物件単位毎にグルーピ
ングしております。 
(5) 回収可能価額の算定方法 
資産グループの回収可能価額は、
正味売却価額又は使用価値により測
定しております。正味売却価額は、
原則として不動産鑑定士による鑑定
評価額によっております。また、使
用価値は、将来キャッシュ･フロー
を5.2%で割り引いて計算しておりま
す。 

６  ――――――― 
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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 
 

株式の種類 前事業年度 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(千株) 3,638 63 3,586 115 

（変動事由の概要） 
増加数の内訳は、次のとおりであります。 
単位未満株式の買取りによる増加 63 千株 
 
減少数の内訳は、次のとおりであります。 
自己株式の消却による減少 3,130 千株 
新株予約権の行使に伴う株式の譲渡による減少 455 千株 

自己株式の売却による減少                                   1 千株 
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(リース取引関係) 
 

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) 

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 

 取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間期末 
残高 
相当額 

什器及 
び備品 

(千円) 
343,931 

(千円) 
308,108 

(千円) 
35,822 

ソフト 
ウェア 535,517 479,968 55,548 

合計 879,448 788,077 91,371 
 

(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 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間期末 
残高 
相当額 

什器及 
び備品 

(千円) 
10,898 

(千円) 
4,002 

(千円) 
6,895 

ソフト 
ウェア 10,808 5,015 5,793 

合計 21,706 9,017 12,688 
 

(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 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高 
相当額 

什器及 
び備品 

(千円) 
6,656 

(千円) 
4,605 

(千円) 
2,050 

ソフト 
ウェア 6,812 3,746 3,065 

合計 13,468 8,352 5,115 
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相
当額 
１年内 97,804千円 
１年超 2,655千円 
計 100,459千円 

 

(2) 未経過リース料中間期末残高相
当額 
１年内 5,221千円 
１年超 7,821千円 
計 13,043千円 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 2,923千円 
１年超 2,549千円 
計 5,473千円 

 

(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 98,496千円 
減価償却費相当額 88,272千円 
支払利息相当額 3,231千円 

 

(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 2,904千円 
減価償却費相当額 2,616千円 
支払利息相当額 311千円 

 

(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 197,189千円 
減価償却費相当額 176,620千円 
支払利息相当額 4,386千円 

 
(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 
   左に同じであります。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 
   左に同じであります。 

(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。 

(5) 利息相当額の算定方法 
   左に同じであります。 

(5) 利息相当額の算定方法 
   左に同じであります。 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末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。 

 

(１株当たり情報) 
 

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) 

１株当たり純資産額 581円26銭 
 

１株当たり純資産額 555円59銭 
 

１株当たり純資産額 585円33銭 
 

１株当たり中間純損失 6円51銭 
 

１株当たり中間純損失 14円8銭 
 

１株当たり当期純損失 2円36銭 
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、中間純損
失のため、記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、中間純損
失のため、記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、当期純損
失のため、記載しておりません。 

(注) 算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

 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) 

中間貸借対照表の純資産の部の 
合計額(千円) ― 23,161,335 ― 

普通株主に係る純資産額(千円) ― 23,161,335 ― 

中間貸借対照表の純資産の部の合計
額と１株当たり純資産額の算定に用
いられた普通株式に係る中間会計期
間末の純資産額との差額(千円) 

― ― ― 

普通株式の発行済株式数(株) ― 41,803,644 ― 

普通株式の自己株式数(株) ― 115,552 ― 

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数(株) ― 41,688,092 ― 

２ １株当たり中間(当期)純損失 

 
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) 

中間(当期)純損失(千円) 269,123 583,264 97,705 

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間(当期)純損失 
(千円) 269,123 583,264 97,705 

 普通株式の期中平均株式数(株) 41,360,620 41,422,630 41,336,882 

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後1株当たり中間純利益の算
定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類 
(新株予約権の数560個) 
これらの詳細につい
ては、第４提出会社の
状況１株式等の状況
(2)新株予約権等の状
況に記載のとおりであ
ります。 

―――――― 
 

新株予約権１種類 
(新株予約権の数525個) 
これらの詳細につい
ては、第４提出会社の
状況１株式等の状況
(2)新株予約権等の状
況に記載のとおりであ
ります。 
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(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) 

―――――― (固定資産の譲渡) 
当社は平成18年９月20日開催の
取締役会において、当社所有の土
地及び建物を譲渡することを決議
致しました。 

(1) 譲渡の理由 
  所有資産を圧縮し経営の効率化
を図るため、売却することとし
ました。 

(2) 譲渡資産の内容 
① 資産の内容及び所在地 
土地271.29㎡ 建物1,129.94㎡ 
東京都渋谷区代々木4-62-17 
② 帳簿価額 
144百万円 
③ 譲渡見込価額 
600百万円 
④ 現況 
本社事務所 

(3) 譲渡先の概要 
  未定 
(4) 譲渡の日程 
  未定 
(5) 損益に与える影響 

当該資産の譲渡により、当連結
会計年度において、特別利益
419百万円を計上する予定であ
ります。 
また、本社事務所の移転に伴
い、当事業年度において、特別
損失14百万円が発生する見込で
あります。 

当社の筆頭株主であった大和証券
エスエムビーシープリンシパル・イ
ンベストメンツ株式会社が平成18年
４月21日付けで株式会社ファースト
リテイリングに保有する当社株式
11,547,000株全株を譲渡したことに
伴い、同日、株式会社ファーストリ
テイリングとの間で業務提携契約を
締結し、同社との包括的な業務提携
を通じ、相互が保有する様々な経営
資源、ノウハウを共有することで、
今後の収益性や成長性のスピードア
ップを図っていくこととなりまし
た。 

株式会社ファーストリテイリング
の概要 
①名称 株式会社ファースト

リテイリング 

②本店 山口県山口市 
所在地 佐山717-1 

③代表者 代表取締役会長 
兼社長 柳井 正 

④主な 株式会社ユニクロ、 
 事業 株式会社ワンゾーン 
 内容 等の株式又は持分の 
 所有によるグループ 
 全体の事業活動の支 
 配・管理等 

 

 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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