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１．平成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 ％

18年８月中間期 25,950 1.1 1,500 △29.7 1,611 △29.1

17年８月中間期 25,659 － 2,134 － 2,271 －

18年２月期 52,505 3,172 3,403

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 918 △18.3 91 83

17年８月中間期 1,124 － 134 56

18年２月期 1,807 212 42

（注）①期中平均株式数 18年８月中間期 10,006,735株 17年８月中間期 8,356,800株 18年２月期 8,509,534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

18年８月中間期 40,112 21,288 53.1 2,125 40

17年８月中間期 35,551 15,694 44.1 1,878 11

18年２月期 41,405 20,495 49.5 2,048 22

（注）①期末発行済株式数 18年８月中間期 10,013,200株 17年８月中間期 8,356,800株 18年２月期 10,006,700株

②期末自己株式数 18年８月中間期 100株 17年８月中間期 －株 18年２月期 100株

２．平成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 54,278 3,444 1,895

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　189円33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 － 15.00 15.00

19年２月期（実績） － －
15.00

19年２月期（予想） － 15.00

※　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

（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 11,702,865   13,192,870   17,039,823   

２．受取手形  240   －   －   

３．売掛金  4,343,902   4,515,897   5,384,862   

４．有価証券  －   3,196,922   200,079   

５．たな卸資産  5,275,599   5,438,180   5,125,471   

６．繰延税金資産  549,572   559,412   560,414   

７．その他  433,177   426,982   292,880   

貸倒引当金  △88,973   △87,658   △83,931   

流動資産合計   22,216,384 62.5  27,242,607 67.9  28,519,599 68.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 ※1,2 2,825,548   2,644,250   2,727,439   

(2）機械及び装置 ※１ 740,898   612,600   669,800   

(3）工具器具備品 ※１ 133,463   133,771   119,966   

(4）土地 ※２ 3,984,757   3,984,757   3,984,757   

(5）その他  84,487   79,113   78,430   

計  7,769,155   7,454,493   7,580,395   

２．無形固定資産  1,067,929   1,516,522   1,187,587   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  802,646   609,136   602,116   

(2）関係会社株式  1,418,540   1,418,540   1,418,540   

(3）繰延税金資産  1,024,209   1,059,238   1,029,567   

(4）その他  1,380,764   1,002,743   1,226,257   

貸倒引当金  △127,646   △191,066   △158,179   

計  4,498,513   3,898,592   4,118,301   

固定資産合計   13,335,598 37.5  12,869,609 32.1  12,886,284 31.1

資産合計   35,551,983 100.0  40,112,217 100.0  41,405,883 100.0
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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  9,145,218   9,508,442   10,404,718   

２．買掛金  2,028,451   1,953,823   2,057,606   

３．１年以内返済予定の
長期借入金

※２ 888,535   700,000   890,336   

４．未払金  1,861,971   1,873,400   2,177,157   

５．未払法人税等  1,207,509   914,216   1,222,528   

６．売上値引引当金  24,425   13,574   11,746   

７．返品調整引当金  159,350   146,981   170,859   

８．景品引当金  643,104   565,185   567,893   

９．賞与引当金  191,345   200,577   133,075   

10．その他 ※４ 575,008   463,685   510,328   

流動負債合計   16,724,918 47.1  16,339,885 40.7  18,146,249 43.8

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 795,620   －   350,000   

２．退職給付引当金  1,469,546   1,600,103   1,539,361   

３．役員退職慰労引当金  721,363   776,535   747,753   

４．その他  145,576   107,612   126,588   

固定負債合計   3,132,107 8.8  2,484,251 6.2  2,763,702 6.7

負債合計   19,857,026 55.9  18,824,137 46.9  20,909,952 50.5
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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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   100,000 0.3  － －  1,841,000 4.5

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  2,437,423   －   4,814,673   

資本剰余金合計   2,437,423 6.8  － －  4,814,673 11.6

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  24,800   －   24,800   

２．任意積立金  10,660,000   －   10,660,000   

３．中間（当期）未処分
利益

 2,472,733   －   3,155,813   

利益剰余金合計   13,157,533 37.0  － －  13,840,613 33.4

Ⅳ　自己株式   －   － －  △356 △0.0

資本合計   15,694,956 44.1  － －  20,495,931 49.5

負債・資本合計   35,551,983 100.0  － －  41,405,883 100.0

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 1,845,875 4.6 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 4,819,548 －

資本剰余金合計  － － 4,819,548 12.0 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 24,800 －

(2）その他利益剰余金     

別途積立金  － 10,660,000 －

繰越利益剰余金  － 3,924,601 －

利益剰余金合計  － － 14,609,401 36.5 － －

４　自己株式  － － △356 △0.0 － －

株主資本合計  － － 21,274,468 53.1 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 － － △7 △0.0 － －

２　繰延ヘッジ損益  － － 7,618 0.0 － －

評価・換算差額等合計  － － 7,611 0.0 － －

Ⅲ　新株予約権  － － 6,000 0.0 － －

純資産合計  － － 21,288,079 53.1 － －

負債純資産合計  － － 40,112,217 100.0 － －
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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）

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   25,659,575 100.0  25,950,797 100.0  52,505,765 100.0

Ⅱ　売上原価   12,213,973 47.6  12,473,136 48.1  25,509,618 48.6

売上総利益   13,445,601 52.4  13,477,660 51.9  26,996,147 51.4

返品調整引当金戻入額   174,788 0.7  170,859 0.7  174,788 0.3

返品調整引当金繰入額   159,350 0.6  146,981 0.6  170,859 0.3

差引売上総利益   13,461,039 52.5  13,501,538 52.0  27,000,076 51.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費   11,326,882 44.2  12,000,713 46.2  23,827,292 45.4

営業利益   2,134,156 8.3  1,500,825 5.8  3,172,784 6.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  172,738 0.7  124,848 0.5  352,430 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  35,404 0.1  14,327 0.1  121,809 0.2

経常利益   2,271,490 8.9  1,611,347 6.2  3,403,405 6.5

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  201,221 0.8  － －

Ⅶ　特別損失 ※４  53,846 0.3  42,733 0.2  85,653 0.2

税引前中間（当期）
純利益

  2,217,643 8.6  1,769,834 6.8  3,317,752 6.3

法人税、住民税及び
事業税

 1,058,418   884,814   1,491,644   

法人税等調整額  34,706 1,093,125 4.2 △33,868 850,946 3.3 18,507 1,510,152 2.9

中間（当期）純利益   1,124,518 4.4  918,888 3.5  1,807,599 3.4

前期繰越利益   1,348,214   －   1,348,214  

中間（当期）未処分
利益

  2,472,733   －   3,155,813  
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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
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

（千円）
1,841,000 4,814,673 4,814,673 24,800 10,660,000 3,155,813 13,840,613 △356 20,495,931

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 4,875 4,875 4,875 － － － － － 9,750

剰余金の配当（千円） － － － － － △150,100 △150,100 － △150,100

中間純利益（千円） － － － － － 918,888 918,888 － 918,888

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）

－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
4,875 4,875 4,875 － － 768,787 768,787 － 778,537

平成18年８月31日　残高

（千円）
1,845,875 4,819,548 4,819,548 24,800 10,660,000 3,924,601 14,609,401 △356 21,274,468

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
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

平成18年２月28日　残高

（千円）
－ － － 6,000 20,501,931

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） － － － － 9,750

剰余金の配当（千円） － － － － △150,100

中間純利益（千円） － － － － 918,888

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）

△7 7,618 7,611 － 7,611

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△7 7,618 7,611 － 786,148

平成18年８月31日　残高

（千円）
△7 7,618 7,611 6,000 21,288,079
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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　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

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

子会社株式

　移動平均法による原価法

子会社株式

同左

子会社株式

同左

─────
 

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算期末日の市場価格等

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）
 

時価のないもの

移動平均法による原価法

─────
 

(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 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産

商品

　移動平均法による原価法

商品

同左

商品

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法

貯蔵品

同左

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

　定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法を採用して

おります。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　 15～50年

機械及び装置 　　10～12年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　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）に基づいておりま

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

　売上債権等の貸倒損失に備える

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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）売上値引引当金

　顧客に対して発行された値引

クーポン（金券）が、将来使用さ

れる際の売上値引きに備えるため、

値引クーポン中間期末既発行残高

及び予想使用率等に基づいて算出

した金額を計上しております。

(2）売上値引引当金

同左

(2）売上値引引当金

　顧客に対して発行された値引

クーポン（金券）が、将来使用さ

れる際の売上値引きに備えるため、

値引クーポン期末既発行残高及び

予想使用率等に基づいて算出した

金額を計上しております。

(3）返品調整引当金

　中間会計期間末日後の返品損失

に備えるため、過去の返品率等に

基づき、返品損失見込額を計上し

ております。

(3）返品調整引当金

同左

(3）返品調整引当金

　期末日後の返品損失に備えるた

め、過去の返品率等に基づき、返

品損失見込額を計上しております。
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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）

(4）景品引当金

　顧客の購入金額に応じて発行さ

れたフェリシモ・ポイントが将来

引換えられる際の景品費用支出に

備えるため、フェリシモ・ポイン

ト中間期末既発行残高及び予想引

換率等に基づいて算出した金額を

計上しております。

(4）景品引当金

同左

(4）景品引当金

　顧客の購入金額に応じて発行さ

れたフェリシモ・ポイントが将来

引換えられる際の景品費用支出に

備えるため、フェリシモ・ポイン

ト期末既発行残高及び予想引換率

等に基づいて算出した金額を計上

しております。

(5）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、賞与支給見込

額の当中間会計期間の負担額を計

上しております。

(5）賞与引当金

同左

(5）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、賞与支給見込

額の当事業年度の負担額を計上し

ております。

(6）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、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（５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。

(6）退職給付引当金

同左

(6）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

務の見込額に基づき計上しており

ます。

　なお、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（５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。

(7）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、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

(7）役員退職慰労引当金

同左

(7）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、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

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。

同左 同左

５．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

す。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建予定取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　外貨建予定取引の為替変動リス

クを回避する目的で、為替予約取

引により管理しております。

(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

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、かつ

ヘッジ開始時及びその後も継続し

て、為替変動又はキャッシュ・フ

ロー変動を完全に相殺するものと

想定することができるため、ヘッ

ジ有効性の判定は省略しておりま

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（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

　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

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　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）

　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）が平成16年３月31

日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になったことに伴

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。こ

れによる損益に与える影響はありませ

ん。

───── （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　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）が平成16年３月31

日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。これに

よる損益に与える影響はありません。

─────  (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する事項)

　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」(企業会計基準委員会　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

21,274,461千円であります。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。

─────

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）

 ──────  ────── （法人事業税の外形標準課税制度）

　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)が公表されたことに伴い、当連結会

計年度から同実務対応報告に基づき、

法人事業税の付加価値割及び資本割

44,375千円を販売費及び一般管理費と

して処理しております。
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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．有形固定資産の減価償却累計額

4,752,585千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

5,081,514千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

4,931,187千円

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおり

であります。

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおり

であります。

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおり

であります。

建物 2,096,755千円

土地 3,858,171

　計 5,954,926

建物 1,988,460千円

土地 3,858,171

　計 5,846,631

建物 2,042,607千円

土地 3,858,171

　計 5,900,778

　担保付債務は、次のとおりであります。 　担保付債務は、次のとおりであります。 　担保付債務は、次のとおりであります。

１年以内返済予定の

長期借入金
700,000千円

長期借入金 700,000

　計 1,400,000

１年以内返済予定の

長期借入金
700,000千円

  

１年以内返済予定の

長期借入金
700,000千円

長期借入金 350,000

　計 1,050,000

　上記のほか、定期預金10,000千円に対

して、仕入債務を担保するために質権が

設定されております。

　上記のほか、定期預金10,000千円に対

して、仕入債務を担保するために質権が

設定されております。

　上記のほか、定期預金10,000千円に対

して、仕入債務を担保するために質権が

設定されております。

　３．当座貸越契約

　当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行１行と当座貸越

契約を締結しております。これらの契約

に基づく当中間会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

　３．当座貸越契約

　当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行１行と当座貸越

契約を締結しております。これらの契約

に基づく当中間会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

　３．当座貸越契約

　当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行１行と当座貸越

契約を締結しております。これらの契約

に基づく当期末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

当座貸越極度額 1,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,000,000

当座貸越極度額 1,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,000,000

当座貸越極度額 1,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,000,000

※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、金額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。

※４．消費税等の取扱い

同左

※４．        ─────

 

（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要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1,561千円

為替差益 27,330

生命保険還付金 51,861

損失補填収入 40,932

手数料収入 17,299

受取利息 1,133千円

為替差益 14,765

生命保険還付金 36,268

損失補填収入 40,271

  

受取利息 2,907千円

為替差益 142,967

生命保険還付金 51,861

損失補填収入 77,846

  

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 27,068千円 支払利息 13,771千円 支払利息 48,135千円

新株発行費 43,034

上場関連費用 21,764

※３．        ───── ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．        ─────

 固定資産売却益 122千円

生命保険解約益 201,098

 

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 25,804千円

貸倒引当金繰入額 28,041

固定資産除却損 9,847千円

貸倒引当金繰入額 32,886

固定資産除却損 27,077千円

貸倒引当金繰入額 58,575

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額

有形固定資産 187,255千円

無形固定資産 126,961

有形固定資産 165,478千円

無形固定資産 187,086

有形固定資産 376,353千円

無形固定資産 264,206
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間末（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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 0 － － 0

合計 0 － － 0

①　リース取引

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．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、減損損失累計額相当

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、減損損失累計額相当

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）

機械及び
装置

666,487 168,943 497,543

工具器具
備品

905,593 302,112 603,480

無形固定
資産

344,637 189,238 155,398

合計 1,916,717 660,294 1,256,423

 
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）

機械及び
装置

650,039 258,181 391,857

工具器具
備品

1,028,653 423,398 605,255

有形固定
資産
(その他)

6,485 648 5,837

無形固定
資産

263,446 116,881 146,564

合計 1,948,624 799,109 1,149,514

 
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）

機械及び
装置

650,039 205,750 444,289

工具器具
備品

983,770 397,859 585,911

無形固定
資産

359,053 219,257 139,796

合計 1,992,863 822,867 1,169,996

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

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等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 327,542千円

１年超 950,403

合計 1,277,946

１年内 348,334千円

１年超 832,510

合計 1,180,845

１年内 324,703千円

１年超 865,357

合計 1,190,060

(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

(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

(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

支払リース料 183,613千円

減価償却費相当額 176,474

支払利息相当額 15,127

支払リース料 187,551千円

減価償却費相当額 183,772

支払利息相当額 13,660

支払リース料 387,897千円

減価償却費相当額 355,488

支払利息相当額 29,744

(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

(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

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料  

１年内 48,079千円

１年超 52,085

合計 100,165

未経過リース料  

１年内 48,079千円

１年超 4,006

合計 52,085

未経過リース料  

１年内 48,079千円

１年超 28,046

合計 76,125

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

（減損損失について）

同左

 （減損損失について）

同左
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②　有価証券

　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）及び前事業年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）において子会社株式及

び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（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 1,878.11円

１株当たり中間純利益

金額
134.56円

１株当たり純資産額 2,125.40円

１株当たり中間純利益

金額
91.83円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
89.76円

１株当たり純資産額 2,048.22円

１株当たり当期純利益

金額
212.42円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
203.42円

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、新株予

約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であるため、期中平均株価

が把握できませんので記載しており

ません。

  

　当社は、平成17年６月30日付で株

式１株につき４株の株式分割を行っ

ております。

　なお、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。

１株当たり純資産額 1,746.04円

１株当たり当期純利

益金額
150.11円

 　なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額については、新株

予約権の残高はありますが、前事業

年度において当社株式は非上場であ

るため、期中平均株価が把握できま

せんので記載しておりません。

　当社は、平成17年６月30日付で株

式１株につき４株の株式分割を行っ

ております。

　なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前事業年度

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。

１株当たり純資産額 1,746.04円

１株当たり当期純利

益金額
150.11円

 　なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額については、新株

予約権の残高はありますが、前事業

年度において当社株式は非上場であ

るため、期中平均株価が把握できま

せんので記載しておりません。
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　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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

(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株当たり中間（当期）純利益金額    

　中間（当期）純利益（千円） 1,124,518 918,888 1,807,599

　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）純利益

　（千円）
1,124,518 918,888 1,807,599

　期中平均株式数（千株） 8,356 10,006 8,509

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

　中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

　普通株式増加数（千株） － 229 376

　（うち新株予約権） (－) (229) (376)

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（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権　 2,531個

 

─────

 

─────

 

（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）

新株予約権の行使による増資

　当社は、平成17年12月16日に、平

成15年12月18日開催の取締役会の決

議による新株予約権のうち612,000

千円について権利行使を受けました。

その概要は以下のとおりであります。

①増加した株式の種類及び数

普通株式　400,000株

②増加した資本金 306,000千円

③増加した資本準備金

 306,000千円

　上記により、平成17年12月31日現

在の発行済株式総数8,756,800株、

資本金406,000千円、資本準備金

2,743,423千円となりました。

　なお、当新株予約権は被合併会社

㈱フェリシモ（神戸市須磨区）から

引き継いだものであり、発行決議は

被合併会社㈱フェリシモ（神戸市須

磨区）の取締役会によるものであり

ます。

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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