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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 9,517 △0.4 △82 － 41 △17.7

17年８月中間期 9,558 12.5 6 △89.5 50 △33.3

18年２月期 20,947 272 366

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 △643 － △45 43

17年８月中間期 10 － 0 96

18年２月期 △854 △75 03

（注）①期中平均株式数 18年８月中間期 14,160,832株17年８月中間期 11,160,832株 18年２月期 11,391,601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 17,101 9,990 58.4 705 37

17年８月中間期 18,366 9,792 53.3 877 43

18年２月期 17,814 10,677 59.9 753 98

（注）①期末発行済株式数 18年８月中間期 14,160,832株 17年８月中間期 11,160,832株 18年２月期 14,160,832株

②期末自己株式数 18年８月中間期 359,168株 17年８月中間期 359,168株 18年２月期  359,168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 20,500 300 △770

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△54円38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 5.00 5.00 10.00

19年２月期（実績） 5.00 －
10.00

19年２月期（予想） － 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６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  196,956   174,024   187,463   

２．受取手形  29,206   23,791   24,963   

３．売掛金  2,051,506   2,409,744   2,711,060   

４．たな卸資産  3,383,189   2,942,799   2,798,778   

５．前払費用  1,039,829   1,127,794   911,402   

６．その他  1,045,598   927,238   1,000,643   

貸倒引当金  △225,692   △251,259   △249,202   

流動資産合計   7,520,594 40.9  7,354,133 43.0  7,385,108 41.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※２          

(1）建物 ※１ 2,242,454   1,933,323   2,158,424   

(2）土地 ※１ 5,940,143   5,757,745   5,940,143   

(3）その他  187,641   123,677   153,173   

有形固定資産合計  8,370,239   7,814,746   8,251,740   

２．無形固定資産  71,645   101,154   112,496   

３．投資その他の資産           

(1）長期貸付金  1,263,044   2,382,628   1,923,060   

(2）その他  1,361,259   1,076,165   1,145,505   

貸倒引当金  △220,750   △1,627,776   △1,003,162   

投資その他の資産
合計

 2,403,553   1,831,018   2,065,404   

固定資産合計   10,845,438 59.1  9,746,919 57.0  10,429,641 58.5

資産合計   18,366,033 100.0  17,101,053 100.0  17,814,750 100.0
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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  1,269,159   1,371,580   1,510,084   

２．買掛金  1,162,080   896,600   926,224   

３．短期借入金 ※１ 4,050,000   2,100,000   2,550,000   

４．未払金  1,363,803   1,521,874   1,295,649   

５．未払法人税等  19,176   94,124   44,305   

６．返品調整引当金  96,175   118,833   133,638   

７．ポイント引当金  －   98,915   －   

８．その他  132,398   144,487   179,593   

流動負債合計   8,092,793 44.1  6,346,414 37.1  6,639,495 37.3

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金  143,155   158,534   137,815   

２．役員退職慰労引当
金

 200,550   209,530   208,310   

３．その他  136,737   396,045   152,082   

固定負債合計   480,443 2.6  764,109 4.5  498,207 2.8

負債合計   8,573,237 46.7  7,110,524 41.6  7,137,703 40.1
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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   3,399,220 18.5  － －  4,299,220 24.1

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  3,363,390   －   4,263,390   

資本剰余金合計   3,363,390 18.3  － －  4,263,390 23.9

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  85,000   －   85,000   

２．任意積立金  3,040,000   －   3,040,000   

３．中間未処分利益又
は中間（当期）未
処理損失（△）

 66,772   －   △854,508   

利益剰余金合計   3,191,772 17.4  － －  2,270,491 12.7

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  4,205 0.0  － －  9,737 0.1

Ⅴ　自己株式   △165,792 △0.9  － －  △165,792 △0.9

資本合計   9,792,795 53.3  － －  10,677,046 59.9

負債・資本合計   18,366,033 100.0  － －  17,814,750 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  4,299,220 25.1  － －

２．資本剰余金           

　(1）資本準備金  －   4,263,390   －   

資本剰余金合計   － －  4,263,390 24.9  － －

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   85,000   －   

　　(2）その他利益剰余
金

          

別途積立金  －   2,040,000   －   

繰越利益剰余金  －   △568,705   －   

利益剰余金合計   － －  1,556,294 9.1  － －

４．自己株式   － －  △165,792 △0.9  － －

株主資本合計   － －  9,953,112 58.2  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

　１．その他有価証券評
価差額金

  － －  35,556 0.2  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  35,556 0.2  － －

Ⅲ　新株予約権   － －  1,860 0.0  － －

　　純資産合計   － －  9,990,528 58.4  － －

　　負債純資産合計   － －  17,101,053 100.0  － －
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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   9,558,337 100.0  9,517,030 100.0  20,947,810 100.0

Ⅱ　売上原価   4,107,747 43.0  4,066,603 42.7  9,000,440 43.0

返品調整引当金調
整前売上総利益

  5,450,590 57.0  5,450,426 57.3  11,947,369 57.0

返品調整引当金戻
入額

 110,842   133,638   110,842   

返品調整引当金繰
入額

 96,175 14,667 0.2 118,833 14,805 0.1 133,638 △22,796 △0.1

売上総利益   5,465,257 57.2  5,465,231 57.4  11,924,573 56.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  5,459,029 57.1  5,547,959 58.3  11,651,687 55.6

営業利益又は営業
損失（△）

  6,227 0.1  △82,727 △0.9  272,885 1.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  70,443 0.7  136,283 1.4  156,673 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  26,116 0.3  11,967 0.1  62,983 0.3

経常利益   50,555 0.5  41,588 0.4  366,576 1.7

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  260,417 2.8  － －

Ⅶ　特別損失 ※４  25,867 0.3  800,597 8.4  1,114,148 5.3

税引前中間純利益
又は税引前中間
（当期）純損失
（△）

  24,688 0.2  △498,591 △5.2  △747,572 △3.6

法人税、住民税及
び事業税

 11,615   80,256   21,566   

法人税等調整額  2,360 13,975 0.1 64,545 144,801 1.5 85,625 107,191 0.5

中間純利益又は中
間（当期）純損失
（△）

  10,712 0.1  △643,392 △6.7  △854,764 △4.1

前期繰越利益   56,060   －   56,060  

中間配当額   －   －   55,804  

中間未処分利益又
は中間（当期）未
処理損失（△）

  66,772   －   △854,508  
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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
(千円）

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
（千円）

株主資本合
計
（千円）

資本準備
金
（千円）

資本剰余金
合計
（千円）

利益準備
金
（千円）

その他利益剰余金
利益剰余金
合計
（千円）

別途積立金
（千円）

繰越利益剰
余金
（千円）

平成18年２月28日　残高 4,299,220 4,263,390 4,263,390 85,000 3,040,000 △854,508 2,270,491 △165,792 10,667,309

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） － － － － － △70,804 △70,804 － △70,804

別途積立金の取崩（注） － － － －△1,000,000 1,000,000 － － －

中間純利益 － － － － － △643,392 △643,392 － △643,392

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 － － － －△1,000,000 285,803 △714,196 － △714,196

平成18年８月31日　残高 4,299,220 4,263,390 4,263,390 85,000 2,040,000 △568,705 1,556,294 △165,792 9,953,112

評価・換算差額等

新株予約権
（千円）

純資産合計
（千円）

その他有価証券評
価差額金
　 （千円）

評価・換算差額等
合計
　 （千円）

平成18年２月28日　残高 9,737 9,737 － 10,677,046

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） － － － △70,804

別途積立金の取崩（注） － － － －

中間純利益 － － － △643,392

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
25,818 25,818 1,860 27,678

中間会計期間中の変動額合計 25,818 25,818 1,860 △686,517

平成18年８月31日　残高 35,556 35,556 1,860 9,990,528

（注）平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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

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

子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

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）

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） 

その他有価証券

時価のあるもの

期末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

商品……移動平均法による低価

法

(3）たな卸資産

商品……同左

(3）たな卸資産

商品……同左

貯蔵品…最終仕入原価法 貯蔵品…同左 貯蔵品…同左

２．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物　　　 　10～47年

機械及び装置 ５～12年

有形固定資産

　定率法

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物　　　 　10～38年

機械及び装置 ５～12年

有形固定資産

　定率法

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物　　　 　10～47年

機械及び装置 ５～12年

無形固定資産

定額法

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

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

長期前払費用

定額法

長期前払費用

同左

長期前払費用

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

回収可能性を勘案し、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）返品調整引当金

　中間期末日後の返品による損失

に備えるため、返品見込額に対す

る売上総利益相当額を計上してお

ります。

(2）返品調整引当金

同左

(2）返品調整引当金

　期末日後の返品による損失に備

えるため、返品見込額に対する売

上総利益相当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）

（3）　　──────

 

（3）ポイント引当金 

　顧客に付与されたポイントの使

用による値引発生に備えるため、

当中間会計期間末において将来使

用されると見込まれる額を計上し

ております。

（追加情報）

　従来、ポイント使用に伴う値引

は使用時に売上値引として売上高

から控除する方法によっておりま

したが、ポイント残高の重要性が

増したため、当中間会計期間より

上記の方法でポイント引当金を計

上することといたしました。

　この結果、従来の方法によった

場合に比べ、当中間会計期間の売

上高、売上総利益及び経常利益が

98,915千円減少し、営業損失及び

税引前中間純損失が同額増加して

おります。

（3）　　──────

 

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

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。

(4）退職給付引当金

同左

(4）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、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。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充て

るため内規による中間期末要支給

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

　役員の退職慰労金の支給に充て

るため内規による期末要支給額を

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

　振当処理の要件を満たしている

為替予約等については、振当処理

を採用しております。

(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：為替予約等取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：同左

ヘッジ対象：外貨建金銭債務 ヘッジ対象：同左 ヘッジ対象：同左

(3）ヘッジ方針

　当社で規定された管理体制に基

づき、為替リスクをヘッジする目

的で為替予約等を行っております。

(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

　ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ローの変動の累計とヘッジ手段の

キャッシュ・フローの変動の累計

とを比率分析する方法により行っ

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
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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．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

(1）消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理方法

同左

(1）消費税等の会計処理方法

同左

(2）販売促進費等の会計処理

　当社は通信販売を行っており、

下半期の売上に対応するカタログ

制作費用等は前払費用に計上して

おります。

(2）販売促進費等の会計処理

同左

(2）販売促進費等の会計処理

　当社は通信販売を行っており、

翌期の売上に対応するカタログ制

作費用等は前払費用に計上してお

ります。

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） ──────

　当中間会計期間より、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。

　これにより営業損失が14,344千円減

少し、経常利益が同額増加しており、

税引前中間純損失は91,752千円増加し

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

計基準委員会　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9,988,668千円でありま

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。
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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） 

────── （ストック・オプション等に関する会

計基準）

──────

　当中間会計期間より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企

業会計基準第８号　平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第11号　平成18年５月

31日）を適用しております。

　これにより営業損失及び税引前中間

純損失が1,860千円増加し、経常利益が

同額減少しております。

表示方法の変更

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）

（中間貸借対照表関係）

　「投資その他の資産」に属する資産は、前中間会計期間

末まで「投資その他の資産」として一括して表示しており

ましたが、当中間会計期間末において「長期貸付金」が資

産の総額の100分の５を超えたため、「長期貸付金」と「そ

の他」に区分して表示することといたしました。 

──────

 

　なお、前中間会計期間末の「長期貸付金」の金額は

626,795千円であります。

 

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）

「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

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7,687千円増加し、営業利益及び経

常利益並びに税引前中間純利益が同額

減少しております。

────── （法人事業税の外形標準課税制度）

「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

22,942千円増加し、営業利益及び経常

利益が同額減少し、税引前当期純損失

が同額増加しております。
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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）

────── （不動産賃貸事業に係る売上原価）

　不動産賃貸事業に係る減価償却費等

の費用については、前事業年度まで販

売費及び一般管理費として処理してお

りましたが、当中間会計期間より売上

原価に計上することといたしました。

この結果、当中間会計期間の売上総利

益並びに販売費及び一般管理費が

40,272千円減少しております。

──────

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　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

(1）担保資産 (1）担保資産 (1）担保資産

建物 1,628,378千円

土地 4,218,065千円

計 5,846,443千円

建物  1,522,170千円

土地  4,218,065千円

計  5,740,236千円

建物  1,573,273千円

土地  4,218,065千円

計  5,791,339千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

短期借入金 4,050,000千円 短期借入金  2,100,000千円 短期借入金  2,550,000千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額

 4,228,218千円   4,306,196千円   4,290,557千円

３　偶発債務

次の関係会社について、金融機関から

の借入等に対し債務保証を行っております。

３　偶発債務

次の関係会社について、金融機関から

の借入等に対し債務保証を行っております。

３　偶発債務

次の関係会社について、取引先からの

買掛金等に対し債務保証を行っております。

 保証先  金額（千円）  内容

㈱イマージュ・

ネット
384,304

借入債務及

びリース債

務

㈱トランスコン

チネンツ
342,431

借入債務及

びリース債

務並びに買

掛債務

計 726,735 ― 

 保証先  金額（千円）  内容

㈱イマージュ・

ネット
465,312

借入債務及

びリース債

務

㈱トランスコン

チネンツ
705,595

借入債務及

びリース債

務並びに買

掛債務

㈱アイ・フュー

ジョン・イン

ターナショナル

1,553

リース債務

及び買掛債

務

計 1,172,462 ― 

 保証先  金額（千円）  内容

㈱イマージュ・

ネット
476,916

借入債務及

びリース債

務

㈱トランスコン

チネンツ
719,608

借入債務及

びリース債

務並びに買

掛債務

㈱アイ・フュー

ジョン・イン

ターナショナル

1,960 リース債務

計 1,198,485 ― 
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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　営業外収益のうち重要なもの ※１　営業外収益のうち重要なもの ※１　営業外収益のうち重要なもの

仕入割引 19,068千円

為替差益 32,872千円

受取利息   17,994千円

仕入割引    15,764千円

有価証券売却益    83,048千円

仕入割引    36,911千円

為替差益    50,973千円

※２　営業外費用のうち重要なもの ※２　営業外費用のうち重要なもの ※２　営業外費用のうち重要なもの

支払利息 23,683千円 支払利息    11,911千円 支払利息    48,036千円

新株発行費    12,513千円

※３　　　　　────── ※３　特別利益のうち重要なもの ※３　　　　　──────

営業権売却益    252,242千円

※４　特別損失のうち重要なもの ※４　特別損失のうち重要なもの ※４　特別損失のうち重要なもの

店舗閉鎖損 25,867千円 貸倒引当金繰入額   625,169千円

減損損失   106,097千円

関係会社株式評価損    245,000千円

貸倒引当金繰入額    784,831千円

店舗閉鎖損    60,554千円

────── ※４　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。

場所  用途  種類  減損損失

兵庫県神

戸市他

９ヶ所

小売店舗 建物等

千円 

106,097

　　　資産のグルーピングについては、原則

として事業の種類別セグメント区分に基

づいておりますが、店舗販売事業につい

ては、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位としての店舗を基本単位とし、不

動産賃貸事業については、個別の物件毎

にグルーピングしております。

　　　上記の資産グループについては、営業

損益が悪化し将来キャッシュ・フローが

見込めない状態であるため、帳簿価額を

回収可能価額（使用価値）まで減額する

こととし、その全額を減損損失として計

上しました。

　　　その内訳は、有形固定資産「建物」（建

物付属設備）71,031千円、有形固定資産

「その他」（工具器具備品）22,891千円、

その他12,173千円であります。

──────

　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 108,896千円

無形固定資産 29,857千円

計 138,754千円

有形固定資産    78,962千円

無形固定資産   8,900千円

計  87,862千円

有形固定資産    206,061千円

無形固定資産    37,052千円

計   243,114千円

（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

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 359,168 － － 359,168

合計 359,168 － － 359,168
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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）

　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

引に係る注記

　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

引に係る注記

　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

引に係る注記

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、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）

有形固定
資産「そ
の他」
（工具、
器具及び
備品）

326,539 200,831 125,707

無形固定
資産（ソ
フトウェ
ア）

949,672 395,724 553,948

合計 1,276,212 596,556 679,655

 
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）

有形固定
資産「そ
の他」
（工具、
器具及び
備品）

257,181 150,233 106,948

無形固定
資産（ソ
フトウェ
ア）

935,445 523,158 412,287

合計 1,192,627 673,391 519,235

 
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）

有形固定
資産「そ
の他」
（工具、
器具及び
備品）

249,949 155,841 94,107

無形固定
資産（ソ
フトウェ
ア）

902,860 443,847 459,013

合計 1,152,810 599,689 553,120

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

（注）　　　　　　同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、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

一年内 239,834千円

一年超 439,821千円

合計 679,655千円

一年内 233,139千円

一年超  286,096千円

合計  519,235千円

一年内   221,802千円

一年超   331,317千円

合計    553,120千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

（注）　　　　　　同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

３．支払リース料及び減価償却費相当額

(1）支払リース料 130,019千円

(2）減価償却費相当額 130,019千円

(1）支払リース料    120,519千円

(2）減価償却費相当額   120,519千円

(1）支払リース料    256,554千円

(2）減価償却費相当額   256,554千円

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

同左

（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。

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）及び前事業年度末（平

成18年２月28日現在）のいずれにおいても、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。
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（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 877円43銭

１株当たり中間純利
益金額

0円96銭

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益金
額

0円95銭

１株当たり純資産額  705円37銭

１株当たり中間純損
失金額

 45円43銭

　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、１株当たり

中間純損失であり、また、希薄化効果

を有する潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

１株当たり純資産額  753円98銭

１株当たり当期純損
失金額

 75円03銭

　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、希薄化効果

を有する潜在株式は存在するものの１

株当たり当期純損失であるため記載し

ておりません。

　（注）　１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（当期）純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益

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株当たり中間純利益金額又は１株当た

り中間（当期）純損失金額
   

中間純利益又は中間（当期）純損失

（△）（千円）
10,712 △643,392 △854,764

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間純利益又は中間

（当期）純損失（△）（千円）
10,712 △643,392 △854,764

期中平均株式数（株） 11,160,832 14,160,832 11,391,601

    

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

額
   

中間純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 65,929 － 67,261

（うち新株予約権） 65,929 － 67,261

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３種類（新株

予約権の数2,580個）

新株予約権４種類（新株

予約権の数3,920個）

新株予約権３種類（新株

予約権の数2,580個）
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