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平成19年２月期  個別中間財務諸表の概要 

平成18年10月13日 
会 社 名  株式会社ミドリ薬品          上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号  ２７１８               本社所在都道府県 鹿児島県 

（ＵＲＬ http：//www.midoriyakuhin.co.jp） 

代 表 者  役職名 代表取締役社長  氏名 百﨑 栄一 

問合せ先責任者  役職名 経理部長     氏名 染河 旭       ＴＥＬ（０９９）２６９－５１８８ 

決算取締役会開催日    平成18年10月13日                配当支払開始日   平成－年－月－日 

単元株制度採用の有無  無 
 

記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。 
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 
 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 10,997 （  1.4） 336 （ △25.6） 372 （ △20.6） 
 17年８月中間期 10,846 （  4.0） 452 （ 228.4） 468 （  211.7） 
 18年２月期  21,305  851  883  
 

 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 85 （ △65.2） 4,366 55 
 17年８月中間期 244 （ 285.0） 25,171 69 
 18年２月期 465  47,769 32 
(注)①期中平均株式数      18年８月中間期 19,512株  17年８月中間期 9,726株  18年２月期  9,740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 12,869 2,000 15.5 102,517 31 
 17年８月中間期 12,220 1,742 14.3 178,597 28 
 18年２月期 11,535 1,963 17.0 201,302 62 
(注)①期末発行済株式数     18年８月中間期 19,512株  17年８月中間期 9,756株  18年２月期  9,756株 
  ②期末自己株式数      18年８月中間期   848株  17年８月中間期  424株  18年２月期   424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 23,442 1,011 327 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 16,779円40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 － 5,000 5,000 
19年2月期（実績） － － － 
19年2月期（予想） － 2,500 2,500 

※ 上記の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場合があります。 
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５．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 3,709,027   2,983,478   2,644,391   

2 売掛金  18,588   32,052   26,411   

3 たな卸資産  3,520,297   4,073,520   3,536,927   

4 その他 ※3 302,709   408,963   339,716   

貸倒引当金  △74   △107   △79   

流動資産合計   7,550,548 61.8  7,497,906 58.3  6,547,367 56.8 

Ⅱ 固定資産           

1 有形固定資産          

(1) 建物 ※1.2 1,831,201   2,062,398   1,919,859   

(2) 土地 ※2 262,552   451,228   408,663   

(3) その他 ※1 420,336   468,640   478,303   

計  2,514,090   2,982,267   2,806,827   

2 無形固定資産  56,432   84,873   54,105   

3 投資その他の資産           

(1) 敷金及び保証金  1,702,038   1,852,636   1,722,213   

(2) その他  397,610   451,889   404,858   

貸倒引当金  △39   △35   △35   

計  2,099,610   2,304,490   2,127,035   

固定資産合計   4,670,132 38.2  5,371,631 41.7 4,987,968 43.2 

資産合計   12,220,681 100.0  12,869,537 100.0 11,535,335 100.0 

           



－  － 
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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  8,448   4,144   4,799   

2 買掛金  3,685,125   4,047,194   3,234,173   

3 短期借入金 ※2 202,000   52,000   50,000   

4 一年以内償還予定社債  －   100,000   －   

5 一年以内返済予定長期
借入金 

※2 1,607,810   1,673,209   1,642,536   

6 未払法人税等  215,335   183,289   234,397   

7 賞与引当金  66,800   75,100   80,700   

8 その他 ※3 386,252   466,567   399,158   

流動負債合計   6,171,771 50.5  6,601,504 51.3  5,645,765 48.9 

Ⅱ 固定負債           

1 社債  100,000   －   100,000   

2 長期借入金 ※2 3,954,022   3,988,920   3,559,461   

3 退職給付引当金  133,894   149,195   145,441   

4 役員退職慰労引当金  96,240   103,890   100,040   

5 その他  22,359   25,710   20,720   

固定負債合計   4,306,515 35.2  4,267,715 33.2  3,925,662 34.1 

負債合計   10,478,286 85.7  10,869,220 84.5  9,571,427 83.0 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   352,218 2.9  － －  352,218 3.1 

Ⅱ 資本剰余金           

1 資本準備金  341,313   －   341,813   

資本剰余金合計   341,813 2.8  － －  341,813 3.0 

Ⅲ 利益剰余金           

1 利益準備金  8,218   －   8,218   

2 中間(当期)未処分利益  1,121,585   －   1,342,031   

利益剰余金合計   1,129,803 9.3  － －  1,350,249 11.6 

Ⅳ その他有価証券差額金   3,128 0.0  － －  4,195 0.0 

Ⅴ 自己株式   △84,568 △0.7  － －  △84,568 △0.7 

資本合計   1,742,395 14.3  － －  1,963,908 17.0 

負債資本合計   12,220,681 100.0  － －  11,535,335 100.0 

           

 



－  － 
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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   － －  352,218 2.7  － － 

2 資本剰余金           

(1)資本準備金  －   341,813   －   

資本剰余金合計   － －  341,813 2.7  － － 

3 利益剰余金           

(1)利益準備金  －   8,218   －   

(2)繰越利益剰余金  －   1,378,451   －   

利益剰余金合計   － －  1,386,669 10.8  － － 

4 自己株式   － －  △84,568 △0.7  － － 

株主資本合計   － －  1,996,133 15.5  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 その他有価証券評価差額金   － －  4,184 0.0  － － 

評価・換算差額等合計   － －  4,184 0.0  － － 

純資産合計   － －  2,000,317 15.5  － － 

負債純資産合計   － －  12,869,537 100.0  － － 

           

 



－  － 
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②中間損益計算書 
  

前中間会計期間 
(平成17年３月１日 
平成17年８月31日) 

当中間会計期間 
(平成18年３月１日 
平成18年８月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(平成17年３月１日 
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   10,846,118 100.0  10,997,667 100.0  21,305,223 100.0 

Ⅱ 売上原価   7,526,157 69.4  7,597,461 69.1  14,639,888 68.7 

売上総利益   3,319,961 30.6  3,400,205 30.9  6,665,334 31.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,867,696 26.4  3,063,858 27.8  5,813,519 27.3 

営業利益   452,264 4.2  336,347 3.1  851,814 4.0 

Ⅳ 営業外収益 ※1  436,065 4.0  487,697 4.4  884,960 4.1 

Ⅴ 営業外費用 ※2  419,386 3.9  451,692 4.1  852,821 4.0 

経常利益   468,943 4.3  372,352 3.4  883,953 4.1 

Ⅵ 特別利益 ※3  2,757 0.0  14,240 0.1  16,019 0.1 

Ⅶ 特別損失 ※4.6  14,532 0.1  169,653 1.5  31,446 0.1 

税引前中間（当期）純利益   457,167 4.2  216,939 2.0  868,526 4.1 

法人税、住民税及び事業税  208,398   175,075   414,876   

法人税等調整額  3,938 212,337 1.9 △43,336 131,739 1.2 △11,626 403,250 1.9 

中間（当期）純利益   244,830 2.3  85,200 0.8  465,276 2.2 

前期繰越利益   882,236   －   882,236  

自己株式処分差損   5,482   －   △5,482  

中間（当期）未処分利益   1,121,585   －   1,342,031  

           

 



－  － 
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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 

 

資本金 資本 

準備金 

資本剰余

金合計 

利益 

準備金 

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 
（千円）  

352,218 341,813 341,813 8,218 1,342,031 1,350,249 △84,568 1,959,713 

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当     △48,780 △48,780  △48,780 

中間純利益     85,200 85,200  85,200 

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      （千円） 

－ － － － 36,420 36,420 － 36,420 

平成18年８月31日 残高 
（千円）  

352,218 341,813 341,813 8,218 1,378,451 1,386,669 △84,568 1,996,133 

 

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）   

4,195 4,195 1,963,908 

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △48,780 

中間純利益   85,200 

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

△10 △10 △10 

中間会計期間中の変動額
合計     （千円） 

△10 △10 36,409 

平成18年８月31日 残高 
（千円）   

4,184 4,184 2,000,317 

 



－  － 
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③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) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 

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 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 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

法により算定しておりま

す。） 

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

均法により算定しておりま

す。） 

  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

定しております。） 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

 移動平均法による原価法 

 

同  左 

 

同  左 

 

(2) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 

商品 商品 商品 

  売価還元原価法 同  左 同  左 

貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 

  最終仕入原価法 

 

同  左 

 

同  左 

 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 定率法（但し、平成10年４月１

日以降に取得した建物（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、建物８

年～34年、構築物10年～20年であ

ります。 

 

定率法（但し、平成10年４月１

日以降に取得した建物（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、建物８

年～34年、構築物10年～22年であ

ります。 

定率法（但し、平成10年４月１

日以降に取得した建物（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、建物８

年～34年、構築物10年～20年であ

ります。 

 

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (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）に基づく定額法を

採用しております。 

また、営業権については、商法

施行規則の規定する最長期間（５

年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

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）に基づく定

額法を採用しております。 

また、営業権については、５

年で均等償却しております。 

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）に基づく定額法を

採用しております。 

また、営業権については、商法

施行規則の規定する最長期間（５

年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

(3) 長期前払費用 (3) 長期前払費用 (3) 長期前払費用  

均等償却しております。 

 

同  左 

 

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） 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (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可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

 

 

 

 

同  左 

 

 

 

 

 

 

同  左 

 

 

 

 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 

 従業員の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。 

 

 

同  左 

 

 

 

同  左 

 

 

 (3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金 (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。 

会計基準変更時差異（89,414千

円）は、５年による均等額を費用

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

（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。 

 

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、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。 

 

 

 

 

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。 

会計基準変更時差異（89,414千

円）は、５年による均等額を費用

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

（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。 

 

 

 

 (4) 役員退職慰労引当金 (4) 役員退職慰労引当金 (4) 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、役員退職慰労金規程（内

規）に基づく中間期末要支給見込

額を計上しております。 

 

 

 

同  左 

 

 

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金規程（内

規）に基づく期末要支給見込額を

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 
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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） 

①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしてい

る金利スワップ取引について、

特例処理を採用しております。 

 

同  左 

 

 

同  左 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段…金利スワップ

取引 

・ヘッジ対象…借入金 

 

同  左 

 

 

同  左 

 

③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

将来の金利変動によるリスク

回避を目的に行っており、投機

的な取引は行わない方針であり

ます。 

 

同  左 

 

 

 

同  左 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 

５．ヘッジ会計の方法 

金利スワップは特例処理に

よっているため、ヘッジ有効性

の判定は省略しております。 

 

 

同  左 

 

 

 

同  左 

 

 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 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。 

 

 

同  左 

 

 

 

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) 

―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――― 

（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。 

これにより営業利益及び経常利益は19,647千円増加し、税引前中

間純利益が149,306千円減少しております。 

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

に基づき当該各資産の金額から直接控除しております。 

 

（中間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2,000,317千円でありま

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。 

 

 



－  － 
 

 

40 

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

交付され、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7,509千円増

加し、営業利益、経常利益及び税引前中間

純利益が7,509千円減少しております。 

―――――――― （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

交付され、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

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14,938千円増

加し、営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益が14,938千円減少しております。 
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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 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,144,978千円 1,300,367千円 1,263,574千円 

   

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 ※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。 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 
 

預     金 120,000千円

建     物 223,996 

土     地 257,050 

計 601,047千円
  

 
預     金 120,000千円

建     物 211,970 

土     地 235,179 

計 567,149千円
  

 
預     金 120,000千円

建     物 217,372 

土     地 257,050 

計 594,423千円
  

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。 
 

短期借入金 52,000千円

長期借入金 1,145,409 

計 1,197,409千円
  

 
短期借入金 52,000千円

長期借入金 1,165,906 

計 1,217,906千円
  

 
短期借入金 50,000千円

長期借入金 894,899 

計 944,899千円
  

（注）長期借入金には、一年以内返済予定長

期借入金が含まれております。 

 

（注）長期借入金には、一年以内返済予定長

期借入金が含まれております。 

 

（注）長期借入金には、一年以内返済予定長

期借入金が含まれております。 

 

※３ 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

し、その差額は流動負債「その他」に含

めて表示しております。 

 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

し、その差額は流動資産「その他」に含

めて表示しております。 

※３ 

 

────── 
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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要なもの 

受取利息 6,236千円

受取配当金 2,125 

不動産賃貸料収入 399,789 

発注処理手数料 18,921 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 6,376千円

受取配当金 2,138 

不動産賃貸料収入 434,493 

発注処理手数料 19,558 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 12,512千円

受取配当金 2,200 

不動産賃貸料収入 810,662 

発注処理手数料 37,649 
 

   

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 51,647千円

不動産賃貸費用 366,205 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 52,359千円

不動産賃貸費用 398,408 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 105,615千円

不動産賃貸費用 744,111 
 

   

※３ 特別利益のうち主要なもの 

保険差益 2,757千円
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

賞与引当金戻入益 12,036千円

保険差益 2,204  
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

保険差益 16,019千円
 

   

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 3,661千円

店舗解約損 1,929 

退職給付会計基準変

更時差異処理額 
8,941 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

店舗解約損 700千円

減損損失 168,953  
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 11,058千円

店舗解約損 2,505 

退職給付会計基準変

更時差異処理額 
17,882 

 

   

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 116,114千円

無形固定資産 2,741 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 118,374千円

無形固定資産 2,616 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 241,988千円

無形固定資産 5,510 
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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 

当中間会計期間において、当社グループは

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。 

場所 用途 種類 

鹿児島県 

4件 

店舗及び

遊休資産 

土地及び建

物、その他 

福岡県 

6件 
店舗 

建物及びその

他 

その他 

4件 
店舗 

建物及びその

他 

 

当社グループはキャッシュフローを生み出

す最小単位として事業用資産である店舗を基

本単位として資産のグルーピングを行ってお

ります。また、遊休資産については、個々の

物件単位ごとに資産のグルーピングを行って

おります。 

営業活動から生じる損益が継続してマイナ

スとなっている店舗や土地等の時価の下落が

著しい資産グループを対象とし帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額168,953

千円を減損損失として特別損失に計上してお

ります。 

 

固定資産の種類 金額 

建物 75,178千円 

土地 21,871千円 

その他 29,818千円 

リース資産 42,086千円 

合計 168,953千円 

 

なお、回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、固定資産税評価額に基づき合

理的な調整を行って算定しております。 

 

※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） 

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） 

普通株式（注） 424 424 － 848 

合計 424 424 － 848 

（注）普通株式の自己株式の増加424株は、平成18年3月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行ったことによる増加であります。 
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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 

(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 
1,557,540 927,534 630,005 

無形固
定資産 375,390 101,898 273,491 

合計 1,932,931 1,029,433 903,497 

  

  

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

減損損失
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 

1,352,896 857,120 42,086 453,689 

無形固
定資産 

375,913 160,335 － 215,578 

合計 1,728,809 1,017,455 42,086 669,267 

  

  

 
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 
1,464,785 881,569 583,214 

無形固
定資産 379,146 132,993 246,152 

合計 1,843,931 1,014,563 829,368 

  
   
(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 

 
１年内 357,111千円

１年超 564,151   

合計 921,262千円
  

 
１年内 304,838千円

１年超 406,321   

合計 711,159千円

リース資産減損

勘定の残高 
27,787千円

  

 
１年内 350,086千円

１年超 495,515  

合計 845,602千円
  

   
(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(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、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

 
支払リース料 190,725千円

減価償却費相当額 180,227  

支払利息相当額 8,666  
  

 
支払リース料 187,197千円

リース資産減損勘定

の取崩額 
14,298 

減価償却費相当額 164,256  

支払利息相当額 7,929  

減損損失 42,086  
  

 
支払リース料 390,713千円

減価償却費相当額 369,884  

支払利息相当額 17,464  
  

   
(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 

 

 

 

 

（有価証券関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度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。 
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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 178,597円28銭 

1株当たり中間純利益 25,171円69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、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 102,517円31銭 

1株当たり中間純利益 4,366円55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、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 201,302円62銭 

1株当たり当期純利益 47,769円32銭 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

当社は平成17年4月20日付で株式1株につ

き2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株当たりの情報につい

ては、それぞれ以下のとおりになります。 

前中間会計期間 前事業年度 

1株当たり純資産額 1株当たり純資産額 

140,931円12銭 158,617円93銭 

1株当たり中間純利

益 

1株当たり当期純利

益 

6,565円27銭 24,181円07銭 

潜在株式調整後1株

当たり中間純利益 

潜在株式調整後1株

当たり当期純利益 

6,544円44銭 24,101円31銭 

 

 

当社は平成18年３月１日付で株式1株に

つき2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株当たりの情報につい

ては、それぞれ以下のとおりになります。 

前中間会計期間 前事業年度 

1株当たり純資産額 1株当たり純資産額 

89,298円64銭 100,651円31銭 

1株当たり中間純利

益 

1株当たり当期純利

益 

12,585円85銭 23,884円66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、潜在株式が存

在しないため記載

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、潜在株式が存

在しないため記載

しておりません。 

 

 

当社は、平成17年４月20日付で株式１株

につき２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、以下のとおりになります。 

前事業年度 

1株当たり純資産額 

158,617円93銭 

1株当たり当期純利

益 

24,181円07銭 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益 

24,101円31銭 

 

（注）1株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

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) 

中間（当期）純利益（千円） 244,830 85,200 465,276 

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） 
244,830 85,200 465,276 

期中平均株式数（株） 9,726 19,512 9,740 
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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) 

───── ───── （株式の分割） 

当社は、平成18年2月2日開催の取締役会

の決議に基づき下記の通り株式分割を実施

いたしました。 

(1)株式分割の目的 

1株あたりの投資金額を引き下げ、株

式の流動性を高めることを目的とする。 

(2)株式分割の概要 

平成18年3月1日付をもって、次のとお

り普通株式1株を2株に分割する。 

①分割の方法 

平成18年2月28日最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載または記録された株

主並びに端株原簿に記載または記録され

た端株主の所有株式数を、1株につき2株

の割合をもって分割する。 

②分割により増加する株式数 

普通株式  10,180株 

(3)日程 

株式分割基準日 平成18年2月28日 

効力発生日 平成18年3月１日 

(4)配当起算日    平成18年3月１日 

(5)1株当たり情報に及ぼす影響 

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における1株当たり

情報 

1株当たり純資産額 79,308円97銭 

1株当たり当期純利益 12,090円54銭 

潜在株式調整後1株当

たり当期純利益 
12,050円66銭 

 

当該株式分割が当期首に行われたと仮定

した場合の当事業年度における1株当たり

情報 

1株当たり純資産額 100,651円31銭 

1株当たり当期純利益 23,884円66銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益につ

いては、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

 

 




