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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 有（１単元　100株）   

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 5,847 5.1 △142 － △154 －

17年８月中間期 5,565 22.1 123 △47.6 110 △50.6

18年２月期 11,932     21.8 1,003 13.0 958 11.4 

 中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年８月中間期 △153 － △18 30 － －

17年８月中間期 68 △40.0 8 11 － －

18年２月期 412
△15.3　

　
49 12 － －

（注） ①期中平均株式数 18年８月中間期 8,389,502株 17年８月中間期 8,389,502株 18年２月期 8,389,502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であります。

(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 7,894 2,700 34.2 321 85

17年８月中間期 7,536 2,620 34.8 312 41

18年２月期 7,583 2,987 39.4 356 09

（注） ①期末発行済株式数 18年８月中間期 8,389,502株 17年８月中間期 8,389,502株 18年２月期 8,389,502株

 ②期末自己株式数 18年８月中間期 6,498株 17年８月中間期 6,498株 18年２月期 6,498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 12,520  355  160  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 19円07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 － － － 15.0  15.0

19年２月期（実績） － － － －   

19年２月期（予想） － － － 6.0  6.0

※　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。
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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  592,361   699,582   859,062   

２．売掛金  576,937   629,297   225,886   

３．たな卸資産  105,225   121,341   106,065   

４．繰延税金資産  144,958   156,541   146,922   

５．その他  177,136   204,899   175,893   

６．貸倒引当金  △13,992   △25,679   △14,124   

流動資産合計   1,582,625 21.0  1,785,982 22.6  1,499,706 19.8

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物 ※２ 2,017,302   1,991,748   2,068,364   

２．土地 ※２ 1,244,342   1,245,091   1,245,091   

３．その他  530,071   519,025   492,991   

有形固定資産合計  3,791,715  50.3 3,755,865  47.6 3,806,447  50.2

(2）無形固定資産  302,570  4.0 266,514  3.4 285,597  3.8

(3）投資その他の資産           

１．繰延税金資産  312,927   451,680   387,502   

２．敷金・保証金  1,129,539   1,204,838   1,191,631   

３．その他  421,054   456,744   438,758   

４．貸倒引当金  △4,000   △27,238   △25,709   

投資その他の資産
合計

 1,859,520  24.7 2,086,025  26.4 1,992,183  26.2

固定資産合計   5,953,807 79.0  6,108,404 77.4  6,084,228 80.2

資産合計   7,536,433 100.0  7,894,387 100.0  7,583,934 100.0

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  70,684   71,734   56,047   

２．短期借入金 ※２ 700,000   1,077,334   600,000   

３．一年以内返済予定
長期借入金

※２ 614,460   583,128   624,460   

４．賞与引当金  251,360   285,969   191,788   

５. 役員賞与引当金  －   5,000   －   

６．未払金  569,480   649,484   593,027   

７．未払法人税等  149,721   30,884   244,462   

８．その他  243,004   255,164   298,021   

流動負債合計   2,598,711 34.5  2,958,698 37.5  2,607,808 34.4
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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
（％）

Ⅱ　固定負債           

１．社債  200,000   200,000   200,000   

２．長期借入金 ※２ 1,370,081   1,156,971   991,115   

３．退職給付引当金  582,581   691,803   635,481   

４．役員退職慰労引当
金 

 163,943   179,264   160,377   

５．その他  153   7,483   1,693   

固定負債合計   2,316,759 30.7  2,235,522 28.3  1,988,666 26.2

負債合計   4,915,471 65.2  5,194,221 65.8  4,596,474 60.6

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   327,893 4.4  － －  327,893 4.3

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金  263,954   －   263,954   

資本剰余金合計   263,954 3.5  － －  263,954 3.5

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  41,000   －   41,000   

２．任意積立金  1,210,000   －   1,210,000   

３．中間(当期)未処分
利益

 747,435   －   1,091,481   

利益剰余金合計   1,998,435 26.5  － －  2,342,481 30.9

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  32,074 0.4  － －  54,526 0.7

Ⅴ　自己株式   △1,395 △0.0  － －  △1,395 △0.0

資本合計   2,620,961 34.8  － －  2,987,459 39.4

負債・資本合計   7,536,433 100.0  － －  7,583,934 100.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  327,893 4.2  － －

２．資本剰余金   － －  263,954 3.3  － －

３．利益剰余金           

　(1)利益準備金  －   41,000   －   

　(2)その他利益剰余金           

　　任意積立金  －   1,310,000   －   

　　繰越利益剰余金  －   712,038   －   

　　利益剰余金合計   － －  2,063,038 26.1  － －

４．自己株式   － －  △1,395 △0.0  － －

　株主資本合計   － －  2,653,490 33.6  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  －   46,675   －  

　　評価・換算差額等
合計

  － －  46,675 0.6  － －

　純資産合計   － －  2,700,165 34.2  － －

　負債・純資産合計   － －  7,894,387 100.0  － －
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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   5,565,165 100.0  5,847,832 100.0  11,932,422 100.0

Ⅱ　売上原価   4,036,142 72.5  4,394,982 75.2  8,358,430 70.0

売上総利益   1,529,022 27.5  1,452,849 24.8  3,573,992 30.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  1,405,165 25.3  1,595,041 27.3  2,570,327 21.6

営業利益   123,857 2.2  △142,191 △2.5  1,003,664 8.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  5,360 0.1  9,289 0.2  11,848 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  19,066 0.3  21,979 0.4  56,518 0.5

経常利益   110,150 2.0  △154,881 △2.7  958,994 8.0

Ⅵ　特別損失 ※４  7,749 0.1  45,074 0.8  278,595 2.3

税引前中間(当期)
純利益

  102,401 1.9  △199,955 △3.5  680,398 5.7

法人税、住民税及
び事業税

 134,501   22,074   460,339   

法人税等調整額  △100,111 34,390 0.6 △68,430 △46,355 0.8 △191,997 268,341 2.2

中間(当期)純利益   68,010 1.3  △153,600 △2.6  412,056 3.5

前期繰越利益   679,425   －   679,425  

中間(当期)未処分
利益

  747,435   －   1,091,481  
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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
その他資
本剰余金

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）
327,893 263,954 － 263,954 41,000 1,210,000 1,091,481 2,342,481 △1,395 2,932,933

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（千円） － － － － － 100,000 △100,000 0 － 0

剰余金の配当（千円） － － － － － － △125,842 △125,842 － △125,842

中間純利益（千円） － － － － － － △153,600 △153,600 － △153,600

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）
－ － － － － 100,000 △379,442 △279,442 － △279,442

平成18年８月31日　残高

（千円）
327,893 263,954 － 263,954 41,000 1,310,000 712,038 2,063,038 △1,395 2,653,490

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年２月28日　残高

（千円）
54,526 － － 54,526 2,987,459

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（千円） － － － － －

剰余金の配当（千円） － － － － △125,842

中間純利益（千円） － － － － △153,600

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）

△7,851 － － △7,851 △7,851

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△7,851 － － △7,851 △287,293

平成18年８月31日　残高

（千円）
46,675 － － 46,675 2,700,165
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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

同左

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）を採用しております。

 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）たな卸資産

①商品……移動平均法による原価

法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

 ②貯蔵品…最終仕入原価法   

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

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、次の通

りであります。

建物　10年～50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

　定額法によっております。

ただし、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

　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）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額基準により計上し

ております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

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）役員賞与引当金

 　　　　　─────

(3）役員賞与引当金

  役員賞与の支出に備えて、当中間

会計年度における支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上しておりま

す。

 

（会計方針の変更）

　当中間会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

第４号　平成17年11月29日）を適用

しております。

　これにより、営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞれ

5,000千円減少しております。

(3）役員賞与引当金

 　　　　　─────

 (4）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。

 　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

（８年）による按分額をそれぞれ

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）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。

　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

（８年）による按分額をそれぞれ

発生の翌事業年度より費用処理す

ることとしております。

 (5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

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。

(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出に備え

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．外貨建の資産及び負債の

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、為替差額は損益として処理して

おります。

同左 　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、

為替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。

同左 同左

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップの特例処理の要件

を充たす金利スワップについては、

特例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…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

(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
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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）ヘッジ方針

　将来の金利市場における金利上

昇による変動リスクを回避する目

的でデリバティブ取引を導入して

おり、借入金の金利変動リスクを

ヘッジしております。

(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

　ヘッジ手段の固定元本等とヘッ

ジ対象の固定元本等が一致してお

り、金利スワップの特例処理の要

件に該当すると判定されるため、

当該判定をもって有効性の判定に

代えております。

(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

７．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。

　なお、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。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。
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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 

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）

  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。

　これにより営業利益及び経常利益

は1,336千円増加し、税引前中間純利

益が5,976千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。

        ──────  「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。

　これにより営業利益及び経常利益

は2,332千円増加し、税引前当期純利

益が82,397千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。

  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、2,700,165千円であります。

　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連結

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。

        ──────
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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」（実

務対応報告書第12号平成16年２月13

日）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

16,478千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益が、16,478千

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」（実務対

応報告書第12号平成16年２月13日）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

37,784千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益が、37,784千

円減少しております。 

注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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 1,904,666 千円 2,221,752 千円 2,154,023 千円

※２．担保資産    

(イ)担保に供している資産    

建物 786,010 千円

土地 964,358  

計  1,750,368  

建物 753,634 千円

土地 964,358  

計 1,717,993  

建物 769,338 千円

土地 964,358  

計 1,733,697  

(ロ)上記に対応する債務    

短期借入金  126,480 千円

一年以内返済予

定長期借入金

 306,662  

長期借入金 807,876  

計 1,241,018 

短期借入金  258,370 千円

一年以内返済予

定長期借入金

 215,203  

長期借入金 621,081  

計 1,094,654  

短期借入金  276,920 千円

一年以内返済予

定長期借入金

328,707  

長期借入金 596,375  

計 1,202,002 
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項目
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）

３．  　　　　　───── 　 ３.財務制限条項

　 当社は、事業資金の効率的な調達

を行うため、リボルビング・クレジッ

ト・ファシリティ契約(シンジケー

ション方式コミットメントライン)を

締結しており、その内容は、下記の通

りであります。

　なお、財務制限条項に抵触した場合、

シンジケート団の多数貸付人からの要

請があれば、期限の利益を失い、直ち

に借入金の元本並びに利息及び精算金

等を支払う義務を負うことになってお

ります。

（1）株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹

事とする平成18年8月31日付リボルビ

ング・クレジット・ファシリティ契

約

　①特定融資枠契約の総額

　　　　2,000,000千円

　②当中間連結会計期間末残高

　　　　　　　　-千円

　③各年度の決算期の末日における単

体の貸借対照表における純資産の部の

金額を、当該決算期の直前の決算期の

末日または2006年２月期決算期末日に

おける単体の貸借対照表における純資

産の部の金額（但し、2006年２月期決

算末日における単体の貸借対照表につ

いては、資本の部の金額）のいずれか

大きい方の75％の金額以上にそれぞれ

維持すること。

　各年度の決算期の末日における連結

の貸借対照表における純資産の部の金

額を、当該決算期の直前の決算期の末

日または2006年２月期決算期末日にお

ける連結の貸借対照表における純資産

の部の金額（但し、2006年２月期決算

期の末日における連結の貸借対照表に

ついては、資本の部の金額）のいずれ

か大きい方の75％の金額以上にそれぞ

れ維持すること。

　各年度の決算期にかかる単体の損益

計算書及び連結の損益計算書上の経常

損益に関して、それぞれ2期連続して

経常損失を計上しないこと。

 　　　　　─────

（中間損益計算書関係）

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．営業外収益のう

ち重要なもの

受取利息 918 千円 受取利息 805 千円 受取利息 1,597 千円

※２．営業外費用のう

ち重要なもの

支払利息 17,585 千円 支払利息 18,961 千円 支払利息 33,529 千円

　３．減価償却実施額 有形固定資産 159,910 千円

無形固定資産 27,120 千円

有形固定資産 165,855 千円

無形固定資産 33,592 千円

有形固定資産 344,845 千円

無形固定資産 55,320 千円
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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．特別損失のうち

重要なもの

   

  建物除却損                      304千円　　                  　   4,420千円　

　

      　       　　11,242千円 

 　減損損失 　当社は、以下の資産について減損損

失を計上しております。

用途 種類 場所

教室
建物、
リース資産等

 山科校
(京都市山科区)

教室
建物、
リース資産等

 福知山校
(京都府福知山市)

教室
建物、
リース資産等

 栗東校
(滋賀県栗東市)

教室
建物、
リース資産等

 スクール・ワン
 六甲道教室
(兵庫県神戸市)

　当社では、管理会計上の最小資産区

分である校単位でグルーピングを行っ

ております。

　減損損失を計上した校については、

割引前キャッシュ・フローの総額が帳

簿価額に満たないことから、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少

額7,313千円を減損損失として特別損

失に計上しております。

  その内訳は、

建物 5,821千円

リース資産 673千円

その他 819千円

　であります。

　なお、各資産の回収可能価額は、使

用価値により測定し、将来キャッ

シュ・フローを５％で割引いて算定し

ております。

　当社は、以下の資産について減損損

失を計上しております。

用途 種類 場所

　教室
建物、

リース資産等

篠原校

(滋賀県近江八幡

市)

　教室
 建物、

 リース資産等

 高校部北大路校

 (京都市北区)

　教室
 建物、

 リース資産等

 スクール・ワン

 御影教室

 (神戸市東灘区)

  教室
 建物、

 リース資産等

 スクール・ワン

 長尾教室

(大阪府枚方市)

  教室
 建物、

 リース資産等

 スクール・ワン

 鳳教室

(大阪府堺市)

  教室
 建物、

 リース資産等

 ユニバーサルキャ

 ンパス北大路校

(京都市北区)

　当社では、管理会計上の最小資産区

分である校単位でグルーピングを行っ

ております。

　減損損失を計上した教室については、

営業活動から生じる損益が継続してマ

イナスであることから、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額

39,950千円を減損損失として特別損失

に計上しております。

  その内訳は、

建物  30,552千円

リース資産  3,139千円

その他   6,259千円

　であります。

　なお、各資産の回収可能価額は、使

用価値により測定し、使用価値につい

ては、将来キャッシュ・フローを５％

で割引いて算定しております。

 当社は、以下の資産について減損損

失を計上しております。

用途 種類 場所

倉庫 建物
本社隣接建物

(京都市下京区) 

教室
建物、

リース資産等

 山科校

(京都市山科区)

 教室
 建物、

 リース資産等

 福知山校

(京都府福知山市)

 教室
 建物、

 リース資産等

 栗東校

(滋賀県栗東市)

 教室
 建物、

 リース資産等

 スクール・ワン

 六甲道教室

(兵庫県神戸市)

 教室
 建物、

 リース資産等

 富野荘校

(京都府城陽市)

 教室
 建物、

 リース資産等

 加茂校

(京都府相楽郡)

 教室
 建物、

 リース資産等

 宇治神明校

(京都府宇治市)

 教室
 建物、

 リース資産等

 並河校

(京都府亀岡市)

 教室
 建物、

 リース資産等

 甲賀校

(滋賀県甲賀市)

 教室
 建物、

 リース資産等

 南郷校

(滋賀県大津市)

 教室
 建物、

 リース資産等

 大垣赤坂校

(岐阜県大垣市)

 教室
 建物、

 リース資産等

 外大前校

(京都市右京区)

 教室
 建物、

 リース資産等

 スクール・ワン

 谷町九丁目教室

(大阪市中央区)

  教室
 建物、

 リース資産等

 スクール・ワン

 あびこ教室

(大阪市住吉区)

  教室
 建物、

 リース資産等

 ユニバーサルキャン

パス伏見校

(京都市伏見区)

  教室
 建物、

 リース資産等

 ユニバーサルキャン

パス草津校

(滋賀県草津市)

　当社では、管理会計上の最小資産区

分である校単位でグルーピングを行っ

ております。

　減損損失を計上した教室については、

営業活動から生じる損益が継続してマ

イナスであること、倉庫建物について

は、除却処分を予定していることから、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額84,730千円を減損損失とし

て特別損失に計上しております。 

  その内訳は、

建物  68,330千円

リース資産 9,060千円

その他 7,339千円

　であります。

　なお、各資産の回収可能価額は、使

用価値により測定し、使用価値につい

ては、将来キャッシュ・フローを５％

で割引いて算定しております。 
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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）

  　　　─────   　　　───── 　宇治神明校事件関連損失の内訳は次

の通りであります。

新聞への謹告広告

費用

    69,921千円

フランチャイジー

への補償費・広告

支援

 62,990

新設教室解約等費

用

 21,101

警備費用  5,209

その他 15,506

計 174,730

  なお、この事件関連損失は、26期に

おいても発生する可能性がありますが、

その金額は未確定であり、現時点では

見積もることはできません。

（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

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 6,498 － － 6,498

合計 6,498 － － 6,498

(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   312円41銭

１株当たり中間純利益 8円11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。

　当社は、平成17年４月15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、それぞれ以下のとおりと

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

 　　272円94銭

１株当たり純資

産額

 　　315円46銭

１株当たり中間

純利益金額

　　　13円72銭

１株当たり当期

純利益金額

　　　57円48銭

潜在株式調整後

１株当たり中間

純利益金額

　　　13円58銭

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額

　　　57円24銭

１株当たり純資産額   321円85銭

１株当たり中間純損失  18円30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 356円09銭

１株当たり当期純利益   49円12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15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、それぞれ以下のとおりと

なります。

前事業年度

１株当たり純資

産額

 　　315円46銭

１株当たり当期

純利益金額

　　　57円48銭

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額

　　　57円24銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益（損失）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)

中間（当期）純利益（千円） 68,010 △153,600 412,056

普通株主に帰属しない金額

（千円）
 － －  －

（うち利益処分による役員賞与金） 　－ －  －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
68,010 △153,600 412,056

普通株式の期中平均株式数（株） 8,389,502 8,389,502 8,389,502
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