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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(売上高は営業収入を含んでおり、又、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 45,733 △4.7 468 59.0 358 66.7
17年８月中間期 47,987 △1.9 294 △14.5 215 △20.6
18年２月期 94,676 657 465

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 97 174.2 3 　42
17年８月中間期 35 △53.5 1 　25

18年２月期 137 4　 81

(注) ①期中平均株式数 18年８月中間期 28,631,045株 17年８月中間期 28,635,623株 18年２月期 28,634,770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 44,454 11,127 25.0 388  68
17年８月中間期 46,689 11,548 24.7 403  32

18年２月期 45,443 11,120 24.5 388  39

(注) ①期末発行済株式数 18年８月中間期 28,630,288株 17年８月中間期 28,634,406株 18年２月期 28,632,906株

②期末自己株式数 18年８月中間期 58,882株 17年８月中間期 54,764株 18年２月期 56,264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 91,800 540 180

(参考) １株当たり予想当期純利益 (通期) ６円29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 － 2.50 － 2.50 － 5.00

19年2月期（実績） － 2.50 － － －
5.00

19年2月期（予想） － － － 2.50 －

 

※上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画の基となる前提、予測を含んで記載しております。実

際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは異なる結果となる可能性があります。
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金  2,843   2,666   2,830   

２　グループ預け金 ※１ 2,102   1,590   1,336   

３　売掛金  960   914   935   

４　たな卸資産  2,207   2,104   2,247   

５　その他  1,956   1,826   2,211   

貸倒引当金  △0   △0   △0   

流動資産合計   10,069 21.6  9,102 20.5  9,559 21.0

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物 ※２ 7,236   6,647   6,915   

(2）土地  8,837   8,800   8,837   

(3）その他 ※２ 2,730   2,450   2,499   

有形固定資産
合計

 18,803   17,897   18,252   

２　無形固定資産  346   285   312   

３　投資その他の
資産

          

(1）投資有価証券 ※３ 1,102   1,411   1,270   

(2）繰延税金資産  3,564   3,216   3,315   

(3）長期差入
保証金

 7,884   7,274   7,558   

(4）敷金  3,778   3,751   3,783   

(5）その他  1,140   1,516   1,393   

貸倒引当金  △2   △2   △2   

投資その他の
資産合計

 17,468   17,168   17,319   

固定資産合計   36,619 78.4  35,351 79.5  35,884 79.0

資産合計   46,689 100.0  44,454 100.0  45,443 100.0
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金  4,835   4,591   4,277   

２　短期借入金  6,850   1,750   6,800   

３　一年内返済
長期借入金

 1,833   1,664   2,079   

４　未払法人税等  105   92   171   

５　賞与引当金  270   239   235   

６　その他
※３
※４

2,495   2,311   2,247   

流動負債合計   16,388 35.1  10,648 24.0  15,810 34.8

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  11,351   14,687   10,519   

２　再評価に係る
繰延税金負債

 226   759   774   

３　退職給付引当金  6,611   6,622   6,645   

４　役員退職慰労
引当金

 146   164   161   

５　債務保証等損失
引当金

 6   6   6   

６　その他  408   437   405   

固定負債合計   18,751 40.2  22,677 51.0  18,512 40.7

負債合計   35,140 75.3  33,326 75.0  34,323 75.5

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   5,310 11.4     5,310 11.7

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  1,327      1,327   

２　その他資本
剰余金

 3,182      3,182   

資本剰余金
合計

  4,510 9.7     4,510 10.0

Ⅲ　利益剰余金           

１　任意積立金  1,080      1,080   

２　中間（当期）未
処分利益

 180      210   

利益剰余金
合計

  1,260 2.7     1,290 2.8

Ⅳ　土地再評価差額金   330 0.7     △217 △0.5

Ⅴ　その他有価証券
評価差額金

  170 0.3     260 0.6

Ⅵ　自己株式   △32 △0.1     △33 △0.1

資本合計   11,548 24.7     11,120 24.5

負債・資本合計   46,689 100.0     45,443 100.0
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ株主資本        

１　資本金    5,310 12.0   

２　資本剰余金   

(1)資本準備金   1,327   

(2)その他資本
剰余金

  3,182   

資本剰余金合計    4,510 10.1   

３　利益剰余金   

(1)その他利益
剰余金

     

   別途積立金   1,080   

繰越利益
剰余金

  258   

利益剰余金合計    1,338 3.0   

４　自己株式    △34 △0.1   

株主資本合計    11,124 25.0   

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ その他有価証
評価差額金

   242 0.5   

２ 土地再評価
差額金

   △239 △0.5   

評価・換算差額等
合計

       

純資産合計    11,127 25.0   

負債純資産合計    44,454 100.0    
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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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※１  46,318 100.0  44,081 100.0  91,340 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２  35,290 76.2  33,604 76.2  69,688 76.3

売上総利益   11,027 23.8  10,477 23.8  21,651 23.7

Ⅲ　営業収入 ※３  1,669 3.6  1,651 3.7  3,336 3.7

営業総利益   12,696 27.4  12,129 27.5  24,988 27.4

Ⅳ　販売費及び
一般管理費

  12,402 26.8  11,661 26.4  24,331 26.7

営業利益   294 0.6  468 1.1  657 0.7

Ⅴ　営業外収益 ※４  72 0.2  62 0.1  114 0.1

Ⅵ　営業外費用 ※５  151 0.3  172 0.4  305 0.3

経常利益   215 0.5  358 0.8  465 0.5

Ⅶ　特別利益 ※６  ─ ─  ― ―  123 0.1

Ⅷ　特別損失
※７
※８

 135 0.3  93 0.2  220 0.2

税引前中間（当
期）純利益

  79 0.2  265 0.6  368 0.4

法人税、住民税
及び事業税

 36   30   62   

法人税等調整額  7 43 0.1 136 167 0.4 168 230 0.2

中間（当期）純
利益

  35 0.1  97 0.2  137 0.2

前期繰越利益   144      144  

中間配当額   ─      71  

中間（当期）未
処分利益

  180      210  
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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

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

（百万円）
5,310 1,327 3,182 4,510 1,080 210 1,290 △33 11,077

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）      △71 △71  △71

土地再評価差額金取崩額

（百万円）
     21 21  21

中間純利益（百万円）      97 97  97

自己株式の取得（百万円）        △2 △2

自己株式の処分（百万円）   △0 △0    0 0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

         

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
  △0 △0  47 47 △1 46

平成18年8月31日残高

（百万円）
5,310 1,327 3,182 4,510 1,080 258 1,338 △34 11,124

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

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

（百万円）
260 △217 42 11,120

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）    △71

土地再評価差額金取崩額  △21 △21  

中間純利益（百万円）    97

自己株式の取得    △2

自己株式の処分（百万円）    0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

△17  △17 △17

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△17 △21 △39 7

平成18年8月31日残高

（百万円）
242 △239 3 11,127
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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

たな卸資産

商品(除く生鮮食品)

売価還元法に基づく原

価法

たな卸資産

商品(除く生鮮食品)

同左

たな卸資産

商品(除く生鮮食品)

同左

商品(生鮮食品)

最終仕入原価法に基づ

く原価法

商品(生鮮食品)

同左

商品(生鮮食品)

同左

有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法

有価証券

満期保有目的の債券

同左

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）

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算末日の市場

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）

その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価格

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　固定資産の減価償却

の方法

有形固定資産

定額法

なお、耐用年数及び残存

価額については、主に法

人税法に規定する方法と

同一の基準によっており

ます。

また、取得価額が10万円

以上20万円未満の減価償

却資産については、３年

間で均等償却をしており

ます。

有形固定資産

　　　　同左

 

 

有形固定資産

同左

無形固定資産

定額法

なお、耐用年数について

は、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっ

ております。

ただし、無形固定資産の

うち自社利用のソフト

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。

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

長期前払費用

均等額償却によっており

ます。

なお、償却期間について

は、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっ

ております。

長期前払費用

同左

長期前払費用

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 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。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

賞与引当金

従業員の賞与支給に充て

るため、支給見込額のう

ち当中間会計期間に対応

する額を計上しておりま

す。

賞与引当金

同左

賞与引当金

従業員の賞与支給に充て

るため、支給見込額のう

ち当事業年度に対応する

額を計上しております。

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。

数理計算上の差異につい

ては、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間

（15年）による定額法に

より、発生の翌期から費

用処理をすることとして

おります。

退職給付引当金

　　　　同左

 

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、当事業年度末におい

て発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。

数理計算上の差異につい

ては、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間(15

年)による定額法により、

発生の翌事業年度から費

用処理をすることとして

おります。

 

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に

充てるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を計

上しております。

役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支給に

　充てるため、内規に基づ

　く中間期末要支給額を計

　上しておりましたが、平

　成18年５月の定時株主総

　会をもって退職慰労金制

　度を廃止し、これまでの

　在任期間に応じた役員退

　職慰労金の贈呈を決議い

　たしました。

　当中間会計期間末におけ

　る役員退職慰労引当金残

　高は、当該決議以前から

　在任している役員に対す

　る支給見込額でありま　

　す。　　　　　

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に

充てるため、内規に基づ

く要支給額を計上してお

ります。

債務保証等損失引当金

関係会社の債務保証等の

損失に備えるため、当該

会社の財政状態の実情を

勘案して必要額を計上し

ております。

債務保証等損失引当金

同左

債務保証等損失引当金

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）

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　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につい

て

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につい

て　　　

　　　　　同左

消費税等の会計処理につい

て

　　　　　同左
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会計方針の変更

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）

─────── (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。

従来の資本の部に相当する金額は、純

資産の部と同額であります。

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）

「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を販売費及

び一般管理費に41百万円計上しており

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」(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を販売費及び一

般管理費に82百万円計上しております。
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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　グループ預け金

親会社（相模鉄道㈱）を核とし

た相鉄グループ内の資金を一元

化し、効率的に活用することを

目的として相鉄ビジネスサービ

ス㈱（親会社の全額出資会社）

に対して預け入れた額でありま

す。

※１　　　　 同左 ※１　　　　 同左

※２　有形固定資産から控除した減価

償却累計額は21,309百万円であ

ります。

※２　有形固定資産から控除した減価

償却累計額は20,946百万円であ

ります。

※２　有形固定資産から控除した減価

償却累計額は21,348百万円であ

ります。

※３　担保資産

(1）担保に供している資産

※３　担保資産

(1）担保に供している資産

※３　担保資産

(1）担保に供している資産

投資有価証券 49百万円 投資有価証券 51百万円 投資有価証券 51百万円

(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

流動負債  

「その他」(預り金) 67百万円

流動負債  

「その他」(預り金) 66百万円

流動負債  

「その他」(預り金) 64百万円

(注)　「前払式証票の規制等に関す

る法律」に基づき法務局へ供

託している資産に対応するも

のであります。

(注)　「前払式証票の規制等に関す

る法律」に基づき法務局へ供

託している資産に対応するも

のであります。

(注)　「前払式証票の規制等に関す

る法律」に基づき法務局へ供

託している資産に対応するも

のであります。

※４　仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺して流動負債の「その他」

に含めて表示しております。

※４　　　　 同左 ※４　　　　 ───

５　保証債務

子会社の金融機関からの借入金

等に対し次のとおり保証を行っ

ております。

５　保証債務

子会社の金融機関からの借入金

等に対し次のとおり保証を行っ

ております。

５　保証債務

子会社の金融機関からの借入金

等に対し次のとおり保証を行っ

ております。

㈱相販 50百万円

相鉄フードサー

ビス㈱

7百万円

㈱相販 19百万円

  

㈱相販 194百万円

相鉄フードサー

ビス㈱

3百万円
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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　うち委託売上高

11,480百万円

※１　うち委託売上高

11,040百万円

※１　うち委託売上高

22,651百万円

※２　うち委託売上原価

10,103百万円

※２　うち委託売上原価

9,701百万円

※２　うち委託売上原価

19,923百万円

※３　主なものは、当社向け物流セン

ターの商品運搬手数料でありま

す。

※３　　　　 同左 ※３　　　　 同左

※４　営業外収益の主なものは次のと

おりであります。

※４　営業外収益の主なものは次のと

おりであります。

※４　営業外収益の主なものは次のと

おりであります。

受取利息 14百万円 受取利息 15百万円 受取利息 27百万円

※５　営業外費用の主なものは次のと

おりであります。

※５　営業外費用の主なものは次のと

おりであります。

※５　営業外費用の主なものは次のと

おりであります。

支払利息 143百万円 支払利息 120百万円 支払利息 278百万円

※６　　　　 ─── ※６　　　　 ─── ※６　特別利益は次のとおりでありま

す。

  投資有価証券

売却益
123百万円

※７　特別損失は次のとおりでありま

す。

※７　特別損失は次のとおりでありま

す。

※７　特別損失は次のとおりでありま

す。

関係会社整理損 4百万円

その他 11百万円

固定資産除却損 119百万円

(内訳)  

建物 64百万円

その他 55百万円

減損損失 37百万円

その他 2百万円

固定資産除却損 29百万円

(内訳)  

建物 0百万円

その他 29百万円

固定資産売却損 　23百万円

 　　(内訳)  

建物 14百万円

その他 8百万円

減損損失 27百万円

関係会社整理損 4百万円

その他 11百万円

固定資産除却損 176百万円

(内訳)  

建物 100百万円

その他 76百万円

※８　　　　 ─── ※８  減損損失

 　　 当中間会計期間において、当社

は、以下のとおり減損損失を計

上いたしました。

※８　減損損失

当事業年度において、当社は、

以下のとおり減損損失を計上い

たしました。

 

 

 (1)  減損損失を認識した主な資産

 　　 南瀬谷店の土地建物等

(1）減損損失を認識した主な資産

相鉄ムービルの建物設備等

 

 

 (2)  減損損失の認識に至った経緯

 　　 営業損益が悪化し短期的な業績

回復が見込まれないことにより、

減損損失を認識しております。

(2）減損損失の認識に至った経緯

資産又は資産グループが使用さ

れている事業の撤退が決定した

ため、減損損失を認識しており

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）減損損失の金額 (3）減損損失の金額

 土地 36百万円

建物 1百万円

合計 37百万円

建物 9百万円

その他の有形

固定資産
17百万円

無形固定資産 0百万円

合計 27百万円

 

 

(4）資産のグルーピングの方法

店舗及び事業所ごとなど、管理

会計上の区分に従いグルーピン

グしております。

(4）資産のグルーピングの方法

店舗及び事業所ごとなど、管理

会計上の区分に従いグルーピン

グしております。

 

 

(5）回収可能価額の算定方法

回収可能価額として正味売却価

額を適用しております。

正味売却価額の算定に当たって

は、固定資産税評価額または路

線価に合理的な調整を行って算

出した金額を使用しております。

 

(5）回収可能価額の算定方法

回収可能価額として使用価値及

び正味売却価額を適用しており

ます。

使用価値の算定に当たっては、

将来キャッシュ・フローを

4.5％で割り引いて算定してお

ります。

又、正味売却価額の算定に当

たっては、固定資産税評価額ま

たは路線価に合理的な調整を

行って算出した金額を使用して

おります。

９　減価償却実施額は次のとおりで

あります。

９　減価償却実施額は次のとおりで

あります。

９　減価償却実施額は次のとおりで

あります。

有形固定資産 549百万円

無形固定資産 33百万円

合計 582百万円

有形固定資産 476百万円

無形固定資産 33百万円

合計 509百万円

有形固定資産 1,058百万円

無形固定資産 66百万円

合計 1,124百万円

 

（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）

 自己株式に関する事項

株式の種類
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 56 4 1 58
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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

(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

工具器具

備品
502 246 255

ソフト

ウェア
8 5 3

合計 511 252 259

 

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械装置 25 6 19

工具器具

備品
555 334 220

ソフト

ウェア
3 2 1

合計 584 343 241

 

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

機械装置 25 4 21

工具器具備

品
572 296 276

ソフト

ウェア
3 1 1

合計 602 302 299

　なお、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。

　なお、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。

　なお、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

②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 99百万円

１年超 159百万円

合計 259百万円

１年以内 106百万円

１年超 135百万円

合計 241百万円

１年以内 114百万円

１年超 184百万円

合計 299百万円

　なお、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。

　なお、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。

　なお、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　支払リース料及び減価償却費相当

額

③　支払リース料及び減価償却費相当

額

支払リース料 52百万円

減価償却費相当額 52百万円

支払リース料 58百万円

減価償却費相当額 58百万円

支払リース料 116百万円

減価償却費相当額 116百万円

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

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

前中間会計期間末(平成17年８月31日現在)

　子会社株式で時価のあるものは、ありません。

当中間会計期間末(平成18年８月31日現在)

　子会社株式で時価のあるものは、ありません。

前事業年度末(平成18年２月28日現在)

　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 403円32銭

１株当たり中間純利益 １円25銭

１株当たり純資産額 388円68銭

１株当たり中間純利益 ３円42銭

１株当たり純資産額 388円39銭

１株当たり当期純利益 ４円81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

ていないため、記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、潜在株式が存在し

ていないため、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

ていないため、記載しておりません。

　(注)　１株当たり中間純利益及び当期純利益の算定上の基礎は、次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）    

中間損益計算書上の中間純利益

又は当期純利益（百万円）
35 97 137

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
35 97 137

普通株式の期中平均株式数（千株） 28,635 28,631 28,634

（重要な後発事象）

 　　該当事項はありません。
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