
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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  68円１銭 

３．配当状況 

（注）19年２月中間期末配当金の内訳  普通配当  ９円20銭  特別配当  ５円 

※ 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想にはさまざまな不確定要素が内在してお

り、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えて

ください。上記予想の前提条件、その他関連する事項については、中間決算短信(連結)の８ページを参照ください。 

平成19年２月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年10月17日

上場会社名 キューサイ株式会社 上場取引所 東・福 

コード番号 ２５９６ 本社所在都道府県 福岡県 

(URL http://www.kyusai.co.jp) 

代  表  者   役職名 代表取締役社長  氏名 藤 野  孝 

問合せ先責任者   役職名 専務取締役管理本部長  氏名 原 田 晋 吾 ＴＥＬ（092）724－0179 

決算取締役会開催日  平成18年10月17日  配当支払開始日  平成18年11月20日  

単元株制度採用の有無  有（１単元 100株）     

(1）経営成績 (百万円未満は切り捨て)

  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 12,649 19.0 2,085 100.9 2,433 123.2

17年8月中間期 10,627 15.9 1,038 △12.4 1,089 △11.8

18年2月期 22,963   2,686   2,844  

  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 936 49.1 28 65 28 58

17年8月中間期 628 △8.0 19 32 ― ―

18年2月期 1,489   45 73 ― ―

（注）①期中平均株式数 18年8月中間期 32,693,344株 17年8月中間期 32,514,569株 18年2月期 32,574,642株

②会計処理の方法の変更 有 

③17年8月中間期及び18年2月期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有

していないため、あるいは条件付発行可能潜在株式として取り扱われるワラントであり、所定の条件を満たしていないため、記載して

おりません。 

④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 26,271 22,318 85.0 680 53

17年8月中間期 24,968 20,776 83.2 637 00

18年2月期 26,620 21,464 80.6 657 26
（注）①期末発行済株式数 18年8月中間期 32,790,533株 17年8月中間期 32,616,910株 18年2月期 32,656,783株

②期末自己株式数 18年8月中間期 10,677株 17年8月中間期 10,300株 18年2月期 10,427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 25,600   4,580   2,230  

・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 7.70 7.70 15.40

19年２月期（実績） 14.20 －
23.40

19年２月期（予想） － 9.20
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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(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   4,741   6,905   5,226  

２　売掛金   1,953   2,305   2,368  

３　有価証券   1,863   2,563   1,462  

４　たな卸資産   1,950   2,078   1,870  

５　繰延税金資産   96   161   728  

６　その他 ※３  560   765   514  

貸倒引当金   △3   △4   △6  

流動資産合計   11,161 44.7  14,774 56.2  12,164 45.7

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２  2,407   2,233   2,400  

(2）機械及び装置 ※２  1,771   1,463   1,782  

(3）土地   2,460   2,301   2,460  

(4）その他 ※２  422   494   402  

有形固定資産合計   7,062 28.3  6,492 24.8  7,046 26.5

２　無形固定資産   16 0.1  12 0.0  46 0.2

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券   3,593   1,978   4,317  

(2）長期貸付金   2,552   1,850   2,512  

(3）繰延税金資産   332   480   282  

(4）その他   377   1,347   378  

貸倒引当金   △128   △666   △129  

投資その他の資産合計   6,728 26.9  4,990 19.0  7,362 27.6

固定資産合計   13,806 55.3  11,496 43.8  14,455 54.3

資産合計   24,968 100.0  26,271 100.0  26,620 100.0
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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   1,179   1,172   1,081  

２　未払金   1,602   1,737   1,617  

３　未払法人税等   492   244   1,508  

４　賞与引当金   98   135   62  

５　販売促進引当金   18   19   20  

６　その他 ※３  227   328   277  

流動負債合計   3,618 14.5  3,638 13.8  4,567 17.2

Ⅱ　固定負債           

１　退職給付引当金   250   258   256  

２　役員退職慰労引当金   313   46   324  

３　その他   8   8   8  

固定負債合計   572 2.3  313 1.2  588 2.2

負債合計   4,191 16.8  3,952 15.0  5,156 19.4

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,294 13.2  － －  3,306 12.4

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金   4,347   －   4,359  

２　その他資本剰余金   301   －   301  

資本剰余金合計   4,648 18.6  － －  4,661 17.5

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金   202   －   202  

２　任意積立金   11,655   －   11,655  

３　中間(当期)未処分利益   878   －   1,489  

利益剰余金合計   12,736 51.0  － －  13,346 50.1

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   103 0.4  － －  156 0.6

Ⅴ　自己株式   △6 △0.0  － －  △6 △0.0

資本合計   20,776 83.2  － －  21,464 80.6

負債資本合計   24,968 100.0  － －  26,620 100.0
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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  － － 3,364 12.8 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 4,417 －

(2）その他資本剰余金  － 301 －

資本剰余金合計  － － 4,719 18.0 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 202 －

(2）その他利益剰余金     

別途積立金  － 12,395 －

繰越利益剰余金  － 1,434 －

利益剰余金合計  － － 14,031 53.4 － －

４　自己株式  － － △6 △0.0 － －

株主資本合計  － － 22,109 84.2 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金  － － 205 0.8 － －

評価・換算差額等合計  － － 205 0.8 － －

Ⅲ　新株予約権  － － 3 0.0 － －

純資産合計  － － 22,318 85.0 － －

負債純資産合計  － － 26,271 100.0 － －
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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   10,627 100.0  12,649 100.0  22,963 100.0

Ⅱ　売上原価   5,175 48.7  5,647 44.6  11,015 48.0

売上総利益   5,452 51.3  7,001 55.4  11,947 52.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費   4,413 41.5  4,916 38.9  9,261 40.3

営業利益   1,038 9.8  2,085 16.5  2,686 11.7

Ⅳ　営業外収益 ※１  91 0.9  513 4.0  232 1.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  39 0.4  166 1.3  74 0.3

経常利益   1,089 10.3  2,433 19.2  2,844 12.4

Ⅵ　特別利益 ※３  1 0.0  1,408 11.2  ― ―

Ⅶ　特別損失
※４
,６

 14 0.2  2,325 18.4  58 0.3

税引前中間(当期)純利益   1,076 10.1  1,516 12.0  2,785 12.1

法人税、住民税及び事業税  466   244   1,932   

法人税等調整額  △17 448 4.2 334 579 4.6 △636 1,295 5.6

中間(当期)純利益   628 5.9  936 7.4  1,489 6.5

前期繰越利益   250   －   250  

中間配当額   －   －   251  

中間(当期)未処分利益   878   －   1,489  
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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

（百万円）
3,306 4,359 301 4,661 202 11,655 1,489 13,346 △6 21,307

中間会計期間中の変動額

新株の発行 58 58 － 58 － － － － － 116

剰余金の配当　(注) － － － － － － △251 △251 － △251

中間純利益 － － － － － － 936 936 － 936

自己株式の取得 － － － － － － － － △0 △0

自己株式の処分 － － － － － － － － 0 0

別途積立金の積立 － － － － － 740 △740 － － －

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）
58 58 － 58 － 740 △54 685 △0 801

平成18年８月31日　残高

（百万円）
3,364 4,417 301 4,719 202 12,395 1,434 14,031 △6 22,109

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

平成18年２月28日　残高

（百万円）
156 － 21,464

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － 116

剰余金の配当　(注) － － △251

中間純利益 － － 936

自己株式の取得 － － △0

自己株式の処分 － － 0

別途積立金の積立 － － －

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）

49 3 53

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
49 3 854

平成18年８月31日　残高

（百万円）
205 3 22,318

（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

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

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

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)

・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

商品・製品・原材料及び仕掛品

総平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品・製品・原材料及び仕掛品

同左

(2）たな卸資産

商品・製品・原材料及び仕掛品

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 (1）有形固定資産

定率法

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

（主な耐用年数） （主な耐用年数） （主な耐用年数）

建物 ３～50年

機械及び装置 ２～13年

建物 ３～50年

機械及び装置 ２～13年

建物 ３～50年

機械及び装置 ２～13年

(2）無形固定資産

定額法

 

(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）賞与引当金

従業員の賞与の支給にあてるた

め、将来の支給見込額のうち、

当中間会計期間の負担額を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支給にあてるた

め、将来の支給見込額のうち、

当事業年度の負担額を計上して

おります。

(3）販売促進引当金

販売促進を目的とするポイント

制度に基づき、顧客へ付与した

ポイントの利用に備えるため、

過去の利用実績率に基づき、将

来利用されると見込まれる額を

計上しております。

(3）販売促進引当金

同左

(3）販売促進引当金

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）退職給付引当金

従業員の退職により支給する退

職給付にあてるため、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、

各事業年度の発生時の従業員の

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）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

従業員の退職により支給する退

職給付にあてるため、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、

各事業年度の発生時の従業員の

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。

(5）役員退職慰労引当金

役員の退任により支払う退職慰

労金にあてるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を計上して

おります。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

役員の退任により支払う退職慰

労金にあてるため、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　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

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)

　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。これにより税引前中間純利益

は538百万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

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22,314百万円であります。

　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。

──────

────── (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。

　これにより営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益は、それぞれ３百万

円減少しております。

──────
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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）

────── (業務受託に係る費用の計上方法の変

更)

　従来、業務受託に係る費用は販売費

及び一般管理費で計上しておりました

が、当中間会計期間より営業外費用に

計上する方法に変更しております。こ

の変更は、当該収入の重要性が増加し

たことにより、業務受託収支の対応を

より明確にするためのものであります。

　この変更により、従来の方法に比べ

販売費及び一般管理費が92百万円減少

し、営業利益、営業外費用が92百万円

増加しておりますが、経常利益及び中

間純利益に与える影響はありません。

──────

────── (レンタル収入に係る費用の計上方法

の変更)

　従来、レンタル収入に係る費用は販

売費及び一般管理費で計上しておりま

したが、当中間会計期間より営業外費

用に計上する方法に変更しております。

この変更は、当該収入の重要性が増加

したことにより、レンタル収支の対応

をより明確にするためのものでありま

す。

　この変更により、従来の方法に比べ

販売費及び一般管理費が39百万円減少

し、営業利益、営業外費用が39百万円

増加しておりますが、経常利益及び中

間純利益に与える影響はありません。

──────
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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

　　　　 6,384百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

6,038百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

6,752百万円

※２　休止固定資産

機械及び装置他には、休止固定資産

182百万円が含まれております。

 

―――――――――

※２　休止固定資産

機械及び装置他には、休止固定資産

218百万円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の

うえ、流動資産の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の

うえ、流動負債のその他に含めて表示し

ております。

 

―――――――――

４　コミットメントライン契約及び当座貸越

契約

平成16年９月24日より、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引銀行７行とコ

ミットメントライン契約及び当座貸越契

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

の借入未実行残高等は次のとおりであり

ます。

４　当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行７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

の借入未実行残高等は次のとおりであり

ます。

４　当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行７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事業年度末の借

入未実行残高等は次のとおりであります。

総貸付極度額 4,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 4,000百万円

総貸付極度額 2,700百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 2,700百万円

総貸付極度額 2,700百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 2,700百万円

（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なものは、次のとお

りであります。

※１　営業外収益のうち主なものは、次のとお

りであります。

※１　営業外収益のうち主なものは、次のとお

りであります。

受取利息 14百万円

業務受託収入 43百万円

賃貸収入 11百万円

受取利息 15百万円

受取配当金 154百万円

業務受託収入 256百万円

賃貸収入 60百万円

受取利息 29百万円

業務受託収入 121百万円

賃貸収入 24百万円

※２　営業外費用のうち主なものは、次のとお

りであります。

※２　営業外費用のうち主なものは、次のとお

りであります。

※２　営業外費用のうち主なものは、次のとお

りであります。

賃貸原価 9百万円

休止固定資産

減価償却費
23百万円

業務受託原価 92百万円

賃貸原価 46百万円

休止固定資産

減価償却費
25百万円

賃貸原価 17百万円

休止固定資産

減価償却費
47百万円

 ※３　特別利益のうち主なものは、次のとおり

であります。

 

────── 子会社株式売却益 1,400百万円 ──────

 ※４　特別損失のうち主なものは、次のとおり

であります。

 

────── 役員退職慰労金 720百万円

貸倒引当金繰入額 576百万円

減損損失 538百万円

子会社株式評価損 300百万円

たな卸資産評価損 114百万円

──────

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 353百万円

無形固定資産 0百万円

有形固定資産 402百万円

無形固定資産 0百万円

有形固定資産 783百万円

無形固定資産 0百万円
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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　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て

おります。

──────

 用途 種類 場所 減損損失

遊休資産 建物 大分県

日田市他
18百万円

 
機械及び

装置

福岡県

宗像市他
192百万円

 
その他
有形
固定資産

福岡県

福岡市他
110百万円

 
土地 福岡県

宗像市他
108百万円

 
無形

固定資産

福岡県

福岡市他
3百万円

賃貸資産 建物 福岡県

福岡市他
58百万円

 
土地 福岡県

福岡市他
45百万円

合計 538百万円

 

 　当社は、継続的に損益の把握を実施して

いる単位を基礎とし、当該単位に地域性を

加味して資産のグルーピングを行っており

ます。なお、遊休資産及び賃貸資産につい

ては個々の資産をグルーピングの単位とし

ております。

　遊休資産及び賃貸資産について、資産価

値が帳簿価額に対して著しく下落している

ため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失として

特別損失に計上しております。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売

却可能価額により測定しており、遊休資産

の土地、その他有形固定資産については不

動産鑑定評価額及び売却予定額で、それ以

外の遊休資産については零円で正味売却可

能価額を測定しております。また、賃貸資

産については不動産鑑定評価額により正味

売却可能価額を測定しております。

 

（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）

普通株式　（注）１,２ 10,427 300 50 10,677

合計 10,427 300 50 10,677

(注)　１　当中間会計期間増加株式数は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２　当中間会計期間減少株式数は、単元未満株式の売却による減少であります。
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（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

(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

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

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

累計額相当額及び期末残高相当額

建物

（百万円）

その他

（百万円）

合計

（百万円）

取得価額
相当額 230 57 287

減価償却
累計額
相当額

224 21 245

中間期末
残高
相当額

5 35 41

工具器具
及び備品他
（百万円）

取得価額
相当額 49

減価償却
累計額
相当額

18

中間期末
残高
相当額

31

工具器具
及び備品他
（百万円）

取得価額
相当額 62

減価償却
累計額
相当額

26

期末残高
相当額 35

(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年以内 21百万円

１年超 24百万円

合計 46百万円

１年以内 10百万円

１年超 21百万円

合計 32百万円

１年以内 12百万円

１年超 24百万円

合計 37百万円

(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、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

(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 22百万円

減価償却費相当額 18百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 8百万円

減価償却費相当額 7百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 37百万円

減価償却費相当額 31百万円

支払利息相当額 1百万円

(4)　減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

・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)　減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

(4)　減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

・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。

・利息相当額の算定方法

同左

・利息相当額の算定方法

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。

（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。

（当中間期中の発行済株式数の増加）

発行形態 発行株式数 (株) 発行価格 (円)
資本組入額
(百万円)

新株予約権の権利行使 57,000 615 17

新株予約権の権利行使 15,000 561 4

新株予約権の権利行使 62,000 1,178 36
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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）

該当事項はありません。 該当事項はありません。 １　当社は、平成18年２月23日開催の臨時取締

役会において、連結子会社であるらでぃっ

しゅぼーや㈱の株式(4,500千株)全てを譲渡

することを決議し、平成18年３月３日付で当

該株式を譲渡いたしました。

(1)譲渡の理由

当社及び当該連結子会社が更なる成長を図

るために、当社はコアである青汁関連事業

に経営資源を集中し、当該連結子会社は新

たなパートナーと提携することが最善であ

ると判断したためであります。

(2)当該連結子会社の概要

①商号：らでぃっしゅぼーや株式会社

②主たる事業内容：食料品等の宅配事業

③当社との取引内容：青汁の販売、冷凍食

品の販売

(3)契約締結日：平成18年２月23日

(4)譲渡の内容

①譲渡先

株式会社ジャフコ・エスアイジー№７（株

式会社ジャフコが運営する投資事業組合が

保有する特別目的会社）

②譲渡株数　：4,500千株

（発行済株式数(議決権総数)に対する割合

59.3％）

③譲渡金額等：3,856百万円

　譲渡契約に基づいて、当社は子会社を設

立し、らでぃっしゅぼーや㈱が営む食料品

等の宅配事業以外の一部の事業を吸収分割

の方法により承継させます。同時に株式譲

渡日から吸収分割の効力が発生するまでの

間において、らでぃっしゅぼーや㈱が当該

事業に関連して支出した金額を当社は原則

として補償することにしております。(補

償限度額762百万円)

なお、子会社の概要は以下のとおりであり

ます。

　事業を承継する子会社の概要

　・商号：株式会社南箱根興産

　・主たる事業内容：食料品、清涼飲料

　　水等の販売事業

④譲渡損益(概算)：1,082百万円

　上記譲渡損益は譲渡後の補償見込額を控

除しております。

２　平成18年５月26日開催の当社定時株主総会

において、退任取締役(創業者)に対する役員

退職慰労金1,000百万円の贈呈が承認されま

した。この結果、役員退職慰労引当金控除後

の約720百万円が翌事業年度において特別損

失に計上されることとなります。
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