
１．平成18年９月中間期の業績（平成18年3月21日～平成18年9月20日） 

３．配当状況 

※ 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。 

平成１９年３月期 個別中間財務諸表の概要 
平成１８年１０月３０日 

上 場 会 社 名 株式会社ハチバン    上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ  

コ ー ド 番 号 ９９５０    本社所在都道府県 石川県 

(ＵＲＬ http://www.hachiban.co.jp) 

代   表   者 役職名 代表取締役社長 氏名 後藤四郎     

問合せ先責任者 役職名 取締役管理部長 氏名 田中 茂  ＴＥＬ （０７６）２９２－０８８８ 

決算取締役会開催日 平成18年10月30日    配当支払開始日 平成18年12月１日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株）        

(1)経営成績 （注）記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。

  営業収益[売上高] 営業利益 経常利益 

   百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

18年9月中間期 2,935 [2,725] △2.8 [ △2.6]  215 69.6 236 65.8 

17年9月中間期 3,020 [2,798] 1.4 [  1.4] 127 △31.2 142 △32.7 

18年3月期 5,769 [5,350] 0.5 [   0.5]  185 △18.5 233 △13.2 

  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9月中間期 28 △44.2 1 66 

17年9月中間期 50 △54.5 3 17 

18年3月期 78 △44.6 4 23 

(注) ① 期中平均株式数 18年9月中間期 16,972,106株 17年9月中間期 15,996,373株 18年3月期 16,448,037株 

  ② 会計処理の方法の変更 有 

  ③ 営業収益[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9月中間期 4,884 3,427 70.2 201 94 

17年9月中間期 5,469 3,457 63.2 203 65 

18年3月期 5,016 3,450 68.8 202 78 

(注) ① 期末発行済株式数 18年9月中間期 16,971,651株 17年9月中間期 16,978,531株 18年3月期 16,972,371株 

  ② 期末自己株式数 18年9月中間期 68,907株 17年9月中間期 62,027株 18年3月期 68,187株 

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年3月21日～平成19年3月20日）   

  営業収益[売上高] 経常利益 当期純利益 

    百万円   百万円   百万円 

通 期 5,757 [5,357] 316   59   

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 3円47銭  

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年3月期 2.00 2.00 4.00 

19年3月期（実績） 2.00 － 
4.00 

19年3月期（予想） － 2.00 
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６．個別中間財務諸表等 
(1) 中間貸借対照表 

 （千円未満は切捨表示） 

  
前中間会計期間末 
(平成17年９月20日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月20日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成18年３月20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 1,205,347   824,373   872,105   

２．売掛金  342,714   312,355   286,538   

３．たな卸資産  46,321   54,233   49,445   

４．繰延税金資産  67,354   75,635   74,071   

５．その他  132,937   169,842   118,682   

６．貸倒引当金  △10,870   △8,818   △16,081   

流動資産合計   1,783,806 32.6  1,427,622 29.2  1,384,763 27.6 

Ⅱ．固定資産           

１．有形固定資産 ＊１          

（1）建物 ＊２ 1,013,458   915,554   1,008,452   

（2）機械及び装置  120,555   104,530   106,885   

（3）土地 ＊２ 1,084,540   1,084,540   1,084,540   

（4）その他  289,865   238,834   281,566   

有形固定資産合計   2,508,421 45.9  2,343,460 48.0  2,481,445 49.5 

２．無形固定資産   57,258 1.0  70,262 1.4  53,607 1.1 

３．投資その他の資産           

（1）投資有価証券 ＊２ 214,866   171,018   185,163   

（2）関係会社株式  80,000   83,000   80,000   

（3）長期貸付金  83,200   141,200   166,400   

（4）繰延税金資産  －   2,534   －   

（5）差入保証金  360,374   337,923   344,450   

（6）保険積立金  302,769   247,001   254,003   

（7）その他  101,108   98,023   97,977   

（8）貸倒引当金  △22,166   △37,413   △30,993   

投資その他の資産
合計   1,120,154 20.5  1,043,288 21.4  1,097,001 21.9 

固定資産合計   3,685,833 67.4  3,457,011 70.8  3,632,053 72.4 

資産合計   5,469,639 100.0  4,884,633 100.0  5,016,817 100.0 
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 （千円未満は切捨表示） 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月20日) 
当中間会計期間末 
(平成18年９月20日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成18年３月20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．買掛金  181,097   173,268   172,352   

２．一年内返済長期借
入金 

＊２ 140,038   103,795   106,648   

３．一年内償還社債 ＊２ 386,000   88,000   86,000   

４．未払法人税等  72,682   107,449   87,537   

５．賞与引当金  90,766   83,455   83,145   

６．役員賞与引当金  －   7,098   －   

７．その他 ＊３ 248,403   267,895   245,851   

流動負債合計   1,118,987 20.5  830,961 17.0  781,534 15.6 

Ⅱ．固定負債           

１．社債 ＊２ 228,000   140,000   185,000   

２．長期借入金 ＊２ 182,264   78,469   128,940   

３．繰延税金負債  53,660   －   53,890   

４．役員退職慰労引当
金  188,664   190,231   194,857   

５．預り保証金  240,368   217,589   222,401   

固定負債合計   892,956 16.3  626,290 12.8  785,089 15.6 

負債合計   2,011,944 36.8  1,457,252 29.8  1,566,624 31.2 

           

（資本の部）           

Ⅰ．資本金   1,518,454 27.8  － －  1,518,454 30.3 

Ⅱ．資本剰余金           

１．資本準備金  379,685   －   379,685   

２．その他資本剰余金              

 （1）資本金及び資本
準備金減少差益  1,065,000   －   1,065,000   

 （2）自己株式処分差
益  36,986   －   36,986   

   資本剰余金合計   1,481,671 27.1  － －  1,481,671 29.5 

Ⅲ．利益剰余金           

１．任意積立金              

 （1）固定資産圧縮積
立金  128,005   －   128,005   

 （2）別途積立金  100,000   －   100,000   

２．中間(当期)未処分
利益  174,004   －   167,379   

 利益剰余金合計   402,009 7.3  － －  395,384 7.9 

Ⅳ．その他有価証券評価
差額金   75,119 1.4  － －  76,354 1.5 

Ⅴ．自己株式   △19,560 △0.4  － －  △21,671 △0.4 

資本合計   3,457,695 63.2  － －  3,450,192 68.8 

負債資本合計   5,469,639 100.0  － －  5,016,817 100.0 
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 （千円未満は切捨表示） 

  
前中間会計期間末 
(平成17年９月20日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月20日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成18年３月20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    － －  1,518,454 31.1  － － 

２．資本剰余金            

 （1）資本準備金  －   379,685   －   

 （2）その他資本剰余
金  －   1,101,986   －   

資本剰余金合計   － －  1,481,671 30.3  － － 

３．利益剰余金            

 （1）その他利益剰余
金              

      固定資産圧縮積
立金  －   127,732   －   

      別途積立金  －   100,000   －   

      繰越利益剰余金  －   153,509   －   

利益剰余金合計   － －  381,241 7.8  － － 

４．自己株式    － －  △21,914 △0.4  － － 

株主資本合計   － －  3,359,453 68.8  － － 

Ⅱ．評価・換算差額等           

  その他有価証券評
価差額金 

   － －  67,928 1.4  － － 

評価・換算差額等合
計   － －  67,928 1.4  － － 

純資産合計   － －  3,427,381 70.2  － － 

負債純資産合計   － －  4,884,633 100.0  － － 
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(2) 中間損益計算書 

  （千円未満は切捨表示）  

  
前中間会計期間 

（自 平成17年３月21日 

至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年３月21日 

至 平成18年９月20日） 

前事業年度の 

要約損益計算書 

（自 平成17年３月21日 

至 平成18年３月20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

（％） 

営業収益  3,020,764 100.0 2,935,076 100.0 5,769,989 100.0 

売上高 *１ 2,798,223  2,725,649  5,350,243  

営業収入  222,541  209,426  419,746  

        

営業費用  2,893,732 95.8 2,719,611 92.7 5,584,693 96.8 

売上原価  1,326,784 43.9 1,282,814 43.7 2,574,590 44.6 

販売費及び一般管理費  1,566,947 51.9 1,436,797 49.0 3,010,102 52.2 

営業利益  127,032 4.2 215,464 7.3 185,296 3.2 

営業外収益 *２ 80,108 2.6 75,526 2.6 164,327 2.8 

営業外費用 *３ 64,223 2.1 54,020 1.8 116,216 2.0 

経常利益  142,917 4.7 236,970 8.1 233,407 4.0 

特別利益  － － － － 47,871 0.8 

特別損失 *４ 21,826 0.7 162,038 5.5 67,580 1.2 

税引前中間(当期)純利益  121,091 4.0 74,931 2.6 213,698 3.7 

法人税、住民税及び事業税  62,600 2.1 98,900 3.4 135,200 2.3 

法人税等調整額  7,728 0.2 △52,271 △1.8 403 0.0 

中間(当期)純利益  50,762 1.7 28,302 1.0 78,094 1.4 

前期繰越利益  123,241  －  123,241  

中間配当額  －  －  33,957  

中間(当期)未処分利益  174,004  －  167,379  
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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21日 至平成18年９月20日）              （千円未満は切捨表示） 

(注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。  

 

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 

固定資産
圧縮積立
金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月20日 残高 

（千円） 
1,518,454 379,685 1,101,986 1,481,671 128,005 100,000 167,379 395,384 △21,671 3,373,838 

中間会計期間中の変動額           

固定資産圧縮積立金の取崩

（千円）  (注) 
        △272   272 －   － 

剰余金の配当（千円）(注)             △33,944 △33,944   △33,944 

取締役賞与金（千円）(注)             △7,500 △7,500   △7,500 

監査役賞与金（千円）(注)             △1,000 △1,000   △1,000 

中間純利益（千円）             28,302 28,302   28,302 

自己株式の買取（千円）                 △243 △243 

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） 
－ － － － △272 － △13,869 △14,142 △243 △14,385 

平成18年９月20日 残高 

（千円） 
1,518,454 379,685 1,101,986 1,481,671 127,732 100,000 153,509 381,241 △21,914 3,359,453 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月20日 残高 

（千円） 
76,354 76,354 3,450,192 

中間会計期間中の変動額    

固定資産圧縮積立金の取崩

（千円） (注) 
    － 

剰余金の配当（千円）(注)     △33,944 

取締役賞与金（千円）(注)     △7,500 

監査役賞与金（千円）(注)     △1,000 

中間純利益（千円）     28,302 

自己株式の買取（千円）     △243 

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） 

△8,425 △8,425 △8,425 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△8,425 △8,425 △22,810 

平成18年９月20日 残高 

（千円） 
67,928 67,928 3,427,381 
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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21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20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 

主に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・貯蔵品  

総平均法による原価法によっ

ております。 

(2）たな卸資産 

商品・製品・原材料・貯蔵品  

同左 

(2）たな卸資産 

商品・製品・原材料・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 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については、定額法 

 なお、主な耐用年数は、以下

のとおりであります。 

 建物      ６～４１年 

 機械装置    ４～１０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 

 なお、自社利用のソフトウエ

アについては、社内における見

込利用可能期間（５年）に基づ

く定額法 

(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 

 売掛金等債権の貸倒による損

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 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に

備えるため、賞与支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上し

ております。 

(2）賞与引当金 

 同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に

備えるため、翌期支給見込額の

うち、当期の負担相当額を計上

しております。 

 (3）退職給付引当金 

  ────── 

(3)        

  ────── 

(3）退職給付引当金 

────── 

 (追加情報) 

 当社は、確定拠出年金法の施

行に伴い、平成17年６月に退職

一時金制度の全部について確定

拠出年金制度へ移行し、「退職

給付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用しておりま

す。  

 本移行に伴う影響額は、特別

損失として 9,206千円計上して

おります。 

  （追加情報） 

  当社は、確定拠出年金法の施

行に伴い、平成17年６月に退職

一時金制度の全部について確定

拠出年金制度へ移行し、「退職

給付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用しておりま

す。  

 本移行に伴う影響額は、特別

損失として 9,206千円計上して

おります。 

 (4） 

────── 

(4）役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支給に備

えるため、役員賞与支給見込額

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7,098千円減少しており

ます。 

(4） 

────── 

 (5）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、役員退職慰労金支給

規程に基づく中間会計期間末要

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備

えるため、役員退職慰労金支給

規程に基づく当事業年度末要支

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 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

５．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

いる金利スワップについて特

例処理によっております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしてい

るため、特例処理を採用して

おります。 

(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） 

  借入金の利息 

(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 

 (3）ヘッジ方針 

一部の借入金の金利変動リ

スクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っており、ヘ

ッジ対象の識別は個別契約ご

とに行っております。 

(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 

特例処理によっている金利

スワップのため、有効性の評

価を省略しております。 

(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 

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 

   

(1）消費税等の会計処理  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21日 

至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年３月21日 

至 平成18年９月20日） 

前事業年度 

（自 平成17年３月21日 

至 平成18年３月20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））およ

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、

157,170千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額につきまして

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。 

 これまでの資本の部の合計に相当する

金額は、3,427,381千円であります。 

 なお、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、中間

財務諸表等規則の改正に伴い、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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表示方法の変更 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 
(自 平成17年３月21日 
 至 平成17年９月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月21日 
 至 平成18年９月20日) 

（中間貸借対照表） 

  「工具、器具及び備品」は、当中間期末において、

資産の総額の100分の５を下回ったため「その他」に含

めて表示しました。 

 なお、当中間期末の「工具、器具及び備品」

は 209,542千円であります。 

────── 

   

項目 
前中間会計期間末 

（平成17年９月20日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月20日） 
前事業年度末 

（平成18年３月20日） 

＊１．有形固定資産の減価償却累計

額 

2,302,769 千円 2,217,196 千円 2,346,942 千円 

＊２．担保資産 

(1）担保提供資産 

   

① 担保に供している資産    

建物 

土地 

計 

359,903 千円 

1,070,385  

1,430,289  

37,312 千円 

263,263  

300,575  

38,556 千円 

263,263  

301,819  

② 上記に対応する債務   ──────  ────── 

一年内返済長期借入金 

一年内償還社債 

社債 

長期借入金 

計 

33,390 千円 

300,000 千円 

－  

－  

333,390  

  

(2）その他の担保    定期預金3,300千円を加盟

契約先の銀行借入の担保に

供しております。 

   定期預金3,000千円を加盟

契約先の銀行借入の担保に

供しております。 

同左 

＊３．消費税等の表示方法  仮払消費税および仮受消費税

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。 

同左  ────── 

 ４．保証債務  次のとおり、従業員(４名）の

銀行借入に対し保証を行ってお

ります。 

 ──────  ────── 

 保証金額 2,460 千円   

   （追加情報） 

 従業員の銀行借入に対して保

証を行っておりますが、重要性

がなくなったため記載を省略し

ております。 

 同左 
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（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21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

＊１．売上高の内訳    

（ＦＣ部門）    

加盟店への食材等売上高 1,293,351 千円 1,221,278 千円 2,430,996 千円 

（直営部門）    

飲食店の店頭売上高 1,268,836 1,285,232 2,469,861 

（外販部門）    

加盟店以外への食材等売

上高 

計 

236,035 

2,798,223 

219,138 

2,725,649 

449,384 

5,350,243 

＊２．営業外収益のうち重要なもの    

受取利息 3,257 千円 3,548 千円 6,652 千円 

賃貸収益 50,260 46,862 94,345 

＊３．営業外費用のうち重要なもの    

支払利息 6,620 千円 2,897 千円 11,925 千円 

賃貸費用 50,933 50,057 95,842 

＊４．特別損失のうち重要なもの    

固定資産除却損 12,620 千円 4,868 千円 51,158 千円 

減損損失 － 千円 

 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。 

 当社は、キャッシュ・フロー

を生み出す最小単位として店舗

を基本単位としてグルーピング

しております。営業活動から生

じる損益が継続してマイナスで

ある店舗における資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、減損損失157,170千円

（建物126,449千円、その他有形

固定資産30,377千円、無形固定

資産344千円）を固定資産減損損

失として特別損失に計上しまし

た。 

 なお、資産グループの回収可

能価額は正味売却価額により測

定しており、売却見込額にて評

価しております。 

157,170 千円 

地域 用途 種類 
減損損失 

（千円） 

愛知県 
直営店舗 

3店舗 
建物他  26,603 

三重県 
直営店舗 

1店舗 
建物他 22,496 

石川県 
直営店舗 

4店舗 
建物他 92,822 

大阪府 
直営店舗 

2店舗 
建物他 12,414 

岡山県 
直営店舗 

1店舗 
建物他 2,490 

遊休   電話加入権 344 

－ 千円 
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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21日 至 平成18年９月20日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式数の増加720株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

（リース取引） 

半期報告書をＥＤＩＮＥＴにより開示するため、記載を省略しております。 

（有価証券） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における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。 

（重要な後発事象） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

＊５．減価償却実施額 
   

有形固定資産 105,521 千円 86,879 千円 216,379 千円 

無形固定資産 7,404 9,742 15,348 

＊６．その他  中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期に

おいて予定している利益処分に

よる圧縮積立金及び特別償却準

備金の積立て及び取崩しを前提

として、当中間会計期間に係る

金額を計算しております。 

 ───── ───── 

 
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） 68,187 720 － 68,907 

合計 68,187 720 － 68,907 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

────── ────── ────── 
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