
平成 19 年３月期 個別中間財務諸表の概要 （財）財務会計基準機構会員

平成 18 年 11 月８日

上 場 会社名      セントラルスポーツ株式会社 上場取引所  東

コ ー ド 番 号 ４８０１ 本社所在都道府県

（ＵＲＬ  http://www.central.co.jp ） 東京都

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名　後藤　忠治

問合せ先責任者 役職名 常務取締役 氏名　濱田　浩 ＴＥＬ（０３）５５４３－１８０３

決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月８日 中間配当制度の有無            有

中間配当支払開始日 平成 18 年 12 月８日 単元株採用制度の有無  有（１単元 100 株）

１．平成 18 年９月中間期の業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日）

 (1) 経営成績                                                   （注）百万円未満は四捨五入しております。

売　　上　　高 営　業　利　益 経　常　利　益

平成 18 年９月中間期

平成 17 年９月中間期

百万円      ％

22,055         6.1

20,791         8.8

百万円       ％

1,743        △2.4

1,786         59.0

百万円       ％

1,692        △2.4

1,733         69.1

平成 18 年３月期 41,732          ！ 2,897           ！ 2,825           ！

中間（当期）純利益 1 株当たり中間（当期）純利益

平成 18 年９月中間期

平成 17 年９月中間期

百万円      ％

744        55.0

480         8.6

円     銭

            66     26

            44     03

平成 18 年３月期 1,019          ！               88     04

（注）１．期中平均株式数　平成 18 年９月中間期 11,225,640 株  平成 17 年９月中間期 10,898,966 株  平成 18 年３月期 11,003,329 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                                                   （注）百万円未満は四捨五入しております。

総　資　産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産

平成 18 年９月中間期

平成 17 年９月中間期

百万円

36,763

41,327

百万円

12,205

11,168

％

33.2

27.0

円     銭

1,084    89

1,012    39

平成 18 年３月期 38,413 11,698 30.5 1,040    21

（注）１．期末発行済株式数　平成 18 年９月中間期 11,250,377 株　平成 17 年９月中間期 11,031,677 株　平成 18 年３月期 11,197,377 株

　　　２．期末自己株式数　　平成 18 年９月中間期 　　　 123 株　平成 17 年９月中間期 　　　 123 株　平成 18 年３月期 　　　 123 株

２．平成 19 年３月期の業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日）

売 上 高      経 常 利 益      当 期 純利益      

通 期

百万円

　 44,000

百万円

　　3,100

百万円

　　1,440

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）　127 円 99 銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期 中間期末 第３四半期 期末 その他 年間

平成 18 年３月期 － 15.00 － 20.00 － 35.00

平成 19 年３月期（実績） － 17.50 － － －

平成 19 年３月期（予想） － － － 17.50 －
35.00

（注）平成18年9月中間期末配当金の内訳　記念配当　－円－銭　特別配当　－円－銭

※ 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ます。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結果となる可能性があります。

　なお、上記業績予想に関する事項につきましては、決算短信（連結）・添付資料４ページをご参照下さい。
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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９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

対前中間期比
前事業年度の

要約貸借対照表
(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
(％）

金額（千円）
構成比
(％）

増減
(千円)

金額（千円）
構成比
(％）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

１．現金及び預金 ※２ 8,931,702 4,928,917 6,416,039

２．売掛金 459,413 580,641 483,127

３．たな卸資産 358,401 421,011 394,620

４．その他 1,760,398 1,683,475 1,589,381

貸倒引当金 △28,459 △52,216 △32,931

流動資産合計 11,481,456 27.8 7,561,829 20.6 △3,919,626 8,850,237 23.0

Ⅱ 固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 ※２ 7,525,514 7,346,172 7,509,370

(2）土地 ※２ 6,889,725 6,889,725 6,889,725

(3）その他 838,812 1,034,265 926,821

有形固定資産合計 15,254,052 36.9 15,270,163 41.5 16,111 15,325,918 39.9

２．無形固定資産 ※２ 198,600 0.5 310,032 0.8 111,431 315,211 0.8

３．投資その他の資産

(1）敷金･差入保証金 ※２ 12,375,911 12,210,770 12,448,768

(2）その他 ※２ 2,195,185 1,641,714 1,639,187

投資等評価引当金 △45,632 － △47,773

貸倒引当金 △132,134 △231,141 △118,763

投資その他の資産合計 14,393,331 34.8 13,621,343 37.1 △771,988 13,921,418 36.3

固定資産合計 29,845,983 72.2 29,201,539 79.4 △644,444 29,562,548 77.0

資産合計 41,327,440 100.0 36,763,369 100.0 △4,564,071 38,412,785 100.0
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前中間会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

対前中間期比
前事業年度の

要約貸借対照表
(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
(％）

金額（千円）
構成比
(％）

増減
(千円)

金額（千円）
構成比
(％）

（負債の部）

Ⅰ流動負債

１．買掛金 208,451 204,792 288,638

２．短期借入金 751,000 － －

３．
１年以内に返済予
定の長期借入金

※２ 6,160,082 6,087,690 5,909,000

４．前受金 2,876,360 2,126,241 2,827,455

５．賞与引当金 679,000 733,000 700,000

６．役員賞与引当金 － 25,000 －

７．本社移転費用引当金 － 55,324 －

８．その他 ※４ 2,970,087 3,169,488 3,717,994

流動負債合計 13,644,981 33.0 12,401,537 33.7 △1,243,444 13,443,087 35.0

Ⅱ固定負債

１．社債 300,000 300,000 300,000

２．長期借入金 ※２ 15,089,783 10,769,750 11,870,336

３．役員退職慰労引当金 125,010 125,010 125,010

４．その他 999,310 961,698 976,116

固定負債合計 16,514,103 40.0 12,156,458 33.1 △4,357,644 13,271,462 34.5

負債合計 30,159,085 73.0 24,557,996 66.8 △5,601,089 26,714,550 69.5
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前中間会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

対前中間期比
前事業年度の

要約貸借対照表
(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
(％）

金額（千円）
構成比
(％）

増減
(千円)

金額（千円）
構成比
(％）

（資本の部）

Ⅰ資本金 2,080,116 5.0 － － △2,080,116 2,149,012 5.6

Ⅱ資本剰余金

１．資本準備金 2,092,289 － 2,161,057

資本剰余金合計 2,092,289 5.1 － － △2,092,289 2,161,057 5.6

Ⅲ利益剰余金

１．利益準備金 70,983 － 70,983

２．任意積立金 6,072,948 － 6,072,948

３．
中間(当期)未処分
利益

814,083 － 1,188,154

利益剰余金合計 6,958,015 16.8 － － △6,958,015 7,332,086 19.1

Ⅳ
その他有価証券評価差
額金

38,167 0.1 － － △38,167 56,312 0.2

Ⅴ自己株式 △232 △0.0 － － 232 △232 △0.0

資本合計 11,168,355 27.0 － － △11,168,355 11,698,235 30.5

負債資本合計 41,327,440 100.0 － － △41,327,440 38,412,785 100.0

（純資産の部）

Ⅰ株主資本

１．資本金 － － 2,171,161 5.9 2,171,161 － －

２．資本剰余金

－ 2,183,176 －(1)資本準備金

資本剰余金合計 － － 2,183,176 6.0 2,183,176 － －

３．利益剰余金

(1)利益準備金 － 70,983 －

(2)その他利益剰余金

特別償却準備金 － 808 －

圧縮記帳積立金 － 176,058 －

別途積立金 － 6,395,200 －

繰越利益剰余金 － 1,158,203 －

利益剰余金合計 － － 7,801,253 21.2 7,801,253 － －

４．自己株式 － － △232 △0.0 △232 － －

株主資本合計 － － 12,155,358 33.1 12,155,358 － －

Ⅱ評価・換算差額等

１．
その他有価証券評
価差額金

－ － 50,014 0.1 50,014 － －

評価・換算差額等合計 － － 50,014 0.1 50,014 － －

純資産合計 － － 12,205,372 33.2 12,205,372 － －

負債純資産合計 － － 36,763,369 100.0 36,763,369 － －



- 5 -

（2）中間損益計算書

前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

対前中間期比

前事業年度の
要約損益計算書

自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
(％）

金額（千円）
構成比
(％）

増減
(千円)

金額（千円）
構成比
(％）

Ⅰ 売上高 20,791,352 100.0 22,054,825 100.0 1,263,473 41,732,119 100.0

Ⅱ 売上原価 17,524,891 84.3 18,719,946 84.9 1,195,055 35,848,172 85.9

売上総利益 3,266,460 15.7 3,334,879 15.1 68,418 5,883,946 14.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,480,287 7.1 1,591,504 7.2 111,217 2,986,464 7.2

営業利益 1,786,173 8.6 1,743,374 7.9 △42,799 2,897,481 6.9

Ⅳ 営業外収益 148,429 0.7 103,998 0.5 △44,431 344,569 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※１ 201,461 1.0 155,751 0.7 △45,710 417,104 1.0

経常利益 1,733,141 8.3 1,691,621 7.7 △41,520 2,824,947 6.8

Ⅵ 特別利益 23,749 0.1 75,000 0.3 51,250 23,749 0.0

Ⅶ 特別損失 ※2,3 844,100 4.0 258,847 1.2 △585,253 885,307 2.1

税引前中間(当期)純
利益

912,790 4.4 1,507,774 6.8 594,983 1,963,389 4.7

法人税、住民税及び
事業税

753,219 845,371 1,192,837

法人税等調整額 △320,334 432,884 2.1 △81,369 764,001 3.4 331,116 △248,900 943,937 2.3

中間（当期）純利益 479,905 2.3 743,773 3.4 263,867 1,019,451 2.4

前期繰越利益 334,177 － 334,177

中間配当額 － － 165,475

中間(当期)未処分利益 814,083 － 1,188,154
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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４月１日　至 平成18年９月30日）

株主資本

資本
剰余金

利益剰余金

その他利益剰余金資本金
資本

準備金
利益
準備金 特別償却

準備金
圧縮記帳
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

利益
剰余金
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
2,149,012 2,161,057 70,983 1,339 176,409 5,895,200 1,188,154 7,332,086

中間会計期間中の変動額

新株の発行 22,149 22,118

特別償却準備金の取崩(注) △530 530 －

圧縮記帳積立金の取崩(注) △350 350 －

別途積立金の積立(注) 500,000 △500,000 －

剰余金の配当(注) △223,947 △223,947

役員賞与(注) △50,658 △50,658

中間純利益 743,773 743,773

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）
22,149 22,118 － △530 △350 500,000 △29,951 469,167

平成18年９月30日　残高

（千円）
2,171,161 2,183,176 70,983 808 176,058 6,395,200 1,158,203 7,801,253

株主資本 評価・換算差額等

自己株式
株主

資本合計
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３月31日　残高

（千円）
△232 11,641,923 56,312 56,312 11,698,235

中間会計期間中の変動額

新株の発行 44,267 44,267

特別償却準備金の取崩(注) － －

圧縮記帳積立金の取崩(注) － －

別途積立金の積立(注) － －

剰余金の配当(注) △223,947 △223,947

役員賞与(注) △50,658 △50,658

中間純利益 743,773 743,773

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）
△6,297 △6,297 △6,297

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ 513,434 △6,297 △6,297 507,137

平成18年９月30日　残高

（千円）
△232 12,155,358 50,014 50,014 12,205,372

（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。
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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

期　　別

項　　目

前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

１．資産の評価基準及び評価方法 たな卸資産

  商品

  …総平均法による原価

  法

たな卸資産

  商品

  …同左

たな卸資産

  商品

  …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

（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、

建物及び構築物が10～47

年、工具器具及び備品が

３～８年であります。

（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。

（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

   売上債権、貸付金等

の貸倒損失に備えるた

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)投資等評価引当金

　株式及び出資金の実質

価額の低下による損失に

備えるため、出資先の財

政状態を勘案して計上し

ております。

(2)　―――――― (2)投資等評価引当金

　株式及び出資金の実質

価額の低下による損失に

備えるため、出資先の財

政状態を勘案して計上し

ております。

(3)賞与引当金

　従業員の賞与の支給

に充てるため、前年の

支給実績を基礎とした

支給見込額をもって賞

与引当金を設定してお

ります。

(3)賞与引当金

  同左

(3)賞与引当金

  同左
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期　　別

項　　目

前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

(4)  ―――――― (4) 役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備え

て、当事業年度における

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

25,000千円減少しており

ます。

(4)  ――――――

(5)  ―――――― (5) 本社移転費用引当金

　本社移転に伴い発生す

る損失に備えるため、損

失見込額を計上しており

ます。

(5)  ――――――

(6)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、内規に

基づく必要額を計上して

おります。

(6) 役員退職慰労引当金

  同左

(6) 役員退職慰労引当金

  同左

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．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

　当中間会計期間にヘッ

ジ会計を適用したヘッジ

手段とヘッジ対象は以下

のとおりであります。

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

　当事業年度にヘッジ会

計を適用したヘッジ手段

とヘッジ対象は以下のと

おりであります。

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金
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期　　別

項　　目

前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

(3)ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関

する権限規程及び取引限

度額等を定めた内部規程

に基づき、ヘッジ対象に

係る金利変動リスクを一

定の範囲内でヘッジして

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

　特例処理によっている

金利スワップについて

は、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

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

(1)消費税等の会計処理

  税抜方式によっており

ます。

(1)消費税等の会計処理

  同左

(1)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

前中間会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前事業年度末
（平成18年３月31日現在）

（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。

　この結果、「営業利益」及び「経

常利益」はそれぞれ54,820千円増加

し、「税引前中間純利益」は744,159

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、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）

　当事業年度より、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｣

（企業会計基準委員会　平成15年

10月31日　企業会計基準適用指針

第６号）を適用しております。

　この結果、｢営業利益｣及び｢経常

利益｣はそれぞれ89,273千円増加

し、｢税引前当期純利益｣は707,450

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条　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。

　これまでの資本の部の合計に相当

する金額は12,205,372千円でありま

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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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９月30日現在）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前事業年度末
（平成18年３月31日現在）

※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

10,471,716 千円 13,660,638 千円 13,584,160 千円

※２．担保資産 ※２．担保資産 ※２．担保資産

（1）担保に供している資産 （1）担保に供している資産 （1）担保に供している資産

現金及び預金 30,000千円 現金及び預金 30,000千円 現金及び預金 30,000千円

建 物 4,380,079千円 建 物 4,159,361千円 建 物 4,264,051千円

土 地 5,998,390千円 土 地 5,998,390千円 土 地 5,998,390千円

無形固定資産 48,675千円 無形固定資産 48,675千円 無 形 固 定 資 産 48,675千円

敷金・差入保証金 7,032,783千円 敷金・差入保証金 6,538,774千円 敷金・差入保証金 6,846,116千円

投 資 そ の 他 の
資産（ その 他）

69,650千円 投 資 そ の 他 の
資産（その他）

99,218千円 投 資 そ の 他 の
資 産 （ そ の 他 ）

74,905千円

計 17,559,577千円 計 16,874,418千円 計 17,262,138千円

（2）担保資産に対応する債務 （2）担保資産に対応する債務 （2）担保資産に対応する債務

1年以内に返済予
定の長 期借 入金

5,947,400千円 1年以内に返済予
定の長期借入金

5,670,520千円 1年以内に返済予定
の 長 期 借 入 金

5,831,400千円

長期借入金 13,990,786千円 長期借入金 10,247,190千円 長期借入金 11,810,336千円

計 19,938,186千円 計 15,917,710千円 計 17,641,736千円

  ３．保証債務

       下記関係会社の金融機関から

    の借入金に対する保証

  ３．保証債務

       下記関係会社の金融機関から

    の借入金に対する保証

  ３．保証債務

       下記関係会社の金融機関から

    の借入金に対する保証

CENTRAL SPORTS U.S.A.,INC   181,120 千円 CENTRAL SPORTS U.S.A.,INC  147,375 千円 CENT R A L  S P O R T S  U . S . A . , I N C  146,825 千円

※４．消費税等の取扱い ※４．消費税等の取扱い ※４．　　 ――――――

       同左     仮払消費税等及び仮受消費税等

  は相殺のうえ、金額的重要性が乏し

  いため、流動負債の「その他」に含

  めて表示しております。

  ５．当社は、運転資金の効率的な

  調達を行うために取引銀行１行と

  貸出コミットメント契約を締結し

  ております。この契約に基づく当

  中間会計期間末の借入未実行残高

  は次のとおりであります。

  ５．当社は、運転資金の効率的な

  調達を行うために取引銀行１行と

  貸出コミットメント契約を締結し

  ております。この契約に基づく当

  中間会計期間末の借入未実行残高

  は次のとおりであります。

  ５．当社は、運転資金の効率的な

  調達を行うために取引銀行１行と

  貸出コミットメント契約を締結し

  ております。この契約に基づく当

  事業年度末の借入未実行残高は次

  のとおりであります。

貸出コミット
メントの総額

1,000,000千円
貸出コミット
メントの総額

2,000,000千円
貸出コミット
メントの総額

1,000,000千円

借入実行残高 300,000千円 借入実行残高 －千円 借入実行残高 －千円

差引額 700,000千円 差引額 2,000,000千円 差引額 1,000,000千円
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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４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

 ※１．営業外費用のうち主要なもの  ※１．営業外費用のうち主要なもの  ※１．営業外費用のうち主要なもの

  支払利息     177,101千円   支払利息     142,152千円   支払利息     348,376千円

 ※２．特別損失のうち主要なもの  ※２．特別損失のうち主要なもの  ※２. 特別損失のうち主要なもの

  減損損失     798,979千円   貸倒引当金繰入額   136,520千円   減損損失     798,979千円

 ※３．減損損失  ※３．減損損失  ※３. 減損損失

　当社は、当中間会計期間において

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。

　店舗については、キャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位で、遊休不

動産については、当該資産単独で資

産のグルーピングを行い減損損失の

判定を行っております。

　店舗については、営業活動から生

じるキャッシュ・フローが継続して

マイナスである店舗について帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、減損

損失（建物611,524千円、その他

185,482千円）を特別損失として計上

しております。

　遊休不動産については、資産価値

が下落しているものにつき帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（土地1,973千円）と

して特別損失に計上しております。

　なお、回収可能価額は、正味売却

価額または使用価値により測定して

おります。正味売却価額は、土地に

ついては固定資産税評価額を基に算

定しております。また、使用価値は、

将来キャッシュ・フローを8.3％で割

引いて算定しております。

　当社は、当中間会計期間において

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。

　店舗については、キャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位で、資産の

グルーピングを行い減損損失の判定

を行っております。

　営業活動から生じるキャッシュ・

フローが継続してマイナスである店

舗について帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、減損損失（建物27,767

千円、その他22,498千円）を特別損

失として計上しております。

　なお、回収可能価額は、正味売却

価額または使用価値により測定して

おります。また、使用価値は、将来

キャッシュ・フローを9.3％で割引い

て算定しております。

　当社は、当事業年度において以下

の資産グループについて減損損失を

計上いたしました。

　店舗については、キャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位で、遊休不

動産については、当該資産単独で資

産のグルーピングを行い減損損失の

判定を行っております。

　店舗については、営業活動から生

じるキャッシュ・フローが継続して

マイナスである店舗について帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、減損

損失（建物611,524千円、その他

185,482千円）を特別損失として計上

しております。

　遊休不動産については、資産価値

が下落しているものにつき帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（土地1,973千円）と

して特別損失に計上しております。

　なお、回収可能価額は、正味売却

価額または使用価値により測定して

おります。正味売却価額は、土地に

ついては固定資産税評価額を基に算

定しております。また、使用価値は、

将来キャッシュ・フローを8.3％で割

引いて算定しております。

   ４．減価償却実施額    ４．減価償却実施額    ４．減価償却実施額

　有形固定資産 436,678千円 　有形固定資産 434,529千円 　有形固定資産 896,372千円

　無形固定資産 　 9,573千円 　無形固定資産 20,242千円 　無形固定資産 38,607千円

用途 種類 場所 金額
（千円）

店舗 建物、
その他

東京都
千葉県
その他

797,006

遊休不動産 土地 長野県 1,973

用途 種類 場所 金額
（千円）

店舗 建物、
その他

北海道
福島県
その他

50,266

用途 種類 場所 金額
（千円）

店舗 建物、
その他

東京都
千葉県
その他

797,006

遊休不動産 土地 長野県 1,973
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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４月１日　至　平成18年９月30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 123 － － 123

合計 123 － － 123
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（リース取引関係）

前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

１．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、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、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、減損損失累計

 額相当額及び期末残高相当額

 (注)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。

 (注)同左  (注)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

  当額等

 (2)未経過リース料期末残高相当額

１年内 416,178千円 １年内 518,414千円 １年内 465,171千円

１年超  609,679千円 １年超 802,695千円 １年超 696,132千円

合計 1,025,857千円 合計 1,321,109千円 合計 1,161,303千円

リース資産減

損勘定の残高
43,541千円

リース資産減

損勘定の残高
30,403千円

リース資産減

損勘定の残高
34,988千円

 (注)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。

 (注)同左  (注)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、リース資産減損勘

  定の取崩額、減価償却費相当額及び

  減損損失

 (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

  減損損失

 (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

  減損損失

支払リース料 223,859千円 支払リース料 281,288千円 支払リース料 479,579千円

リース資産減損勘

定の取崩額

9,057千円 リース資産減損勘

定の取崩額

8,969千円 リース資産減損勘

定の取崩額

17,610千円

減価償却費相当額 223,859千円 減価償却費相当額 281,288千円 減価償却費相当額 479,579千円

減損損失 52,598千円 減損損失 4,383千円 減損損失 52,598千円

 (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

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

中 間 期
末 残 高
相 当 額

千円 千円 千円 千円

建 物 28,296 10,470 － 17,825

そ の 他
（有形固定資産）

2,337,639 1,158,133 55,212 1,124,294

無形 固 定 資産 203,969 55,384 － 148,585

合  計 2,569,905 1,223,987 55,212 1,290,705

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

中 間 期
末 残 高
相 当 額

千円 千円 千円 千円

建 物 28,296 7,325 － 20,970

そ の 他
（有形固定資産）

2,034,391 1,006,070 52,598 975,722

無形 固 定 資産 58,797 29,631 － 29,165

合  計 2,121,484 1,043,026 52,598 1,025,857

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

期 末
残 高
相 当
額

千円 千円 千円 千円

建 物 28,296 8,888 － 19,407

そ の 他
（有形固定資産）

2,069,252 1,044,667 52,598 971,985

無形 固 定 資産 207,078 37,168 － 169,909

合  計 2,304,627 1,090,724 52,598 1,161,303
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前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 6,683,212千円 １年内 5,270,548千円 １年内 5,583,088千円

１年超 20,952,381千円 １年超 21,934,171千円 １年超 23,677,239千円

合計 27,635,593千円 合計 27,204,719千円 合計 29,260,327千円

　（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。

　（１株当たり情報）

　　　 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

　　　 該当事項はありません。


