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１．18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 （百万円未満切捨）

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 12,944 (2.0) 360 (－) 557 (172.1)

17年９月中間期 12,693 (3.1) 21 (－) 204 (476.9)

18年３月期 24,961 484 855

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 336 (－) 39 47

17年９月中間期 △2,069 (－) △246 22

18年３月期 △2,239 △266 31

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 8,522,269株 17年９月中間期 8,406,742株 18年３月期 8,409,009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９月中間期 12,627 4,211 33.4 494 21

17年９月中間期 12,483 3,988 32.0 474 48

18年３月期 11,876 3,929 33.1 461 08

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 8,522,136株 17年９月中間期 8,406,541株 18年３月期 8,522,335株

②期末自己株式数 18年９月中間期 49,247株 17年９月中間期 48,020株 18年３月期 49,048株

２．19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

百万円 百万円 百万円

通期 25,600 1,050 570

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　66円88銭

３．配当状況

・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 4.00 6.00 10.00

19年３月期（実績） 4.00 －
10.00

19年３月期（予想） － 6.00

※　上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結

果となる可能性があります。上記の予想に関連する事項については、添付資料の-６-頁をご参照ください。
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１．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）

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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,144,926 3,229,879 2,345,112

２．売掛金 1,088 2,373 2,563

３．たな卸資産 333,667 372,697 324,477

４．繰延税金資産 279,995 253,493 204,786

５．その他 1,068,509 990,681 1,044,421

６．貸倒引当金 △2,220 △2,153 △2,434

流動資産合計 3,825,966 30.6 4,846,972 38.4 3,918,926 33.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 1,922,580 1,285,788 1,411,075

(2）構築物 466,786 299,126 305,513

(3）土地 1,520,553 1,520,553 1,520,553

(4）その他 171,576 189,782 171,607

有形固定資産合計 4,081,496 3,295,250 3,408,749

２．無形固定資産 132,037 139,475 117,246

３．投資その他の資産

(1）差入保証金 3,676,921 3,549,894 3,576,628

(2）繰延税金資産 224,076 344,008 370,715

(3）その他 754,620 660,036 705,192

(4）貸倒引当金 △193,932 △190,724 △203,136

(5）投資損失引当金 △17,500 △17,500 △17,500

投資その他の資産合計 4,444,185 4,345,714 4,431,900

固定資産合計 8,657,719 69.4 7,780,439 61.6 7,957,897 67.0

資産合計 12,483,686 100.0 12,627,411 100.0 11,876,823 100.0
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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）

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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 861,009 1,009,741 1,018,118

２．短期借入金 1,310,505 1,265,822 1,211,802

３．未払費用 637,256 695,379 648,847

４．未払法人税等 62,000 316,500 154,000

５．賞与引当金 200,000 299,000 148,000

６．その他 481,050 543,805 584,091

流動負債合計 3,551,820 28.4 4,130,249 32.7 3,764,859 31.7

Ⅱ　固定負債

１．社債 2,100,000 1,950,000 1,950,000

２．長期借入金 2,143,726 1,793,404 1,577,720

３．退職給付引当金 124,477 － －

４．役員退職慰労引当金 22,200 － 22,200

５．債務保証損失引当金 7,000 － －

６．その他 545,718 542,017 632,531

固定負債合計 4,943,121 39.6 4,285,421 33.9 4,182,451 35.2

負債合計 8,494,942 68.0 8,415,670 66.6 7,947,311 66.9
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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）

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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 876,530 7.0 － － 951,529 8.0

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 1,069,670 － 1,144,670

資本剰余金合計 1,069,670 8.6 － － 1,144,670 9.6

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 78,653 － 78,653

２．任意積立金 4,040,641 － 4,040,641

３．中間（当期）未処理損失
（△）

△2,025,733 － △2,228,891

利益剰余金合計 2,093,561 16.8 － － 1,890,403 15.9

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 14,081 0.1 － － 9,362 0.1

Ⅴ　自己株式 △65,098 △0.5 － － △66,453 △0.5

資本合計 3,988,744 32.0 － － 3,929,512 33.1

負債・資本合計 12,483,686 100.0 － － 11,876,823 100.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  － － 951,529 7.5 － －

２．資本剰余金  

資本準備金 － 1,144,670 －

資本剰余金合計 － － 1,144,670 9.1 － －

３．利益剰余金  

(1) 利益準備金 － 78,653 －

(2) その他利益剰余金

特別償却準備金 － 207 －

別途積立金 － 1,640,000 －

繰越利益剰余金 － 456,749 －

利益剰余金合計  － － 2,175,611 17.2 － －

４．自己株式  － － △66,691 △0.5 － －

株主資本合計  － － 4,205,119 33.3 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － － 6,621 0.1 － －

評価・換算差額等合計 － － 6,621 0.1 － －

純資産合計 － － 4,211,741 33.4 － －

負債純資産合計 － － 12,627,411 100.0 － －

           

－ 33 －



(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）

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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 12,693,688 100.0 12,944,689 100.0 24,961,040 100.0

Ⅱ　売上原価 5,267,867 41.5 5,556,721 42.9 10,441,383 41.8

売上総利益 7,425,820 58.5 7,387,967 57.1 14,519,656 58.2

Ⅲ　営業収入 40,693 0.3 43,525 0.3 80,865 0.3

営業総利益 7,466,513 58.8 7,431,493 57.4 14,600,522 58.5

Ⅳ　販売費及び一般管理費 7,444,825 58.6 7,070,801 54.6 14,115,968 56.6

営業利益 21,687 0.2 360,691 2.8 484,553 1.9

Ⅴ　営業外収益 ※１ 200,092 1.5 214,277 1.6 402,407 1.6

Ⅵ　営業外費用 ※２ 17,029 0.1 17,767 0.1 31,582 0.1

経常利益 204,751 1.6 557,200 4.3 855,378 3.4

Ⅶ　特別利益  12,823 0.1 50,971 0.4 95,526 0.4

Ⅷ　特別損失
※３
※４

2,246,082 17.7 11 0.0 3,083,314 12.3

税引前中間純利益又は税
引前中間(当期)純損失
（△）

△2,028,507 △16.0 608,160 4.7 △2,132,409 △8.5

法人税、住民税及び事業
税

35,193 291,959 169,055

法人税等調整額 6,179 41,373 0.3 △20,141 271,818 2.1 △62,051 107,003 0.5

中間純利益又は中間（当
期）純損失（△）

△2,069,880 △16.3 336,341 2.6 △2,239,413 △9.0

前期繰越利益 44,147 － 44,147

中間配当額 － － 33,626

中間（当期）未処理損失
（△）

△2,025,733 － △2,228,891
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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

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

特別

償却

準備金

別途

積立金

繰越

利益

剰余金

平成18年３月31日残高

（千円）
951,529 1,144,670 1,144,670 78,653 641 4,040,000 △2,228,891 1,890,403 △66,453 3,920,149

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩

（当中間期分）
    △144  144 －  －

特別償却準備金の取崩（注）     △289  289 －  －

別途積立金の取崩（注）      △2,400,000 2,400,000 －  －

剰余金の配当（注）       △51,134 △51,134  △51,134

中間純利益       336,341 336,341  336,341

自己株式の取得        － △237 △237

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）
－ － － － △434 △2,400,000 2,685,641 285,207 △237 284,969

平成18年９月30日残高

（千円）
951,529 1,144,670 1,144,670 78,653 207 1,640,000 456,749 2,175,611 △66,691 4,205,119

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31日残高

（千円）
9,362 9,362 3,929,512

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩

（当中間期分）
 － －

特別償却準備金の取崩（注）  － －

別途積立金の取崩（注）  － －

剰余金の配当（注）  － △51,134

中間純利益  － 336,341

自己株式の取得  － △237

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
△2,741 △2,741 △2,741

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△2,741 △2,741 282,228

平成18年９月30日残高

（千円）
6,621 6,621 4,211,741

（注）　平成18年６月22日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

(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

期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）たな卸資産

食材　　月別総平均法による原

価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

半製品　総平均法による原価法

原材料　月別総平均法による原

価法

貯蔵品　最終仕入原価法による

原価法

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

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、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

建物 ７～31年

構築物 10～20年

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

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
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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）

(2）投資損失引当金

子会社株式の価値の減少による

損失に備えるため、投資先の財政

状態等を勘案し、必要額を計上し

ております。

(2）投資損失引当金

同左

(2）投資損失引当金

同左

(3）賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるた

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。

(3）賞与引当金

同左

(3）賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるた

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。

(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。

数理計算上の差異は、発生の翌

事業年度に全額を費用処理するこ

ととしております。

(4） 　　　───── (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、内規に基づく中間期末支

給見込額を計上しております。

なお、平成12年６月をもって支

給額を凍結しているため、新たな

繰入を行っておりません。

(5）  　　　─────

 

(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、内規に基づく期末支給見

込額を計上しております。

なお、平成12年６月をもって支

給額を凍結しているため、新たな

繰入を行っておりません。

(6) 債務保証損失引当金

債務保証等による損失に備える

ため、被保証先の財政状態等を勘

案し、損失負担見込額を計上して

おります。

(6)  　　　───── (6) 　　　─────

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、換算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、期末日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算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．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）

（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損

失は2,038,949千円増加しております。

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。これにより税引前当期純損失は

2,792,051千円増加しております。

なお、減損損失累計額については、改正後

の当期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。

（自販機手数料収入の計上区分の変更）

従来、「自販機手数料収入」については営

業外収益として計上しておりましたが、当中

間会計期間より、「営業収入」として計上し

ております。

これは、ソフトドリンクの自動販売機の設

置店舗を新設店から既存店にまで拡大したこ

とに伴い、当該収入の増加が見込まれ、また、

当該収入が営業活動の一環であることから実

態をより適切に表示するためであります。

この変更により、従来と同一の基準によっ

た場合に比べ、営業利益は40,693千円増加し

ておりますが、経常利益及び税引前中間純損

失に与える影響はありません。

───── （自販機手数料収入の計上区分の変更）

従来、「自販機手数料収入」については営

業外収益として計上しておりましたが、当事

業年度より、「営業収入」として計上してお

ります。

これは、ソフトドリンクの自動販売機の設

置店舗を新設店から既存店にまで拡大したこ

とに伴い、当該収入の増加が見込まれ、また、

当該収入が営業活動の一環であることから実

態をより適切に表示するためであります。

この変更により、従来と同一の基準によっ

た場合に比べ、営業利益は80,865千円増加し

ておりますが、経常利益及び税引前当期純損

失に与える影響はありません。

───── （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。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

4,211,741千円であります。

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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追加情報

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）

─────

　

─────

　

（退職年金（適格退職年金）制度の廃止）

従来、退職給付制度として退職年金（適格

退職年金）制度を設けておりましたが、平成

18年１月31日をもって同制度を廃止いたしま

した。これに伴い、年金資産から243,298千円、

退職給付引当金から61,218千円給付されるこ

ととなり、退職給付引当金の残高69,881千円

は退職給付引当金戻入益として、特別利益に

計上しております。

───── （役員退職慰労金制度の廃止）

当社は、平成12年６月27日をもって役員の

退職慰労金制度を凍結しておりましたが、平

成18年６月22日開催の定時株主総会をもって

廃止することを決議いたしました。これに伴

い、同総会において凍結までの在任期間に対

応する退職慰労金の打ち切り支給を決議し、

その未払分については、流動負債の「その他」

に計上しております。

─────

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）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度
（平成18年３月31日）

※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

3,899,723千円 4,283,512千円 4,134,455千円

２　偶発債務

保証債務

次のとおり債務保証しております。

２　偶発債務

保証債務

次のとおり債務保証しております。

２　偶発債務

保証債務

次のとおり債務保証しております。

保証先 金額 内容

杵屋元気寿司東

海㈱
 51,370千円 借入債務

計 51,370

保証先 金額 内容

杵屋元気寿司東

海㈱
 20,000千円 借入債務

計 20,000

保証先 金額 内容

杵屋元気寿司東

海㈱
35,000千円 借入債務

計 35,000

３　当座貸越契約及び貸出コミットメント

運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行４行と当座貸越契約を締結し

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。

３　当座貸越契約及び貸出コミットメント

運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行４行と当座貸越契約を締結し

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。

３　当座貸越契約及び貸出コミットメント

運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行４行と当座貸越契約を締結し

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。

当座貸越極度額 2,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 2,000,000

当座貸越極度額  2,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 2,000,000

当座貸越極度額 2,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 2,000,000
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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　営業外収益のうち重要なもの ※１　営業外収益のうち重要なもの ※１　営業外収益のうち重要なもの

仕入割引 64,988千円

ロイヤリティ収入 80,763

仕入割引 68,325千円

ロイヤリティ収入 89,990

仕入割引 128,325千円

ロイヤリティ収入 163,013

※２　営業外費用のうち重要なもの ※２　営業外費用のうち重要なもの ※２　営業外費用のうち重要なもの

支払利息 15,418千円 支払利息 16,621千円 支払利息 28,169千円

※３　特別損失のうち重要なもの ※３　　　　　　───── ※３　特別損失のうち重要なもの

固定資産除却損

建物 29,036千円

その他 5,731

計 34,768

固定資産除却損

建物 29,036千円

その他 6,765

計 35,801

賃借物件解約損 165,364千円

減損損失 2,038,949千円

賃借物件解約損 251,653千円

減損損失 2,792,051千円

※４　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。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

栃木県宇都

宮市他
店舗 建物等 1,754,588

栃木県宇都

宮市他
賃貸資産 建物等 156,477

栃木県宇都

宮市
遊休資産 土地等 127,883

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

たグルーピングを行っております。

このうち、収益性が低下又は地価が著

しく下落した資産グループについて、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額2,038,949千円を減損損失として計

上しております。

※減損損失の内訳

建物 663,194千円

構築物 214,164

土地 201,147

借地権 81,135

リース資産 660,901

その他 218,405

計 2,038,949

なお、当該資産グループの回収可能価

額は、使用価値又は正味売却価額により

算定しております。使用価値は、将来

キャッシュ・フローを5.0％で割り引いて

算定しており、正味売却価額は路線価に

よる相続税評価額により評価しておりま

す。

※４　　　　　　───── ※４　減損損失

当事業年度において、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。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

栃木県宇都

宮市他
店舗 建物等 2,507,690

栃木県宇都

宮市他
賃貸資産 建物等 156,477

栃木県宇都

宮市
遊休資産 土地等 127,883

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

たグルーピングを行っております。

このうち、収益性が低下又は地価が著

しく下落した資産グループについて、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額2,792,051千円を減損損失として計

上しております。

※減損損失の内訳

建物 1,017,433千円

構築物 348,904

土地 201,147

借地権 86,047

リース資産 881,742

その他 256,777

計 2,792,051

なお、当該資産グループの回収可能価

額は、使用価値又は正味売却価額により

算定しております。使用価値は、将来

キャッシュ・フローを5.0％で割り引いて

算定しており、正味売却価額は路線価に

よる相続税評価額により評価しておりま

す。

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 256,711千円

無形固定資産 10,786

有形固定資産 175,455千円

無形固定資産 9,682

有形固定資産 520,743千円

無形固定資産 21,764
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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

（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　（注） 49 0 － 49

合計 49 0 － 49

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

（リース取引関係）

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

（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株当たり純資産額 474円48銭

１株当たり中間純損失金額 246円22銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

額については、潜在株式が存在するものの

１株当たり中間純損失であるため、記載し

ておりません。

１株当たり純資産額 494円21銭

１株当たり中間純利益金額 39円47銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額
33円50銭

１株当たり純資産額 461円08銭

１株当たり当期純損失金額 266円31銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が存在するものの１株

当たり当期純損失であるため、記載しており

ません。

（注）１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（当期）純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額の算定上の基礎は、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株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（当

期）純損失金額（△）

中間純利益又は中間（当期）純損失（△）(千

円)
△2,069,880 336,341 △2,239,413

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間純利益又は中間（当期）純

損失（△）(千円)
△2,069,880 336,341 △2,239,413

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,406 8,522 8,409

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金

額

中間（当期）純利益調整額(千円) － － －

普通株式増加数(千株) － 1,518 －

（うち新株予約権付社債（千株）） (－) (1,518) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要

平成13年６月26日定時株

主総会決議ストックオプ

ション（自己株式譲渡方

式）

普通株式　 　34千株

転換社債型新株予約権付社

債（券面総額21億円）

────── 平成13年６月26日定時株

主総会決議ストックオプ

ション（自己株式譲渡方

式）

普通株式　 　28千株

転換社債型新株予約権付社

債（券面総額19億5千万

円）
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（重要な後発事象）

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）

該当事項はありません。

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）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

該当事項はありません。
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