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単元株制度採用の有無 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) 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９月中間期 24,146 △6.7 687 △42.9 1,040 △23.6

17年９月中間期 25,881 △7.8 1,203 6.2 1,363 27.6

18年３月期 51,657  2,874  3,687  

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 353 △43.9 11 75

17年９月中間期 628 － 20 30

18年３月期 1,806  58 25

 (注) ①期中平均株式数 18年9月中間期  30,054,802株 17年9月中間期 30,972,563株 18年3月期 30,753,862株

②会計処理の方法の変更 有

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であります。

(2) 財政状態 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総　資　産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 42,940 34,780 81.0 1,155 92

17年９月中間期 43,879 35,827 81.7 1,155 30

18年３月期 43,395 34,717 80.0 1,156 86

 (注) ①期末発行済株式数 18年9月中間期 30,089,391株 17年9月中間期 31,011,613株 18年3月期 29,997,263株

②期末自己株式数 18年9月中間期 1,920,519株 17年9月中間期 998,297株 18年3月期 2,012,647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

百万円 百万円 百万円

通　期 50,000 3,200 1,200

 (参考) １株当たり予想当期純利益 (通期)　　39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 13.00 13.00 26.00

19年３月期（実績） 13.00 －
26.00

19年３月期（予想） － 13.00

※　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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の9ページを参照して下さい。
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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

  現金及び預金 4,994,040 3,412,081 2,740,259

  売　掛　金 3,841,142 3,862,208 4,314,547

  有価証券 3,242,466 1,545,032 2,348,432

  たな卸資産 2,319,719 2,741,329 2,707,890

  繰延税金資産 153,163 1,584,104 1,669,821

  短期貸付金 1,260,134 2,210,336 1,760,389

  そ　の　他 389,909 703,514 350,878

  貸倒引当金 △487,770 △365,923 △346,204

  流動資産合計 15,712,805 35.8 15,692,684 36.5 15,546,015 35.8

Ⅱ　固　定　資　産

有形固定資産 ※１

建　　物 3,479,921 2,967,934 3,402,747

土　　地 1,875,328 1,875,328 1,875,328

そ　の　他 1,104,015 892,659 985,506

計 6,459,265 14.7 5,735,922 13.4 6,263,582 14.4

無形固定資産 1,436,330 3.3 1,505,371 3.5 1,545,061 3.6

投資その他の資産

投資有価証券 4,281,573 5,158,950 5,543,978

関係会社株式 5,794,570 7,268,522 5,662,560

関係会社出資金 － － 285,000

差入保証金 4,110,646 4,222,837 4,147,460

繰延税金資産 2,892,676 158,441 404,288

前払年金費用 － 12,918  －

そ　の　他 3,751,729 4,312,860 4,956,120

貸倒引当金 △260,469 △145,955 △214,229

投資損失引当金 △300,000 △982,100 △744,000

計 20,270,727 46.2 20,006,475 46.6 20,041,180 46.2

  固定資産合計 28,166,322 64.2 27,247,769 63.5 27,849,823 64.2

  資  産  合  計 43,879,128 100.0 42,940,453 100.0 43,395,839 100.0
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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

  買　掛　金 3,446,288 3,639,470 3,841,204

  未払法人税等 45,615 51,753 41,027

  未払消費税等 ※３ 98,389 56,487 97,949

  役員賞与引当金  － 7,500 －

  賞与引当金 300,267 272,736 301,922

  そ　の　他 2,095,217 2,025,296 2,383,282

  流動負債合計 5,985,777 13.6 6,053,243 14.1 6,665,385 15.4

Ⅱ　固　定　負　債

  退職給付引当金 26,529 － 5,425

  債務保証損失引当 
金

320,000 308,000 257,000

  そ　の　他 1,719,072 1,798,245 1,750,286

  固定負債合計 2,065,601 4.7 2,106,245 4.9 2,012,712 4.6

  負 債 合 計 8,051,378 18.3 8,159,488 19.0 8,678,098 20.0

（ 資　本　の　部 ）

Ⅰ　資　本　金 11,412,845 26.0  －  11,412,845 26.3

Ⅱ　資本剰余金

  資本準備金 11,100,524  － 11,100,524

  資本剰余金合計 11,100,524 25.3  －  11,100,524 25.6

Ⅲ　利益剰余金

  利益準備金 798,649  － 798,649

  任意積立金 12,000,000  － 12,000,000

  中間(当期)未処分
利益

1,279,869  － 2,018,580

  利益剰余金合計 14,078,518 32.1 －  14,817,229 34.1

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

503,704 1.2 －  441,375 1.0

Ⅴ　自己株式 △1,267,843 △2.9 －  △3,054,232 △7.0

  資 本 合 計 35,827,749 81.7 －  34,717,741 80.0

  負債・資本合計 43,879,128 100.0 －  43,395,839 100.0
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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
（％）

（ 純 資 産 の 部 ）

Ⅰ　株 主 資 本

  　  資　本　金 －  11,412,845 26.6 －  

  　  資本剰余金

  資本準備金 － 11,100,524 －

  資本剰余金合計 －  11,100,524 25.9 －  

  　利益剰余金

  利益準備金 － 798,649 －

  その他利益剰余金    

  別途積立金 － 12,000,000 －

  繰越利益剰余金 － 1,934,694 －

  利益剰余金合計 －  14,733,343 34.3 －  

  　  自己株式 －  △2,914,537 △6.8 －  

  　  株主資本合計 －  34,332,175 80.0 －  

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価
差額金

－  436,631 1.0 －  

評価・換算差額等
合計

－  436,631 1.0 －  

Ⅲ  新株予約権 －  12,158 0.0 －  

純 資 産 合 計 －  34,780,965 81.0 －  

負債純資産合計 －  42,940,453 100.0 －  
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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 25,881,313 100.0 24,146,629 100.0 51,657,883 100.0

Ⅱ　売　上　原　価 15,815,727 61.1 15,569,849 64.5 31,975,324 61.9

売上総利益 10,065,586 38.9 8,576,780 35.5 19,682,558 38.1

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

8,862,396 34.3 7,889,344 32.7 16,807,893 32.5

営　業　利　益 1,203,190 4.6 687,436 2.8 2,874,665 5.6

Ⅳ　営業外収益 ※１ 1,247,625 4.9 1,359,222 5.6 2,997,707 5.8

Ⅴ　営業外費用 ※２ 1,087,756 4.2 1,005,696 4.1 2,184,884 4.3

経　常　利　益 1,363,059 5.3 1,040,962 4.3 3,687,488 7.1

Ⅵ　特　別　利　益 ※３ 723,603 2.8 188,142 0.8 1,151,224 2.2

Ⅶ　特　別　損　失
※４
※６

736,252 2.9 524,549 2.2 1,274,967 2.4

税引前中間(当
期)純利益

1,350,410 5.2 704,556 2.9 3,563,745 6.9

法人税、住民税
及び事業税

24,600 16,735 46,332

法人税等調整額 696,948 721,548 2.8 334,793 351,528 1.4 1,711,104 1,757,436 3.4

中間(当期)純利
益

628,861 2.4 353,027 1.5 1,806,309 3.5

前期繰越利益 656,945 － 656,945

自己株処分差損 5,938 － 41,524

中間配当額 － － 403,150

中間(当期)未処
分利益

1,279,869 － 2,018,580
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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
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　

残高（千円）
11,412,845 11,100,524 11,100,524 798,649 12,000,000 2,018,580 14,817,229 △3,054,232 34,276,365

中間会計期間中の変動

額

剰余金の配当

（千円）
     △389,964 △389,964  △389,964

利益処分による役員

賞与（千円）
     △15,000 △15,000  △15,000

中間純利益

（千円）
     353,027 353,027  353,027

自己株式の取得  

（千円)
       △1,177 △1,177

自己株式の処分  

（千円)
     △31,948 △31,948 140,873 108,924

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）
－ － － － － △83,885 △83,885 139,695 55,809

平成18年９月30日　

残高（千円）
11,412,845 11,100,524 11,100,524 798,649 12,000,000 1,934,694 14,733,343 △2,914,537 34,332,175

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

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　

残高（千円）
441,375 441,375  － 34,717,741

中間会計期間中の変動

額

剰余金の配当

（千円）
   △389,964

利益処分による役員

賞与（千円）
   △15,000

中間純利益

（千円）
   353,027

自己株式の取得

（千円)
   △1,177

自己株式の処分

（千円)
   108,924

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）

△4,743 △4,743 12,158 7,414

中間会計期間中の変動

額合計（千円）
△4,743 △4,743 12,158 63,224

平成18年９月30日　

残高（千円）
436,631 436,631 12,158 34,780,965
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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

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．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

①子会社株式及び関連会社株式

同　　左

①子会社株式及び関連会社株式

同　　左

②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、売却原価は総

平均法により算定）

②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

総平均法により算定）

②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、売却原価は総

平均法により算定）

時価のないもの

総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

商品及び貯蔵品

最終仕入原価法

(2) たな卸資産

商品及び貯蔵品

同　　左

(2) たな卸資産

商品及び貯蔵品

同　　左

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

なお、耐用年数及び残存価額に

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、平成10年４月１日以降

取得した建物（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。

(1) 有形固定資産

同　　左

(1) 有形固定資産

同　　左
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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) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産

①ソフトウェア（自社利用）

社内の利用可能期間（５年）に

基づく定額法

①ソフトウェア（自社利用）

同　　左

①ソフトウェア（自社利用）

同　　左

②買入営業権

発生時に一時償却

  ②のれん

買入営業権：定額法（５年） 

（会計方針の変更）

従来、買入営業権は発生時に一

時償却しておりましたが、当中

間会計期間より、「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議

会　平成15年10月31日）及び

「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平

成17年12月27日　企業会計基準

第７号）並びに「企業結合会計

基準および事業分離等に関する

適用指針」（企業会計基準委員

会　平成17年12月27日　企業会

計基準適用指針第10号）の適用

を契機に、買入営業権の会計処

理を見直した結果、投資効果を

考慮して期間損益の適正化を図

るため、定額法（５年）により

償却する方法に変更しまし

た。

この結果、従来の方法によった

場合に比べ、営業利益、経常利

益及び中間純利益はそれぞれ28

百万円増加しております。 

②買入営業権

発生時に一時償却

(3) 長期前払費用

定額法

(3) 長期前払費用

同　　左

(3) 長期前払費用

同　　左
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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）

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 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、以下のように貸倒引当

金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

①一般債権

貸倒実績率法によっております。

①一般債権

同　　左

①一般債権

同　　左

②貸倒懸念債権及び破産更生債　

権

財務内容評価法によっておりま

す。

②貸倒懸念債権及び破産更生債権

同　　左

②貸倒懸念債権及び破産更生債権

同　　左

(2) 投資損失引当金

関係会社への投資に対する損失

に備えるため、投資先の財政状

態の実情を勘案し、一定の算定

基準による必要額を見積計上し

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)     ──────

 

(3) 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み額の

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、

税引前中間純利益は、それぞれ

7,500千円減少しております。

(3)　　 ──────

 

(4) 賞与引当金

従業員に支給する賞与の支払い

に備えるため、支給見込額に基

づき計上しております。

(4) 賞与引当金

同　　左

(4) 賞与引当金

同　　左
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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）

(5) 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、発生時の

翌事業年度に費用処理すること

としております。

(5) 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。

なお、当中間会計期間末におけ

る年金資産見込額は、退職給付

債務見込額を超過しているため、

前払年金費用（12,918千円）を

投資その他の資産に計上してお

ります。 

また、数理計算上の差異は、発

生時の翌事業年度に費用処理す

ることとしております。 

(5) 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

づき計上しております。

数理計算上の差異は、発生時の

翌事業年度に費用処理すること

としております。

(6) 債務保証損失引当金

関係会社等への債務保証等に係

る損失に備えるため、被保証者

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)債務保証損失引当金

同　　左

(6)債務保証損失引当金

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。

４．リース取引の処理方法

同　　左

４．リース取引の処理方法

同　　左

５．その他中間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

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。

５．その他中間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

同　　左

５．その他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

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）

────── 貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等

自己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準等の一部改正

──────

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）並びに改正後の

「自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準」（企業会計基準第１

号  最終改正 平成18年8月11日）及び

「自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第2号  最終改正平成

18年8月11日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありま

せん。

なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は34,768,807千円でありま

す。

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財務諸表等

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

る会計基準等の適用指針」（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12,158千

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）

────── たな卸資産の処分損及び評価損の会計

処理方法の変更

──────

販売終了に伴う商品の処分損及び評価

損につきましては、従来営業外費用に

計上しておりましたが、当中間会計期

間より売上原価に計上しております。

これまでの商品施策は定番商品が中心

であったため、その処分損は経常的に

見込めませんでしたが、最近期間限定

商品の販売が増えたため販売終了に伴

う商品の処分がある程度見込まれるた

めであります。

この結果、従来の方法によった場合に

比べて売上原価は53,511千円増加し、

売上総利益及び営業利益はそれぞれ同

額減少しております。
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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）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産

の減価償却累

計額

5,148,846千円

※１．有形固定資産

の減価償却累

計額

5,069,256千円

※１．有形固定資産

の減価償却累

計額

5,481,774千円

　２．偶発債務

下記のとおり、関係会社の銀行

借入に対し、債務保証をしてお

ります。

　２．偶発債務

下記のとおり、関係会社の銀行

借入に対し、債務保証をしてお

ります。

　２．偶発債務

下記のとおり、関係会社の銀行

借入に対し、債務保証をしてお

ります。

保証先 金額

㈱モスクレ
ジット

1,690,000千円

㈱トモス   431,390千円

小計 2,121,390千円

債務保証損失
引当金

△320,000千円

差引 1,801,390千円

保証先 金額

㈱モスクレ
ジット

2,220,000千円

㈱トモス   417,350千円

小計 2,637,350千円

債務保証損失
引当金

△308,000千円

差引 2,329,350千円

保証先 金額

㈱モスクレ
ジット

1,830,000千円

㈱トモス   424,370千円

小計 2,254,370千円

債務保証損失
引当金

△257,000千円

差引 1,997,370千円

この他に、加盟店の㈱モスクレ

ジットからの借入に対し、債務

保証をしております。

この他に、加盟店の㈱モスクレ

ジットからの借入に対し、債務

保証をしております。

この他に、加盟店の㈱モスクレ

ジットからの借入に対し、債務

保証をしております。

※３．消費税等の取扱い

消費税等は、仮払消費税等と仮

受消費税等との相殺後の金額を

「未払消費税等」として表示し

ております。

※３．消費税等の取扱い

同　　左

※３．消費税等の取扱い

同　　左 
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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．営業外収益の重要な項目 ※１．営業外収益の重要な項目 ※１．営業外収益の重要な項目

受取利息   31,184千円

賃貸収入  903,280千円

受取利息   67,949千円

賃貸収入 836,775千円

受取利息 83,177千円

賃貸収入 1,781,277千円

※２．営業外費用の重要な項目 ※２．営業外費用の重要な項目 ※２．営業外費用の重要な項目

支払利息     930千円

賃貸経費 1,030,831千円

支払利息     1,062千円

賃貸経費    959,425千円

支払利息     1,298千円

賃貸経費 1,977,027千円

※３．特別利益の重要な項目 ※３．特別利益の重要な項目 ※３．特別利益の重要な項目

固定資産売却益

 建物 141,443千円

 土地 552,602千円

 その他  29,557千円

合計 723,603千円

固定資産売却益

 建物 27,542千円

 その他  8,947千円

合計 36,489千円

関係会社株式売
却益

115,500千円

貸倒引当金戻入
益 

36,153千円

固定資産売却益

 建物 151,779千円

 土地 552,602千円

 その他  34,912千円

合計 739,294千円

投資有価証券売
却益

291,533千円

貸倒引当金戻入
益 

120,396千円

※４．特別損失の重要な項目 ※４．特別損失の重要な項目 ※４．特別損失の重要な項目

固定資産売却
損

8,115千円

固定資産除却
損

98,953千円

減損損失    202,661千円

関係会社株式
評価損

 126,491千円

債務保証損失
引当金繰入額

 159,000千円

固定資産売却
損

  19,874千円

固定資産除却
損

  63,930千円

減損損失    119,509千円

投資損失引
当金繰入額

   238,100千円

債務保証損失
引当金繰入額

  51,000千円

固定資産売却
損

11,014千円

固定資産除却
損

151,003千円

減損損失    202,661千円

関係会社株式
評価損

 129,491千円

債務保証損失
引当金繰入額

 96,000千円

　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 462,798千円

無形固定資産 195,952千円

有形固定資産  331,001千円

無形固定資産  225,228千円

有形固定資産  884,647千円

無形固定資産 411,814千円
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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）

※６．減損損失

当中間会計期間に、以下の資産

グループに基づき減損損失を計

上しております。資産のグルー

ピングは、直営店舗につきまし

ては各店舗ごと、貸与資産は各

物件ごとに行っております。

用途 種類 金額

直営店舗

(笠間店

他10店

舗)

建物、その

他
110,674千円

貸与資産

(AEN　

GRANDE二

子玉川店

他2物件)

建物、その

他
91,987千円

合　計 202,661千円

※６．減損損失

当中間会計期間に、以下の資産

グループに基づき減損損失を計

上しております。資産のグルー

ピングは、直営店舗につきまし

ては各店舗ごと、貸与資産は各

物件ごとに行っております。

用途 種類 金額

直営店舗

(北浜店

他 3店

舗)

建物、その

他
61,695千円

貸与資産

(神田小

川町店他 

1店舗)

建物、その

他
57,813千円

合　計 119,509千円

※６．減損損失

当事業年度に、以下の資産グ

ループに基づき減損損失を計上

しております。資産のグルーピ

ングは、本社、研修施設、直営

店舗につきましては各店舗ごと、

貸与資産は各物件ごとに行って

おります。

用途 種類 金額

直営店舗 

(笠間店

他 10店

舗) 

建物、その

他
 110,674千円

貸与資産

(AEN

GRANDE二

子玉川店

他2店) 

建物、その

他
  91,987千円

合　計 202,661千円

直営店舗、貸与資産につきましては、

近年の地価下落傾向の中、時価が著し

く下落し、かつ、使用価値が帳簿価額

を下回っているため、それらの帳簿価

額を回収可能価額まで減額した結果、

直営店舗については  110,674千円(建

物 85,317千円、その他  25,356千

円)、貸与資産については  91,987千

円(建物  74,944千円、その他  17,043

千円)を減損損失として特別損失に計

上しております。なお、回収可能価額

のうち正味売却価額は、固定資産税評

価額を採用しており、使用価値につき

ましては、将来キャッシュ・フローを

資本コストの６％で割り引いて算定し

ております。

直営店舗、貸与資産につきましては、

近年の地価下落傾向の中、時価が著し

く下落し、かつ、使用価値が帳簿価額

を下回っているため、それらの帳簿価

額を回収可能価額まで減額した結果、

直営店舗については  61,695千円(建

物 49,925千円、その他  11,770千

円)、貸与資産については  57,813千

円(建物  45,552千円、その他  12,260

千円)を減損損失として特別損失に計

上しております。なお、回収可能価額

のうち正味売却価額は、固定資産税評

価額を採用しており、使用価値につき

ましては、将来キャッシュ・フローを

資本コストの６％で割り引いて算定し

ております。

直営店舗、貸与資産につきましては、

近年の地価下落傾向の中、時価が著し

く下落し、かつ、使用価値が帳簿価額

を下回っているため、それらの帳簿価

額を回収可能価額まで減額した結果、

直営店舗については  110,674千円(建

物 85,317千円、その他  25,356千

円)、貸与資産については  91,987千

円(建物  74,944千円、その他  17,043

千円)を減損損失として特別損失に計

上しております。なお、回収可能価額

のうち正味売却価額は、固定資産税評

価額を採用しており、使用価値につき

ましては、将来キャッシュ・フローを

資本コストの６％で割り引いて算定し

ております。
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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 2,012 0 92 1,920

合計 2,012 0 92 1,920

（変動事由の概要）

　増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

    単元未満株式の買取りによる増加  0千株

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

　　ストックオプションの権利行使による減少  92千株

    単元未満株式の買増請求による減少  0千株

（リース取引関係）

当社は、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）

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

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。

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

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。

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

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）

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株当たり純資産額(円) 1,155.30 1,155.92 1,156.86

１株当たり中間（当期）純

利益金額(円)
20.30 11.75 58.25

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額

(円)

20.25 11.74 58.11

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益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（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 628,861 353,027 1,806,309

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 15,000

（うち利益処分による役員賞与金） (  －  )  (  －  ) （15,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

(千円)
628,861 353,027 1,791,309

期中平均株式数（千株） 30,972 30,054 30,753

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） 83 14 71

（うち、ストックオプション制度の採用

により取得した自己株式）(千株)
　　　　　(  　83)  　　　　(　　14) 　　　　　(  　71)

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）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

────── 平成18年６月28日取締役

会決議　新株予約権

914千株

──────
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