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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 12,690 2.5 270 △1.7 287 12.5

17年９月中間期 12,381 － 275 － 255 －

18年３月期 25,261 13.9 602 43.8 585 52.0

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９月中間期 150 △20.2 10,000 56 9,730 70

17年９月中間期 187 － 14,768 36 － －

18年３月期 311 93.5 24,366 38 24,241 39
（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 － 17年９月中間期 －  18年３月期 －  

②期中平均株式数 18年９月中間期 15,000株 17年９月中間期 12,700株 18年３月期 12,800株

③会計処理の方法の変更 無

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。

⑤当社株式は平成17年９月中間期において非上場かつ非登録のため、平成17年９月中間期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、記載しておりません。

(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 17,631 2,823 16.0 188,252 41

17年９月中間期 15,469 1,872 12.1 147,408 81

18年３月期 16,120 2,701 16.8 180,085 83
（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 15,000株 17年９月中間期 12,700株 18年３月期 15,000株

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

(3）キャッシュ・フローの状況 （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。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 93 △454 1,548 2,139

17年９月中間期 229 △419 285 647

18年３月期 214 △601 786 951

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 25,803 662 319

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　21,326円87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 － 1,500.00 1,500.00

19年３月期（実績） 750.00 －
1,500.00

19年３月期（予想） － 750.00

（注）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４ページを参照して下さい。

－ 1 －



１．企業集団の状況

　当社は、医薬品、化粧品、日用雑貨品等の販売及び薬局の経営を主たる事業とする小売業であります。当社には、企

業集団を構成する関係会社がなく、また、当社との間で継続的に密接な事業上の関係がある関連当事者もないため、該

当事項はありません。

 

２．経営方針

 （1）会社の経営の基本方針

 　当社は、経営理念を「当社の取り扱い商品やサービスを通して、『治療と予防』を核とし、お客様に『喜びと感動

と安心』を提供します。」としており、「治す」ということを基本コンセプトに企業価値の向上を図っていきます。

　当社では、医薬品に限らず、化粧品、日用雑貨、健康食品等も「治す」という性質をもった機能改善型商品と位置付

けており、これらの販売には相談が必要不可欠と考えます。また、ドラッグストアー部門だけではなく調剤部門も拡充

し、「相談できる『治す』薬局」の拡大に挑戦を続けてまいります。当社が目指しているのは、地域のお客様が病気の

予防や治療に、生活全般の健康管理について、どこよりも気軽に、身近に、信頼できる、健康相談窓口としての薬局で

あります。

 

 （2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主への安定した配当の継続を最重要課題とし、あわせて経営体質の改善のために内部留保の拡充を図る

ことを基本方針としております。

　当期は、１株当たり1,500円の普通配当を実施する予定です。この方針のもと当中間期の配当につきましては、１

株当たり750円の配当を実施することに決定いたしました。

  

 （3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式市場において適正な株価が形成されるためには、株式の十分な流動性が必要であると考えており、株

式流通の活性化の施策に配慮してまいります。

 

 （4）目標とする経営指標

　当社は、売上高の当面の目標を300億円と設定するとともに、資本効率を上げながら売上高経常利益率3.0％の達成

を目指してまいります。

 

 （5）中長期的な会社の経営戦略

　他社との強まる競争状況を勝ち進むために、店舗での相談実施の強化を図ってまいります。そのためには、社員の

相談能力の向上、社員の意識向上及び店舗オペレーションの改善による相談能力の発揮、相談に裏打ちされた競争力

を背景とした多店舗展開を実施してまいります。

 

 （6）会社の対処すべき課題

①人材確保・組織体制等

　会社の将来性を決定する要因は最終的には社員のレベルに帰着することになります。そのために、薬剤師を中心と

した人材確保、教育や指導による個々の能力向上、能力発揮による生産性の向上が重要であると考えております。ま

た、多様化する環境変化を迅速に把握し、これを経営に反映させる柔軟な組織体制が必要であると考えます。

②調剤過誤等の防止

　医療費の高騰を抑制するために政府の奨励している医薬分業は、現在の分業率が今後も上昇し調剤薬局の役割は大

きなものになると考えられます。

　当社の調剤薬局では、増加する処方箋処理に対応し、迅速な処方箋処理を行ってまいりますが、正確で間違いの無

い処方箋処理を実施することに関し、人的ミスを防止する方法として最新の散薬鑑査システムの導入、二重鑑査・

日々の在庫確認実施、防止策マニュアルの徹底等の策を講じておりますが、これらの防止策のレベルアップを順次

行っていくことに加えて、複雑化する処方箋処理に対応できる人材への教育・指導の強化が必要であると考えており

ます。
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（7）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

 

（8）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。

 

３．経営成績及び財政状態

 （1）経営成績

　当中間会計期間の国内経済は、原油価格の高止まりや金利上昇、株価の調整等の懸念材料はありましたが、堅調な

輸出や積極的な設備投資を背景に企業業績の成長が持続しております。また、息の長い景気回復のなかで、デフレ脱

却に向けた地歩を固めつつあります。

　小売業界におきましては、雇用所得が堅調に推移しているものの消費者にとって景気拡大の実感が乏しいこともあ

り、日常的な消費財については依然として価格に敏感な傾向が続いております。また、ドラッグストアー業界では、

各社が出店拡大を継続しており、競争は激しさを増しております。

　このような経営環境のなかで、当社は過度な価格競争とは一線を画しながら、地域に根ざした相談薬局として店舗

運営を行ってまいりました。また、人件費を中心とした販売費及び一般管理費の増加抑制に取組むとともに、新たな

資金調達の実施により財務体質の改善に努めてまいりました。当中間会計期間の出店につきましては、愛媛地区へ１

店舗を出店するとともに、既存店の見直しを行い１店舗の移転を実施いたしました。

　以上の結果、当中間会計期間における業績は売上高12,690,144千円（前年同期比2.5％増）、営業利益は270,752千

円（前年同期比1.7％減）、経常利益は287,814千円（前年同期比12.5％増）、中間純利益は150,008千円（前年同期比

20.0％減）となりました。

 （事業部門別販売実績）

 
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）

事業部門別 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

 

 ドラッグ

 ストアー

 部門

 

 

　医薬品 3,609,390 29.2 3,781,976 29.8 7,413,471 29.4

　化粧品 1,734,219 14.0 1,797,820 14.1 3,426,038 13.6

　雑貨 4,221,873 34.1 4,364,610 34.4 8,599,809 34.0

　食品 2,059,365 16.6 1,965,217 15.5 4,250,896 16.8

　その他 68,427 0.5 59,294 0.5 136,752 0.5

　小計 11,693,277 94.4 11,968,919 94.3 23,826,968 94.3

 調剤部門 688,413 5.6 721,224 5.7 1,434,206 5.7

 合計 12,381,691 100.0 12,690,144 100.0 25,261,174 100.0

 

 （2）財政状態

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間会計期間末に比べ1,491,827千

円増加し2,139,656千円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。　

（営業活動によるキャッシュフロー）

　営業活動の結果得られた資金は93,466千円となり、前中間会計期間に比べ135,545千円減少いたしました。

　これは、主にたな卸資産の増加額の減少により資金が前中間会計期間に比べ456,491千円増加したものの、仕入債務

の増減額が前中間会計期間の674,657千円の増加から175,057千円の減少に転じ、資金が前中間会計期間に比べ849,715

千円減少したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュフロー）

　投資活動の結果使用した資金は454,095千円となり、前中間会計期間より34,977千円増加いたしました。

　これは、主に前中間会計期間に比べ有形固定資産の取得による支出が277,024千円減少した一方で、有形固定資産の

売却による収入が108,809千円減少し、定期預金の預入による支出が200,000千円増加したことによるものです。
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（財務活動によるキャッシュフロー）

　財務活動の結果得られた資金は1,548,706千円となり、前中間会計期間より1,263,146千円増加いたしました。

　これは、主に転換社債型新株予約権付社債の発行による収入が1,500,000千円あり資金が増加した一方で、社債の償

還による支出が300,000千円増加したことによるものです。

 

 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期
平成17年９月

中間期
平成18年３月期

平成18年９月
中間期

自己資本比率（％） 11.8 12.1 16.8 16.0

時価ベースの自己資本比率（％） － － 115.4 35.0

債務償還年数（年） 4,298.2 18.0 37.5 51.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 0.0 2.3 1.1 0.9

　　自己資本比率　　　　　　　　　　　自己資本／総資産

　　時価ベースの自己資本比率　　　　　株式時価総額／総資産

　　債務償還年数　　　　　　　　　　　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　　　　　　　　　（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

　　インタレスト・カバレッジ・レシオ　営業キャッシュ・フロー／利払い

 

　　※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

平成17年３月期及び平成17年９月中間期の時価ベースの自己資本比率につきましては、当社は非上場かつ非登録で

ありましたので記載しておりません。

　　※有利子負債は、貸借対照表（中間貸借対照表）に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対

象としております。

　　※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書（中間キャッシュ・フロー計算書）に計上され

ている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

 （3）通期の見通し

　ドラッグストアー業界は拡大を続けるものの、出店競争やそれに伴う価格競争は依然として続いております。当社

地盤の愛媛県、香川県についても、四国以外を地盤とする企業の出店が進んできており、競合状態はますます激しく

なっております。

　このような状況のなかで、当社といたしましては相談という付加価値で他社との販売の差別化を行い営業力を強化

するとともに、出店に伴う人件費や地代家賃等の販売費及び一般管理費の増加抑制に取組みながら利益の拡大を目指

してまいります。

　平成19年３月期の業績見通しは、売上高25,803百万円、経常利益662百万円、当期純利益319百万円を見込んでおり

ます。
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 （4）事業等のリスク

　以下において、当社の事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えら

れる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。

　なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、現在において当社が判断したものであります。

①事業展開について

A. 競合と出店の状況について

　当社は平成18年９月30日現在、大衆薬、化粧品、日用生活商品等を取扱う薬局・薬店「ドラッグストアー」81

店舗（うち調剤併設店６店）を運営しております。さらに、医師の処方箋に基づいて調剤を行う調剤専門店８店

舗（ドラッグストアー及び専門店の併設店を除く）を運営しております。

　出店地域は瀬戸内圏内であり、平成18年９月30日現在、愛媛県54店（うち調剤専門店７店・調剤併設４店）、

香川県23店（うち調剤専門店１店・調剤併設２店）、徳島県３店、広島県９店を展開しております。

　ここ数年、当社はドラッグストアーを中心とした出店を行うことで業容の拡大を図っております。今後とも同

様に店舗数の拡大等を図っていく方針でありますが、ドラッグストアー業界では、同業他社の積極的な出店によ

る競合に加え、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど他業種との競合も激化しており、来店客数の減

少、売上単価の低下などにより当社業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、調剤店舗においては、競合に

加えて、近隣の医療機関の移転や廃業により業績が悪化する可能性があります。

　また、同業他社及び他業種の積極的な出店による不動産物件の獲得競争の激化により賃料等が高騰しておりま

す。このような状況の中、当社の新規出店の選定において、出店基準に合致する物件がなければ出店予定数を変

更することもあるため、当社の業績拡大や業績見通しに影響を及ぼす可能性があります。

　さらに、他社との競合激化により業績が悪化し退店する場合や、賃借先の経営不振により店舗営業の継続が困

難となり、差入保証金や敷金の返還に支障が生じるような場合には、当社の事業計画や業績に影響を及ぼす可能

性があります。

B. 当社に関連する業界の動向

　ドラッグストアー業界におきましては、上位企業による大量出店や合併・提携が増加し、上位企業による統合

がさらに進むと予想されます。

　当社は、今後においても状況に応じて合併、営業譲受、業務提携等を視野に入れ、業容拡大に柔軟に対応して

いく方針でありますが、これらの取り組みの状況によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社は、取扱商品の大半を卸業者より仕入れておりますが、昨今の卸業者の統合により仕入値の引き下

げ交渉が困難となる可能性があり、粗利益への影響が生じる可能性があります。

②特有の法的規制等が及ぼす影響について

A. 「薬事法」等による規制について

a. 「薬事法」等による許可、登録、届出の種類等について

　当社は、「薬事法」上の医薬品等の販売をするにあたり、その内容により各都道府県の許可、指定、免許、

登録または届出を必要としております。ただし、店舗の所在地が地域保健法の政令で定める市または特別区の

区域にある場合は、市長または区長の許可を必要としております。また、その他毒物劇物や農薬等の販売につ

いてもそれぞれの関係法令に基づく指定、届出及び登録を必要としており、これらの法令の改正等により店舗

の営業等に影響を及ぼすことがあります。

　その内容は、以下のとおりであります。

許可、登録、届出の種類 有効期間 関連する法律 登録等の交付者

医薬品販売業許可 ６年 薬事法 各都道府県知事又は所轄保健所長

毒物劇物一般販売業登録 ６年 毒物及び劇物取締法 各都道府県知事又は所轄保健所長

薬局開設許可 ６年 薬事法 各都道府県知事又は所轄保健所長

保険薬局指定 ６年 健康保険法 各都道府県社会保険事務局長

麻薬小売業者指定 ２年 麻薬及び向精神薬取締法 各都道府県知事

動物用医薬品一般販売業許可 ６年 薬事法 各都道府県知事

農薬販売届 無期限 農薬取締法 各都道府県知事
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b. 薬事法に規定される「医薬品の販売業」の許可について

　医薬品等の販売を行うには、薬事法第５条に規定される「薬局」または同法第25条に規定される「医薬品の

販売業」の許可を受けた者であることが必要とされます。このうち、当社は薬局開設者または一般販売業許可

を得て事業を展開しております。また、許認可等の交付者である各都道府県または所轄保健所によりこれらの

遵守状況についての指導・監督を受けており、これらの法令の改正等により店舗の営業等に影響を及ぼすこと

があります。

　「医薬品の販売業」については同法第25条において、次の４つの許可に分類されます。

イ．一般販売業　　　店舗ごとに薬剤師の配置が義務づけられており、すべての医薬品を販売することができ

ます。

ロ．薬種商販売業　　一定の要件を充足する者に対して店舗ごとに与えられる許可であり、厚生労働大臣の指

定する医薬品以外の医薬品を販売することができます。

ハ．配置販売業　　　厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した配置の方法により、医薬品の

販売を行うことができます。

ニ．特例販売業　　　当該地域において薬局及び医薬品販売等の普及が十分でない場合、そのほか特に必要が

ある場合に店舗ごとにその店舗の所在地の都道府県知事が指定した医薬品の販売を行う

ことができます。

B. 薬剤師の確保について

　当社は、薬局・薬店（ドラッグストアーを含む）を営んでいるため、「薬事法」により薬剤師の配置が義務付

けられており、店舗毎に薬剤師の配置を行っております。

　在籍薬剤師の人数は新規出店の重要な制約条件となり、ドラッグストアー業界では、同業他社の積極的な出店

により、薬剤師の採用に関しても同業他社との競争が激しくなることが予想され、また薬剤師確保にかかる採用

費等の高騰も予想されます。出店に必要な薬剤師が確保できない場合、当社グループの出店計画に影響を与える

可能性があり、薬剤師が確保された場合においても人件費の高騰が続いた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能

性があります。

　なお、平成18年９月30日現在、当社における有資格者数は薬剤師155名であります。今後の店舗展開を継続して

いくためにも、引き続き薬剤師確保に注力してまいります。

C. 医薬品の販売における規制緩和について

　医薬品の販売については、平成10年３月12日に中央薬事審議会（厚生労働大臣の諮問機関）の医薬品販売規制

特別部会が、用量、効能に制限を加える等の所要の処置を講じることを前提として、「胃腸薬」、「外皮用殺菌

消毒剤」、「ビタミン含有保健剤」、「総合代謝性製剤」等の15薬効群を医薬部外品に移行することを可能とし、

一般小売店での販売の規制緩和を容認する旨の報告書を中央薬事審議会の常任部会に提出いたしました。これを

受けて「ビタミン含有保健剤」や「総合代謝性製剤」の一部については、平成11年３月31日よりスーパーやコン

ビニ等の一般小売店での販売が始まっております。

　また、内閣府の総合規制改革会議は、平成14年12月12日の「規制改革の推進に関する第２次答申」の中で、「今

後とも、一定の基準に合致し、かつ保健衛生上比較的危険が少ない等の専門家の評価を受けた医薬品については、

一般小売店において販売できるよう、平成14年度中に専門家による検討を開始し、平成15年度を目途に結論を得

るようにするべきである」との見解を示しております。その後、内閣府の経済財政諮問会議は「経済財政運営と

構造改革に関する基本方針」の原案をまとめ、平成15年６月18日に「安全上特に問題がないとの結論に至った医

薬品すべてについて、薬局・薬店に限らず販売できるようにする」との方向性を示し、これを受けて平成15年12

月18日に厚生労働省の検討会は、約350品目の医薬品について一般小売店での販売を認める旨の報告書をまとめて

おります。その後も、平成16年７月30日から自由化品目に「胃腸薬（健胃薬）」、「外皮用殺菌消毒薬」等が追

加されております。

　当社は、医薬品販売業許可、薬局開設許可及び保険薬局指定等の許可を受けて営業しており、今後、上記の医

薬品販売規制が緩和された場合、他業種等の参入が容易となり、競争が激化し当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。
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D. 個人情報の管理について

　当社は、ポイントカード会員の情報を含め、個人情報取扱事業者として店舗及び調剤業務で取扱う顧客情報を

保有するほか、従業員に関する個人情報を保有しております。

　当社としては、こうした情報の取扱いに関する規程等を定め、従業員の情報管理教育を徹底することにより、

情報漏洩を未然に防ぐための措置を講じております。

　しかしながら、こうした措置にもかかわらず、情報漏洩が生じた場合には、情報管理体制の整備のための追加

的な費用負担が生じるほか、当社への社会的信用の失墜や損害賠償請求等により、当社の財政状態及び経営成績

に影響が生じる可能性があります。

E. 出店に関する規制について

　「大規模小売店舗立地法」（以下、「大店立地法」という）においては、売場面積が1,000㎡を超える新規出店

及び既存店の変更について、都道府県知事（政令指定都市においては市長）に届出が義務付けられており、騒音、

交通渋滞及びごみ処理等地域の生活環境への配慮が審査事項となります。

　当社においては、平成18年９月30日現在、「大店立地法」の規制を受けて出店している店舗は５店舗あります

が、今後、売場面積が1,000㎡を超える店舗を出店する場合及び複合店舗（２社以上で同一敷地に合計1,000㎡以

上の売場）で出店する場合には、当該規制を受けることにより当社の出店政策に影響を及ぼす可能性があります。

F. 訴訟等について

　当社はこれまで事業に関連した訴訟を受けたことはありませんが、特に医薬品を処方、販売する事業の性格上

訴訟を受ける可能性があり、訴訟の内容及び金額によっては当社の経営に影響を及ぼす可能性があります。

③調剤過誤について

　厚生労働省の医薬分業政策により、医薬分業が進展するとともに処方箋の応需枚数が増加しております。当社に

おいては、薬剤師の技術向上、医薬品の知識充実に積極的に取り組んでおります。

　当社では、社内の調剤部会において、調剤過誤が発生しないよう改善及び検討を行っております。今後の調剤過

誤を防止すべく交差鑑査体制（一人が処方箋に基づき調剤作業を実施し、別人が調剤鑑査を実施する体制）の強化

及び散薬鑑査システム（粉薬の調剤を実施する際、過誤の無いよう確認する機器）を全調剤薬局に設置し、調剤及

び交差鑑査の記録を残す体制を取っております。また、万一に備え、当社の全店舗において「薬剤師賠償責任保険」

に加入しております。

　しかしながら、今後、調剤薬の欠陥あるいは調剤過誤が発生し、それを原因として訴訟を受けた場合や訴訟に至

らなくとも当社の社会的信用を損なうこととなった場合には、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

④有利子負債について

A. 有利子負債依存度及び金利動向の影響について

　当社は、出店に際しては設備投資資金の大部分を借入金や社債等の有利子負債によって調達しておりますが、

当社の主な借入金の調達先は地方銀行、都市銀行などの金融機関であり、取引関係は安定していると認識してお

ります。

　当社は積極的な出店を続けており、今後も年間10店舗程度の出店を実施していく方針でありますが、金融機関

との関係悪化、有利子負債比率の上昇及び今後の金利動向によっては、調達計画ひいては出店計画を見直す可能

性があり、当社の事業拡大に影響を及ぼす可能性があります。また、有利子負債の増加や金利の上昇が当社の今

後の業績に影響を及ぼす可能性もあります。

 

B. 財務制限条項について

　当社が平成17年５月25日付で合意した株式会社みずほ銀行をエージェントとする貸付限度額1,300,000千円のシ

ンジケートローンにおいて、一定の財務制限条項が付されております。当該財務制限条項は、①貸借対照表の資

本の部の金額を平成16年３月決算期末における貸借対照表の資本の部の金額の75％及び直前の決算期末日におけ

る貸借対照表の資本の部の金額の75％のいずれか高いほうの金額以上に維持すること、②損益計算書上の経常損

益につき、２期連続して損失を計上しないこと、の２項となっており、当該条項に抵触した場合には期限の利益

を喪失し、一括返済する契約となっております。その場合、当社は速やかに代替の借入を行う必要がありますが、

代替の資金調達ができなかった場合には当社の事業継続に影響を及ぼす可能性があります。また、代替の資金調

達ができたとしても、それまでと異なる調達条件となった場合には、当社のその後の業績に影響を及ぼす可能性

があります。
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C. 有形固定資産の状況等について

　平成18年９月中間期末の当社の有形固定資産は、土地5,797,615千円、建物2,512,697千円を含む8,653,710千円

となっており、総資産額17,631,402千円の49.1％を占めております。これは、以前は土地を自社所有とする出店

形態が多かったことによるものであります。

　当該土地・建物は、ほとんどが店舗の運営に供されておりますが、この中には不採算店舗及び一部遊休土地と

なっているものもあり、これらの固定資産について、平成17年３月期に減損会計を早期適用し、247,400千円の減

損損失を計上いたしました。

　当社は今後、不採算店舗に対し、販売努力とコスト削減による店舗利益の向上を目指すとともに、一部不採算

店舗については閉鎖を進め、遊休土地の有効活用等の対策を講じる方針であります。しかしながら、今後、これ

らの対策が思うように進まなかった場合には、追加的に減損損失が計上され、当社の財政状態及び経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。

　また、不採算店舗の閉鎖や資産の売却を進めるにあたっては固定資産除売却損等の特別損失が発生する可能性

があります。なお、今後の出店については、土地は原則賃借とし、建物は賃借あるいは建設協力金を支払う形態

または自社建築で進め、固定資産を極力持たない店舗展開を行う方針であります。

⑤出店地域と天候等が当社の経営成績に与える影響について

　当社では、防災対策に人・物・金・情報の面で万全を期しておりますが、当社の出店地域において地震や台風等

の災害等が発生した場合には、当社店舗への来店顧客の減少あるいは店舗施設の破損等が発生し、当社の業績に影

響を与える可能性があります。

⑥役員との重要な取引関係

　当社は一部の店舗等の賃貸借契約について、平成18年９月30日現在、代表取締役社長三橋信也の連帯保証を受け

ております。なお、連帯保証に伴う保証料は支払っておりません。

　これらの賃料月額総額は18,128千円であり、毎月末に翌月分を前払いで支払う契約となっているため、月末なら

びに期末での債務保証残高はありません。

　今後は、賃貸先との交渉により当該連帯保証を解消していく方針であります。
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４．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 ※２ 827,828   2,519,656   1,131,578   

２．売掛金  131,694   151,855   161,787   

３．たな卸資産  3,578,078   3,943,308   3,895,919   

４．その他  429,285   470,835   445,106   

流動資産合計   4,966,886 32.1  7,085,655 40.2  5,634,392 35.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 2,525,170   2,512,697   2,596,460   

(2）土地 ※２ 5,981,604   5,797,615   5,799,259   

(3）その他  336,471   343,397   295,162   

有形固定資産
合計

 8,843,245   8,653,710   8,690,882   

２．無形固定資産  28,519   29,046   29,174   

３．投資その他の
資産

 1,630,422   1,862,989   1,765,811   

固定資産合計   10,502,188 67.9  10,545,746 59.8  10,485,869 65.0

資産合計   15,469,074 100.0  17,631,402 100.0  16,120,261 100.0
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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．支払手形  2,515,033   2,327,720   2,229,172   

２．買掛金  1,902,387   1,860,854   2,134,460   

３．短期借入金  1,026,600   726,600   1,262,240   

４．１年内返済予
定長期借入金

 1,477,432   1,886,705   1,519,396   

５．１年内償還予
定社債

 30,000   30,000   330,000   

６．賞与引当金  63,985   96,344   93,432   

７．その他  456,704   515,451   502,605   

流動負債合計   7,472,142 48.3  7,443,676 42.2  8,071,306 50.1

Ⅱ　固定負債           

１．社債  430,000   100,000   115,000   

２．転換社債型新
株予約権付社
債

 －   1,500,000   －   

３．長期借入金  5,294,958   5,384,992   4,831,053   

４．退職給付引当
金

 213,493   205,387   209,408   

５．役員退職慰労
引当金

 11,583   12,597   12,130   

６．その他  174,805   160,962   180,075   

固定負債合計   6,124,840 39.6  7,363,939 41.8  5,347,667 33.2

負債合計   13,596,982 87.9  14,807,615 84.0  13,418,974 83.2
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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   180,000 1.2     473,250 2.9
           
Ⅱ　資本剰余金           
           
　　　資本準備金  147,500      556,325   
           

資本剰余金合計   147,500 0.9     556,325 3.5
           
Ⅲ　利益剰余金           
           
  １.利益準備金  16,875      16,875   
           
  ２.任意積立金           
           
 （1）特別償却準備

金
 4,128      4,128   

 （2）別途積立金  1,302,000      1,302,000   
           
　３.中間(当期）未

処分利益
 209,018      333,349   

           
   利益剰余金合計   1,532,021 9.9     1,656,352 10.3

           
Ⅳ　その他有価証券

評価差額金 
  12,570 0.1     15,359 0.1

           
 　 資本合計   1,872,091 12.1     2,701,287 16.8
           
   負債・資本合計   15,469,074 100.0     16,120,261 100.0
           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

　１. 資本金      473,250 2.7    

　２. 資本剰余金           

資本準備金     556,325      

資本剰余金合計      556,325 3.2    

　３. 利益剰余金           

（1）利益準備金     16,875      

（2）その他利益
 剰余金

          

    特別償却準備
金

    3,357      

  別途積立金     1,602,000      

　  繰越利益剰余
金

    161,628      

利益剰余金合計      1,783,861 10.1    

  株主資本合計      2,813,436 16.0    

Ⅱ 評価・換算差額等           

　　その他有価証券
評価差額金

     10,350 0.0    

 　　　評価・換算
　 差額等合計

     10,350 0.0    

純資産合計      2,823,786 16.0    

負債純資産合計      17,631,402 100.0    
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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   12,381,691 100.0  12,690,144 100.0  25,261,174 100.0

Ⅱ　売上原価   9,361,048 75.6  9,414,906 74.2  18,966,066 75.1

売上総利益   3,020,642 24.4  3,275,237 25.8  6,295,107 24.9

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  2,745,216 22.2  3,004,485 23.7  5,692,515 22.5

営業利益   275,426 2.2  270,752 2.1  602,591 2.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  124,134 1.0  132,071 1.1  259,451 1.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  143,633 1.1  115,009 0.9  276,213 1.1

経常利益   255,926 2.1  287,814 2.3  585,829 2.3

Ⅵ　特別利益 ※３  77,089 0.6  1,790 0.0  77,089 0.3

Ⅶ　特別損失 ※４  11,489 0.1  26,241 0.2  49,933 0.2

税引前中間
（当期）純利
益

  321,526 2.6  263,362 2.1  612,985 2.4

法人税、住民
税及び事業税

 122,847   110,949   308,417   

法人税等調整
額

 11,120 133,967 1.1 2,405 113,354 0.9 △7,322 301,095 1.2

中間（当期）
純利益

  187,558 1.5  150,008 1.2  311,889 1.2

前期繰越利益   21,459   －   21,459  

中間（当期）
未処分利益

  209,018   －   333,349  
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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 

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)
473,250 556,325 556,325 16,875 4,128 1,302,000 333,349 1,656,352 2,685,927

中間会計期間中の変動額

利益処分による特別償却

準備金の取崩
     △770  770 － －

利益処分による別途積立

金の積立
     300,000 △300,000 － －

利益処分による剰余金の

配当
      △22,500 △22,500 △22,500

中間純利益       150,008 150,008 150,008

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）
－ － － － △770 300,000 △171,720 127,508 127,508

 平成18年９月30日　残高

　　　　　　（千円）
473,250 556,325 556,325 16,875 3,357 1,602,000 161,628 1,783,861 2,813,436

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）
15,359 15,359 2,701,287

 中間会計期間中の変動額

利益処分による特別償却

準備金の取崩
  －

利益処分による別途積立

金の積立
  －

利益処分による剰余金の

配当
  △22,500

中間純利益   150,008

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△5,009  △5,009 △5,009

 中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 （千円）
△5,009 △5,009 122,498

 平成18年９月30日　残高

　　　　　　　（千円）
10,350 10,350 2,823,786
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
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）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前中間（当期）
純利益

 321,526 263,362 612,985

減価償却費  118,073 124,519 252,151

賞与引当金の増加額  623 2,912 30,070

有価証券評価損  － 7,188 －

退職給付引当金の減
少額

 △1,130 △4,021 △5,215

役員退職慰労引当金
の増加額

 227 467 774

投資有価証券売却益  △294 △1,460 △294

受取利息及び受取配
当金

 △6,923 △9,245 △12,783

支払利息  94,149 97,720 185,089

器具備品受贈益  △15,748 △3,734 △39,705

有形固定資産売却益  △69,586 － △69,586

有形固定資産売却損  － － 33,593

有形固定資産除却損  11,366 17,410 16,216

減損損失  － 1,643 －

売上債権の増減額
（△は増加額）

 14,937 9,932 △15,155

未収入金の増減額
（△は増加額）

 △79,896 17,119 △24,537

たな卸資産の増加額  △503,659 △47,168 △820,962

仕入債務の増減額
（△は減少額）

 674,657 △175,057 620,869

その他  △26,804 64,987 △18,247

小計  531,519 366,575 745,263

利息及び配当金の受
取額

 2,068 2,560 3,684

利息の支払額  △97,692 △102,903 △193,153

法人税等の支払額  △206,884 △172,766 △341,121

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 229,011 93,466 214,672

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の預入によ
る支出

 － △200,000 －

有形固定資産の取得
による支出

 △395,850 △118,826 △575,165

有形固定資産の売却
による収入

 108,809 － 288,428

投資有価証券の取得
による支出

 △7,933 △903 △10,901

投資有価証券の売却
による収入

 905 2,952 855

貸付けによる支出  △124,500 △90,750 △296,000

貸付金の回収による
収入

 18,093 25,044 40,404

差入敷金保証金の増
加による支出

 △56,290 △65,843 △100,360

差入敷金保証金の減
少による収入

 13,389 △1,114 27,415

その他  24,259 △4,654 23,521

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △419,117 △454,095 △601,802
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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）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入れによる収
入

 2,100,000 800,000 5,190,000

短期借入金の返済に
よる支出

 △1,841,040 △1,335,640 △4,695,400

長期借入れによる収
入

 900,000 1,750,000 1,300,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △848,875 △828,752 △1,670,815

社債の発行による収
入

 － 1,500,000 －

社債の償還による支
出

 △15,000 △315,000 △30,000

株式の発行による収
入 

 － － 702,075

配当金の支払額  △9,525 △21,901 △9,525

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 285,559 1,548,706 786,334

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額

 95,453 1,188,077 399,204

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 552,374 951,578 552,374

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 647,828 2,139,656 951,578
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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

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）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

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）

時価のないもの

  同左

（1）有価証券

　その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価額等に基づく

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

　同左　

 

 (2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

　同左

（2）デリバティブ

　同左

 (3）たな卸資産

商品

　移動平均法による原価法

(3）たな卸資産

商品

　同左

（3）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

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物７～47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

　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）に基づいております。

(2）無形固定資産

同左

 

（2）無形固定資産

同左

　

 

 (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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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．引当金の計上基準 (1）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額のうち当中間会計

期間負担額を計上しております。

(1）賞与引当金

　同左

(1）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額のうち当事業年度

負担額を計上しております。

 (2）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発生している

と認められる額を計上しておりま

す。

　会計基準変更時差異（69,009千

円）については、10年による均等

額を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（７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にしてお

ります。

(2）退職給付引当金

　同左

　

　

(2）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、

当事業年度末に発生していると認

められる額を計上しております。

　会計基準変更時差異（69,009千

円）については、10年による均等

額を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（７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にしてお

ります。

 (3）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、内規に基づく中間会計期

間末要支給額を計上しております。

(3）役員退職慰労引当金

　同左

(3）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．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

　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

　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。

　仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺の上、流動資産の「その他」に

含めて表示しております。

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。

　仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺の上、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。

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。
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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

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）

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2,823,786千円でありま

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）

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 ※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

 1,838,333千円  1,970,568千円  1,859,508千円

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

定期預金 180,000千円

建物 1,378,524千円

土地 5,824,388千円

計 7,382,912千円

定期預金 180,000千円

建物 1,196,003千円

土地 4,793,495千円

計 6,169,499千円

定期預金 180,000千円

建物 1,303,995千円

土地 5,642,043千円

計 7,126,039千円

担保付債務 担保付債務 担保付債務

短期借入金 560,000千円

１年内返済予定長

期借入金
1,239,788千円

社債 300,000千円

長期借入金 3,803,805千円

計 5,903,593千円

短期借入金 460,000千円

１年内返済予定長

期借入金
1,462,960千円

長期借入金 3,822,585千円

計 5,745,545千円

短期借入金 586,000千円

１年内返済予定長

期借入金
1,173,368千円

1年内償還予定社

債

300,000千円

長期借入金 3,141,761千円

計 5,201,129千円

（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．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

賃貸収入 50,354千円 賃貸収入 60,194千円 賃貸収入 107,752千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 94,149千円 支払利息 97,720千円 支払利息 185,089千円

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．　　　　　― ※３．　　　　　―

固定資産売却益 69,586千円     

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．　　　　　― ※４．　　　　　―

固定資産除却損 11,366千円     

　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 117,146千円

無形固定資産 127千円

有形固定資産 122,943千円

無形固定資産 127千円

有形固定資産 249,832千円

無形固定資産 255千円
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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4月1日　至　平成18年9月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに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）

発行済株式

普通株式 15,000 － － 15,000

合計 15,000 － － 15,000

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間会計
期間末残高
（千円）

前事業年度
末

当中間会計
期間増加

当中間会計
期間減少

当中間会計
期間末

提出会社 平成13年新株引受権 普通株式 290 － － 290 －

平成15年新株予約権 普通株式 300 － － 300 －

合計 － 590 － － 590 －

３．配当に関する事項

（1）配当金支払額

　　 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月29日

定時株主総会
  普通株式 22,500 1,500 平成18年3月31日 平成18年6月29日

（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

    （決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月14日

取締役会
 普通株式 11,250 利益剰余金 750 平成18年9月30日 平成18年12月11日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

現金及び現金同等物の中間会計期間末残高と

中間貸借対照表に掲載されている科目の金額

との関係

現金及び現金同等物の中間会計期間末残高と

中間貸借対照表に掲載されている科目の金額

との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表

に掲載されている科目の金額との関係

（平成17年９月30日現在）

（千円）

（平成18年９月30日現在）

（千円）

（平成18年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 827,828

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△180,000

現金及び現金同等物 647,828

現金及び預金勘定 2,519,656 

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△380,000

現金及び現金同等物 2,139,656 

現金及び預金勘定  1,131,578

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△180,000 

現金及び現金同等物 951,578 
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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）

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

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

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

び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

器具備品 929,426 450,145 22,993 456,287

ソフト
ウェア

178,590 150,610 － 27,979

合計 1,108,016 600,756 22,993 484,266

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

器具備品 967,153 492,356 21,306 453,489

ソフト
ウェア

62,938 30,719 － 32,219

 車両 3,210 160 － 3,049

合計 1,033,302 523,236 21,306 488,758

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具備品 990,242 459,926 22,993 507,322

ソフト
ウェア

72,876 57,070 － 15,805

合計 1,063,118 516,996 22,993 523,128

（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）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）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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 176,428千円

１年超 307,837千円

合計 484,266千円

リース資産減損勘定の

残高
13,042千円

１年内 172,146千円

１年超 316,612千円

合計 488,758千円

リース資産減損勘定の

残高
7,206千円

１年内 180,753千円

１年超 342,375千円

合計 523,128千円

リース資産減損勘定の

残高
9,926千円

（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）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）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

崩額及び減価償却費相当額

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減損損失

支払リース料 103,802千円

リース資産減損勘定の

取崩額
3,080千円

減価償却費相当額 103,802千円

支払リース料 101,045千円

リース資産減損勘定の

取崩額
2,719千円

減価償却費相当額 101,045千円

支払リース料 206,717千円

リース資産減損勘定の

取崩額
6,196千円

減価償却費相当額 206,717千円

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

　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

　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。

 

 

－ 22 －



（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 56,390 77,198 20,807

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 14,759 15,058 298

合計 71,150 92,256 21,106

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 60,650

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 58,770 75,320 16,549

(2）その他 14,759 15,587 827

合計 73,530 90,908 17,377

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 53,461
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前事業年度末（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 59,359 84,824 25,465

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 14,759 15,083 323

合計 74,119 99,908 25,788

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 60,650
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利 スワップ取引 856,250 △15,692 △15,692

　（注）　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利 スワップ取引 741,250 △5,477 △5,477

　（注）　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利 スワップ取引 798,750 △8,992 △8,992

　（注）　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

　　（持分法損益等）

        該当事項はありません。
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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 147,408.81円

１株当たり中間純利益

金額
14,768.36円

１株当たり純資産額 188,252.41円

１株当たり中間純利益

金額
10,000.56円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
9,730.70円

 

１株当たり純資産額 180,085.83円

１株当たり当期純利益

金額
24,366.38円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
24,241.39円

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、ストックオ

プション制度導入に伴う新株予約権残

高がありますが、当社株式は非上場・

非登録であり期中平均株価が把握でき

ないため記載しておりません。

　（注）　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） 187,558 150,008 311,889

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
187,558 150,008 311,889

期中平均株式数（株） 12,700 15,000 12,800

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

普通株式増加数（株） － 416 66

 （うち新株予約権） (－) （416） （66）

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 

────── 旧商法第280条の19の規

定に基づく新株引受権

（新株予約権の数290

個）

旧商法第280条の19の規

定に基づく新株引受権

（新株予約権の数290

個）

（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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