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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 （百万円未満切り捨て） 

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 19,066 (△7.2) 115 (△43.4) 321 (△8.1)

17年９月中間期 20,535 (13.1) 203 (―) 349 (128.8)

18年３月期 42,800  679  925  

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 161 (△55.9) 729 98

17年９月中間期 366 (342.0) 1,721 37

18年３月期 633  2,906 89
（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 221,343株 17年９月中間期 212,688株 18年３月期 217,883株

②会計処理の方法の変更 無
③当社は平成17年９月20日付で普通株式１株につき４株の割合をもって分割しておりますが、期中平均株式数の算定にあたっては平成18年
３月期期首に株式分割が行われたものとして計算しております。

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す。

(2）財政状態 （百万円未満切り捨て）  

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 13,035 5,971 45.8 26,971 82

17年９月中間期 13,695 5,968 43.6 27,349 15

18年３月期 14,264 6,150 43.1 27,804 56
（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 221,416株 17年９月中間期 218,236株 18年３月期 221,200株

②期末自己株式数 18年９月中間期 1,748株 17年９月中間期 1,748株 18年３月期 1,748株
③当社は平成17年９月20日付で普通株式１株につき４株の割合をもって分割しておりますが、期末発行済株式の算定にあたっては平成18年
３月期期首に株式分割が行われたものとして計算しております。

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 40,000 800 400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）1,792円40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 － 500.00 500.00

19年３月期（実績） 250.00 －
500.00

19年３月期（予想） － 250.00

※　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ております。実際の業績は今後の様々な

要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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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   814,429   816,012   1,559,922  

２　売掛金   1,173,314   1,145,246   1,421,359  

３　たな卸資産   3,847,667   4,076,440   3,950,143  

４　繰延税金資産   131,655   172,785   209,313  

５　未収入金 ※２  1,098,940   1,001,860   1,154,032  

６　短期貸付金   681,011   ―   ―  

７　貸倒引当金   △3,537   △3,595   △4,035  

８　その他  ※３  216,974   315,587   275,037  

流動資産合計   7,960,457 58.1  7,524,337 57.7  8,565,773 60.0

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物   814,236   971,119   891,423  

(2）工具器具及び備
品

  386,996   304,137   326,776  

(3）土地   103,100   103,100   103,100  

(4）建設仮勘定   70,875   ―   42,899  

(5）その他   102,204   100,909   108,884  

有形固定資産合計   1,477,412 10.8  1,479,266 11.4  1,473,083 10.3

２　無形固定資産   94,658 0.7  131,473 1.0  96,060 0.7

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券   1,341,130   928,626   1,337,298  

(2）関係会社株式   771,180   771,180   771,180  

(3）繰延税金資産   ―   123,278   ―  

(4）長期貸付金   29,000   ―   ―  

(5）差入保証金   976,389   996,654   974,555  

(6）敷金   848,371   967,354   912,758  

(7）建設協力金等   63,178   ―   5,000  

(8）その他   133,232   163,556   184,426  

(9）貸倒引当金   ―   △50,077   △55,581  

投資その他の資産
合計

  4,162,483 30.4  3,900,574 29.9  4,129,638 29.0

固定資産合計   5,734,554 41.9  5,511,314 42.3  5,698,781 40.0

資産合計   13,695,011 100.0  13,035,652 100.0  14,264,555 100.0
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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   2,656,612   2,666,445   3,001,684  

２　短期借入金   ―   ―   ―  

３　一年以内返済予定
の長期借入金

  874,000   599,000   751,000  

４　未払金 ※２  1,552,619   1,773,625   1,965,924  

５　未払法人税等   459,584   88,448   627,297  

６　未払消費税等 ※３  58,010   ―   90,591  

７　未払費用   80,740   112,581   92,788  

８　賞与引当金   40,423   66,888   42,084  

９　ポイント引当金   42,876   ―   18,460  

10　商品保証引当金   110,171   177,225   114,497  

11　その他   86,470   109,615   99,515  

流動負債合計   5,961,508 43.5  5,593,830 42.9  6,803,843 47.7

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金   779,500   680,500   466,000  

２　役員退職慰労引当
金

  107,860   100,681   112,858  

３　預り保証金   697,578   687,419   692,498  

４　繰延税金負債   179,995   ―   38,985  

５　その他   ―   1,227   ―  

固定負債合計   1,764,934 12.9  1,469,828 11.3  1,310,342 9.2

負債合計   7,726,443 56.4  7,063,658 54.2  8,114,186 56.9
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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   1,562,136 11.4  － －  1,591,185 11.2

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金   1,829,540   －   1,858,589  

２　その他資本剰余金           

自己株式処分差
益

  20,006   －   20,006  

資本剰余金合計   1,849,547 13.5  － －  1,878,596 13.2

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金   12,000   －   12,000  

２　中間（当期）未処
分利益

  2,178,997   －   2,446,244  

利益剰余金合計   2,190,997 16.0  － －  2,458,244 17.2

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  433,890 3.2  － －  290,345 2.0

Ⅴ　自己株式   △68,003 △0.5  － －  △68,003 △0.5

資本合計   5,968,568 43.6  － －  6,150,368 43.1

負債・資本合計   13,695,011 100.0  － －  14,264,555 100.0

           

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 1,592,417 12.2 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 1,859,821 －

(2）その他資本剰余
金

 － 20,006 －

資本剰余金合計  － － 1,879,828 14.4 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 12,000 －

(2）その他利益剰余
金

 － 2,497,219 －

利益剰余金合計  － － 2,509,219 19.3 － －

４　自己株式  － － △68,003 △0.5 － －

株主資本合計  － － 5,913,462 45.4 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

　その他有価証券評価
差額金

 － － 58,530 0.4 － －

純資産合計  － － 5,971,993 45.8 － －

負債純資産合計  － － 13,035,652 100.0 － －
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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   20,535,299 100.0  19,066,846 100.0  42,800,301 100.0

Ⅱ　売上原価   16,892,106 82.3  15,245,130 80.0  35,126,067 82.1

売上総利益   3,643,192 17.7  3,821,716 20.0  7,674,234 17.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  3,439,195 16.7  3,706,182 19.4  6,994,461 16.3

営業利益   203,997 1.0  115,533 0.6  679,772 1.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  213,721 1.0  247,665 1.3  357,110 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  68,059 0.3  41,705 0.2  111,575 0.3

経常利益   349,659 1.7  321,493 1.7  925,307 2.2

Ⅵ　特別利益 ※３  553,686 2.7  24,404 0.1  567,986 1.3

Ⅶ　特別損失 ※４  161,607 0.8  35,246 0.2  314,889 0.7

税引前中間（当
期）純利益

  741,739 3.6  310,652 1.6  1,178,405 2.8

法人税、住民税及
び事業税

 454,795   101,857   744,607   

法人税等調整額  △79,171 375,623 1.8 47,219 149,077 0.8 △199,564 545,042 1.3

中間（当期）純利
益

  366,115 1.8  161,575 0.8  633,362 1.5

前期繰越利益   1,812,882   ―   1,812,882  

中間（当期）未処
分利益

  2,178,997   ―   2,446,244  
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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

資本準備金
その他資本剰
余金

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
計繰越利益剰余

金

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,591,185 1,858,589 20,006 1,878,596 12,000 2,446,244 2,458,244

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 1,232 1,232 － 1,232 － － －

剰余金の配当（千円） － － － － － △110,600 △110,600

中間純利益（千円） － － － － － 161,575 161,575

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）
1,232 1,232 － 1,232 － 50,975 50,975

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,592,417 1,859,821 20,006 1,879,828 12,000 2,497,219 2,509,219

株主資本 
評価・換算差

額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

平成18年３月31日　残高

（千円）
△68,003 5,860,022 290,345 6,150,368

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） － 2,464 － 2,464

剰余金の配当（千円） － △110,600 － △110,600

中間純利益（千円） － 161,575 － 161,575

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）

－ － △231,815 △231,815

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ 53,439 △231,815 △178,375

平成18年９月30日　残高

（千円）
△68,003 5,913,462 58,530 5,971,993
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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　資産の評価基準および評

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

　移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組

合及びこれに類する組合への

出資については、組合契約に

規定されている決算報告日に

応じて、入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によっ

ております。

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

　移動平均法による原価法

　ただし、書籍については売価

還元法による原価法によってお

ります。

(2）たな卸資産

商品

同左

(2）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（附属設備を除く）

については、定額法によっており

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 ６年～47年

工具器具及び備

品
３年～15年

  

 (2）無形固定資産

　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）に基づく定額法によって

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

　定額法によっております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３　繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用にて処理してお

ります。

―― 新株発行費

　支出時に全額費用にて処理してお

ります。
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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）

４　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、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）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額のうち当中間期負担額

を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額のうち当期負担額を計

上しております。

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

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い

ては年金資産見込額が退職給付債

務見込額を超過しているため、そ

の超過額2,425千円を流動資産そ

の他に含めて計上しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

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。

(3）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、当事業年度末においては

年金資産見込額が退職給付債務見

込額を超過しているため、その超

過額4,936千円を流動資産その他

に含めて計上しております。

 (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に充て

るため、内規に基づく当中間会計

期間末要支給額を計上しておりま

す。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に充て

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

 (5）ポイント引当金

　ポイントカードの使用による値

引きに備えるため、過去の利用実

績率に基づき、当中間会計期間末

において将来利用されると見込ま

れる値引きに対する見積り額を計

上しております。

(5）ポイント引当金

――

(5）ポイント引当金

　ポイントカードの使用による値

引きに備えるため、過去の利用実

績率に基づき、当事業年度末にお

いて将来利用されると見込まれる

値引きに対する見積り額を計上し

ております。

 (6）商品保証引当金

　商品の５年間保証に備えるため、

過去の実績に基づき、将来顕在化

すると見込まれる金額を計上して

おります。

(6）商品保証引当金

同左

(6）商品保証引当金

同左

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

消費税等の処理方法

　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。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

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）

　「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）を当中間会計期間

から適用しております。

　これにより損益に与える影響は、税

引前中間純利益が18,995千円減少して

おります。

　　　　　 　―――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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」

（「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）を当事業年度から

適用しております。

　これにより損益に与える影響は、営

業利益及び経常利益が5,791千円増加

し、税引前当期純利益が83,537千円減

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5,971,993千円であります。

　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

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）

　「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１

日より適用となること及び「金融商品会計に関する実務指

針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付

で改正されたことに伴い、前事業年度の下期から投資事業

有限責任組合及びこれに類する組合への出資（証券取引法

第２条第２項により有価証券とみなされるもの）を投資有

価証券として表示する方法に変更しました。

　なお、当中間会計期間末の「投資有価証券」に含まれる

当該出資の額は、94,781千円であり、前中間会計期間末に

おける投資その他の資産の「出資金」に含まれている当該

出資の額は、80,335千円であります。

　　　　　 　　　　　　―――
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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）

（商品保証引当金）

　商品の５年間商品保証に係る非顕在

債務額の重要性が高まったことから、

当中間会計期間より、当中間会計期間

末に合理的に見込まれる潜在的費用を

引当計上することにしました。

　この処理を採用したことにより営業

利益、経常利益及び税引前中間純利益

は、110,171千円減少しております。

　　　　　 　―――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（商品保証引当金）

　商品の５年間商品保証に係る非顕在

債務額の重要性が高まったことから、

当事業年度より、当事業年度末に合理

的に見込まれる潜在的費用を引当計上

することにしました。

　この処理を採用したことにより営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益

は、114,497千円減少しております。

 

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）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

800,169千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

962,556千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

864,163千円

※２　フランチャイズ店との共同購入による

仕入債務のうち、フランチャイズ店が負

担する部分は当社がフランチャイズ店か

ら入金を受けたうえで支払いを行ってお

ります。当社は当該金額を未払金として

認識し、これに対応してフランチャイズ

店に対する未収入金を計上しております。

未収入金及び未払金のうち、このような

処理に基づく当中間会計期間末残高合計

は、未収入金957,119千円、未払金

1,316,477千円となっております。

※２　フランチャイズ店との共同購入による

仕入債務のうち、フランチャイズ店が負

担する部分は当社がフランチャイズ店か

ら入金を受けたうえで支払いを行ってお

ります。当社は当該金額を未払金として

認識し、これに対応してフランチャイズ

店に対する未収入金を計上しております。

未収入金及び未払金のうち、このような

処理に基づく当中間会計期間末残高合計

は、未収入金915,826千円、未払金

1,397,387千円となっております。

※２　フランチャイズ店との共同購入による

仕入債務のうち、フランチャイズ店が負

担する部分は当社がフランチャイズ店か

ら入金を受けたうえで支払いを行ってお

ります。当社は当該金額を未払金として

認識し、これに対応してフランチャイズ

店に対する未収入金を計上しております。

未収入金及び未払金のうち、このような

処理に基づく当期末残高合計は、未収入

金1,018,759千円、未払金1,627,379千円

となっております。

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、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

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動資産の「その他」に含めて

表示しております。
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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　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取配当金 29,638千円

販売奨励金 38,528千円

受取手数料 21,949千円

賃貸料収入 35,172千円

契約金等収入 38,000千円

投資事業組合出資金運用益 81,851千円

受取配当金 29,095千円

販売奨励金 34,108千円

受取手数料 31,194千円

賃貸料収入 34,255千円

受取配当金 29,638千円

販売奨励金 89,276千円

受取手数料 52,059千円

賃貸料収入 69,446千円

契約金等収入 38,000千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 9,875千円

支払手数料 24,060千円

賃貸関連費用 30,921千円

支払利息 5,905千円

賃貸関連費用 34,133千円

支払利息 15,862千円

支払手数料 24,060千円

賃貸関連費用 65,073千円

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

投資有価証券売却益 231,000千円

子会社株式売却益 321,898千円

貸倒引当金戻入益 5,944千円

ポイント引当金戻入益 18,460千円

投資有価証券売却益 231,000千円

子会社株式売却益 321,898千円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

関係会社株式評価損 9,999千円

商品評価損 132,528千円

固定資産減損損失 18,995千円

固定資産減損損失 35,142千円 貸倒引当金繰入額 55,581千円

商品評価損 132,528千円

固定資産減損損失 89,329千円

　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固定資産減損損

失を計上いたしました。

　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固定資産減損損

失を計上いたしました。

　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固定資産減損損失を

計上いたしました。

場所 用途 種類

神奈川県 営業店舗
建物及び構築物
その他有形固定資産
リース資産

場所 用途 種類

埼玉県 営業店舗
建物及び構築物
その他有形固定資産
リース資産

場所 用途 種類

神奈川県 営業店舗
建物及び構築物
その他有形固定資産
リース資産

千葉県 営業店舗
建物及び構築物
その他有形固定資産
リース資産

 

　当社は、キャッシュ・フローを生み出

す最小単位として主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、資産グループの固定資産簿価を全

額回収できる可能性が低いと判断した店

舗について、当該資産グループの帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を固定資産減損損失（18,995千円）と

して特別損失に計上しました。

　当社は、キャッシュ・フローを生み出

す最小単位として主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、資産グループの固定資産簿価を全

額回収できる可能性が低いと判断した店

舗について、当該資産グループの帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を固定資産減損損失（35,142千円）と

して特別損失に計上しました。

　当社は、キャッシュ・フローを生み出

す最小単位として主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、資産グループの固定資産簿価を全

額回収できる可能性が低いと判断した店

舗について、当該資産グループの帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を固定資産減損損失（89,329千円）と

して特別損失に計上しました。

※固定資産減損損失の内訳 ※固定資産減損損失の内訳 ※固定資産減損損失の内訳

場所

固定資産減損損失（千円）

建物及び
構築物

その他 計

神奈川県 11,741 7,253 18,995

場所

固定資産減損損失（千円）

建物及び
構築物

その他 計

埼玉県 6,461 28,680 35,142

場所

固定資産減損損失（千円）

建物及び
構築物

その他 計

神奈川県 41,557 19,148 60,706

 千葉県 8,169 20,453 28,622

 

　当該資産グループの固定資産回収可能

価額は正味売却価額により測定しており、

主に固定資産税評価額及び減価償却計算

に用いられている税法規定等に基づく残

存価額（取得価額の5%）を基に評価して

おります。

　当該資産グループの固定資産回収可能

価額は正味売却価額により測定しており、

主に固定資産税評価額及び減価償却計算

に用いられている税法規定等に基づく残

存価額（取得価額の5%）を基に評価して

おります。

　当該資産グループの固定資産回収可能

価額は正味売却価額により測定しており、

主に固定資産税評価額及び減価償却計算

に用いられている税法規定等に基づく残

存価額（取得価額の5%）を基に評価して

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）

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 132,028千円

無形固定資産 16,365千円

有形固定資産 111,406千円

無形固定資産 16,296千円

有形固定資産 278,142千円

無形固定資産 34,737千円

（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 1,748 ―― ―― 1,748

合計 1,748 ―― ―― 1,748
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①　リース取引

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

　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

　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

 

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)

工具
器具
及び
備品

539,462 279,238 2,600 257,623

無形
固定
資産

117,744 50,732 ― 67,011

合計 657,206 329,971 2,600 324,635

 

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)

工具
器具
及び
備品

425,167 242,482 40,661 142,022

無形
固定
資産

117,744 74,281 ― 43,462

合計 542,911 316,764 40,661 185,485

 

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)

工具
器具
及び
備品

499,389 270,890 22,630 205,868

無形
固定
資産

117,744 62,507 ― 55,237

合計 617,133 333,397 22,630 261,105

②　未経過リース料中間期末残高相当額及

びリース資産減損勘定中間期末残高

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及

びリース資産減損勘定中間期末残高

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及びリー

ス資産減損勘定期末残高

未経過リース料期末残高相当額

１年内 126,339千円

１年超 201,487千円

合計 327,826千円

１年内 90,990千円

１年超 133,546千円

合計 224,537千円

１年内 112,159千円

１年超 175,302千円

合計 287,461千円

リース資産減損

勘定中間期末残

高

1,573千円

リース資産減損

勘定中間期末残

高

39,739千円

リース資産減損

勘定期末残高
22,630千円

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、支払利息相

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、支払利息相

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、支払利息相

当額及び減損損失

支払リース料 71,609千円

リース資産減損勘定

の取崩額
1,027千円

減価償却費相当額 67,546千円

支払利息相当額 2,878千円

減損損失 2,600千円

支払リース料 64,988千円

リース資産減損勘定

の取崩額
3,263千円

減価償却費相当額 60,118千円

支払利息相当額 1,944千円

減損損失 20,372千円

支払リース料 146,553千円

リース資産減損勘定

の取崩額
2,600千円

減価償却費相当額 139,939千円

支払利息相当額 5,386千円

減損損失 25,230千円

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

⑤　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日）

　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）

　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）

　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）

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）

―― ―― 　新株予約権の決議

　平成17年６月23日開催の第11回定時

株主総会で承認されました商法第280条

ノ20並びに商法第280条ノ21の規定に基

づきストックオプションとして発行す

る新株予約権の具体的な内容について、

平成18年４月28日開催の当社取締役会

において下記の通り決議いたしました。

　１　新株予約権の発行日

　　　　平成18年４月28日

　２　新株予約権の発行数

　　　　479個（新株予約権１個につ　

　　　　　　　　き４株

　３　新株予約権の発行価額

　　　　無償とする　　　　　　

　４　新株予約権の目的たる株式の種

類及び数

　　　　当社普通株式　1,916株

　５　新株予約権の行使に際しての払

込金額

　　　　１株につき87,710円

　６　新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額の総額

　　　　168,052,360円

　７　新株予約権の行使期間

　　　　平成19年10月１日から平成21

年12月31日まで

　８　新株予約権の行使により新株を

発行する場合の発行価額のうち

資本に組入れる額

　　　　84,026,180円

 （１株につき43,855円）
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