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常務執行役
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決算取締役会開催日 平成18年11月14日 配当支払開始日 平成18年12月8日

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 35,383 △7.9 451 1.4 1,196 △31.5

17年９月中間期 38,401 △2.7 445 115.7 1,748 148.2

18年３月期 76,744 265 2,256

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 701 71.2 36 04

17年９月中間期 409 △9.9 21 11

18年３月期 1,508 77 73

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期
19,456,731

株
17年9月中間期

19,399,353
株

18年3月期
19,400,609

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 47,211 30,391 64.3 1,567 65

17年９月中間期 48,408 29,222 60.4 1,506 39

18年３月期 49,860 30,479 61.1 1,567 83

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期
19,366,191

株
17年9月中間期

19,399,054
株

18年3月期
19,440,319

株

②期末自己株式数 18年9月中間期 921,384株 17年9月中間期 888,521株 18年3月期 847,256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 71,000 1,770 1,050

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 　54円　22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 14.0 21.0 35.0

19年3月期（実績） 18.0 －
36.0

19年3月期（予想） － 18.0

※　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。
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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）

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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 9,276 8,315  19,807

２．受取手形 ※４ 4,101 3,770  2,680

３．売掛金 6,515 6,206  7,000

４．たな卸資産 2,980 2,216  2,479

５．短期貸付金 － 9,736  198

６．その他 ※２ 3,095  1,629    2,054   

貸倒引当金 △921 △957  △947

流動資産合計 25,048 51.7 30,917 65.5 5,868 33,272 66.7

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１  

(1）建物 6,035 4,833  4,973

(2）機械及び装
置

2,803 2,407  2,590

(3）土地 10,082 4,614  4,614

(4）その他 549 454  490

有形固定資産
計

19,470 12,310  12,668

２．無形固定資産 774 867  880

３．投資その他の
資産

 

(1）商品券発行
保証金

※３ 800 800  800

(2）その他 2,827 2,572  2,515

貸倒引当金 △512 △255  △277

投資その他の
資産計

3,115 3,116  3,038

固定資産合計 23,360 48.3 16,294 34.5 △7,066 16,587 33.3

資産合計 48,408 100.0 47,211 100.0 △1,197 49,860 100.0
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 ※４ 6,645 6,137  5,969

２．買掛金 5,653 5,094  5,570

３．未払金 650 805  773

４．未払法人税等 786 368  2,042

５．賞与引当金 208 92  138

６．商品券 ※３ 3,313 2,388  2,772

７．その他 ※２ 636 559  910

流動負債合計 17,894 37.0 15,447 32.7 △2,447 18,177 36.5

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当
金

662 848  697

２．役員退職慰労
引当金

108 68  55

３．預り保証金 520 455  450

固定負債合計 1,291 2.6 1,372 2.9 80 1,203 2.4

負債合計 19,186 39.6 16,819 35.6 △2,366 19,381 38.9

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 3,435 7.1 － － － 3,435 6.9

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 4,796 －  4,796

２．その他資本剰
余金

   

 　 自己株式処分
差益

0 －  2

資本剰余金合計 4,796 9.9 － － － 4,799 9.6

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 469 －  469

２．任意積立金 20,500 －  20,500

３．中間(当期)未
処分利益

981 －  1,807

利益剰余金合計 21,950 45.4 － － － 22,777 45.7

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

55 0.1 － － － 433 0.8

Ⅴ　自己株式 △1,016 △2.1 － － － △966 △1.9

資本合計 29,222 60.4 － － － 30,479 61.1

負債資本合計 48,408 100.0 － － － 49,860 100.0
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本         

１．資本金  － － 3,435 7.3 － － －

２．資本剰余金   

(1) 資本準備金 － 4,796  －

(2) その他資本

剰余金
－ 8  －

資本剰余金合

計
－ － 4,805 10.2 － － －

３．利益剰余金   

(1) 利益準備金 － 469  －

(2) その他利益

剰余金
    

別途積立金 － 21,500  －

繰越利益剰

余金
－ 1,100  －

利益剰余金合

計
 － － 23,070 48.8 － － －

４．自己株式  － － △1,121 △2.4 － － －

株主資本合

計
 － － 30,190 63.9 － － －

Ⅱ　評価・換算差額

等
       

１．その他有価証

券評価差額金
－ － 158 0.4 － － －

２．繰延ヘッジ損

益
－ － 10 0.0 － － －

評価・換算差額

等合計
－ － 169 0.4 － － －

Ⅲ　新株予約権 － － 32 0.1 － － －

純資産合計 － － 30,391 64.4 － － －

負債純資産合計 － － 47,211 100.0 － － －
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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）

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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 38,401 100.0 35,383 100.0 △3,018 76,744 100.0

Ⅱ　売上原価 30,888 80.4 28,378 80.2 △2,510 62,657 81.6

売上総利益 7,512 19.6 7,004 19.8 △508 14,086 18.4

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

7,067 18.4 6,553 18.5 △514 13,821 18.0

営業利益 445 1.2 451 1.3 6 265 0.4

Ⅳ　営業外収益 ※２ 1,302 3.4 747 2.1 △555 1,996 2.5

Ⅴ　営業外費用  － － 2 0.0 2 4 0.0

経常利益 1,748 4.6 1,196 3.4 △551 2,256 2.9

Ⅵ　特別利益 ※３ 38 0.1 195 0.5 156 2,730 3.6

Ⅶ　特別損失 ※４ 635 1.7 250 0.7 △384 1,566 2.0

税引前中間(当
期)純利益

1,151 3.0 1,141 3.2 △10 3,421 4.5

法人税、住民
税及び事業税

766 330  2,100

法人税等調整
額

△24 741 1.9 109 440 1.2 △301 △187 1,912 2.5

中間(当期)純
利益

409 1.1 701 2.0 291 1,508 2.0

前期繰越利益 571 － － 571

中間配当額 － － － 271

中間(当期)未
処分利益

981 － － 1,807
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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
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
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年3月31日　残高

                  （百万円）
3,435 4,796 2 4,799 469 20,500 1,807 22,777 △966 30,045

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て（注）  

                （百万円)
     1,000 △1,000 －  －

剰余金の配当 (注）        

   　　　　　　 （百万円）
      △408 △408  △408

中間純利益      （百万円）       701 701  701

自己株式の取得  （百万円）         △276 △276

自己株式の処分  （百万円）   6 6     122 128

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

                （百万円）

          

中間会計期間中の変動額合計

                  （百万円）
－ － 6 6 － 1,000 △706 293 △154 144

平成18年9月30日　残高

                  （百万円）
3,435 4,796 8 4,805 469 21,500 1,100 23,070 △1,121 30,190

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

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日　残高

                  （百万円）
433 － 433 － 30,479

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て（注）

               （百万円)
    －

剰余金の配当（注）     

               （百万円）
    △408

中間純利益     （百万円）     701

自己株式の取得 （百万円）     △276

自己株式の処分 （百万円）     128

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

               （百万円）

△275 10 △264 32 △232

中間会計期間中の変動額合計

                 （百万円）
△275 10 △264 32 △87

平成18年9月30日　残高

                 （百万円）
158 10 169 32 30,391

 （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。

－ 40 －



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

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

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）

 

その他有価証券

時価のあるもの

中間期末日の市場価格等

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

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）デリバティブ等の評価基準及び

評価方法 

デリバティブ　時価法

 

(2）デリバティブ等の評価基準及び

評価方法 

デリバティブ　時価法

 

(2）デリバティブ等の評価基準及び

評価方法 

デリバティブ　時価法

 

(3）たな卸資産

先入先出法による原価法によっ

ております。

(3）たな卸資産

同左

(3）たな卸資産

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

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。

　建物　　　　３年～50年

　機械装置　　６年～17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

定額法によっております。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．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒

実績率により計上し、貸倒懸念

債権等特定の債権については、

個別に回収の可能性を検討し、

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）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、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。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、将来の支給

見込額のうち当期の負担額を計

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

当事業年度末における退職給付

債務の見込額に基づき、当中間

期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

債務の見込額に基づき、当中間

期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、数理計算上の差異は、

各年度の発生時における平均残

存勤務期間以内の一定の年数

(10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と

しております。

 (会計処理の変更)

当中間会計期間より退職給付債

務の算定方法を簡便法から原則

法に変更いたしました。この変

更は従業員の増加等にともない、

退職給付に係る会計処理をより

適切に行うためであります。

この変更にともなって発生する

原則法による退職給付債務と簡

便法による退職給付債務の差額

117百万円は特別損失に計上し

ております。

この結果、従来の方法によった

場合に比較して、営業利益、経

常利益は17百万円減少し、税引

前中間純利益は134百万円減少

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

債務の見込額に基づき、当期の

負担額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づく当中間期末要

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出に備え

て、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
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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）

５．ヘッジ会計の方法 (1）へッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

(1）へッジ会計の方法

同左

(1）へッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・デリバティブ取

引（為替予約取引等）

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・同左

ヘッジ対象・・外貨建金銭債務

および外貨建予定取引

ヘッジ対象・・同左 ヘッジ対象・・同左

（3）ヘッジ方針

輸入取引に係る外貨建金銭債務

および外貨建予定取引に対して

為替相場の変動によるリスクを

ヘッジする目的で行っておりま

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

ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であるため、

ヘッジに高い有効性があるもの

と判断しております。

（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

消費税等の会計処理

消費税およ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利益は、541

百万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利益は、541

百万円減少しております。

なお、減損損失累計額については、当

該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30,348百万円でありま

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。 

───── 

 ───── (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32

百万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）

 ─────  (仕入割引)　

　前事業年度まで、仕入代金現金決

済時に受取る現金歩引きについては、

営業外収益の「仕入割引」として会

計処理しておりましたが、当中間会

計期間より、仕入控除項目として、

「売上原価」に含めて処理すること

に変更しました。

　この変更は、市場の実勢金利との

乖離により金利としての側面が薄れ

て、商品コスト引下げ、仕入割戻と

同様の商品価格政策の一部となって

きた実態に即して、より適切な表示

を行うためのものであります。

　この変更により従来の方法と比べ

て営業利益は、63百万円増加し営業

外収益が同額減少しております。

───── 

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）

───── 
 　(中間貸借対照表)

  「短期貸付金」は、前中間会計期間まで、流動資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期

末において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記し

ました。なお、前中間会計期間の「短期貸付金」の金額は、

153百万円であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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

9,860百万円 10,609百万円 10,245百万円 

※２　消費税等の表示方法 仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ流動負債のその他に含め

て表示しております。

同左 同左

※３　担保資産および担保付債

務

担保に供している資

産

商品券発行保証金 800百万円 800百万円 800百万円 

なお、商品券発行保証金は、現金に

て供託しております。

同左 同左

担保付債務

商品券 3,313百万円 2,388百万円 2,772百万円 

※４　中間期末日満期手形  ───── 中間期末日満期手形の会計処理につ

いては、当中間会計期間の末日は金

融機関の休日でしたが、満期日に決

済が行われたものとして処理してお

ります。当中間期末日満期手形の金

額は次のとおりであります。

　　　　　受取手形　　496百万円

　　　　　支払手形　　　0百万円

 ───── 

（中間損益計算書関係）

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　減価償却実施額

有形固定資産

無形固定資産

計

472百万円

140百万円

612百万円

410百万円

119百万円

529百万円

959百万円

256百万円

1,215百万円

※２　営業外収益の主要項目

１．受取利息

２．受取配当金

1百万円

3百万円

23百万円

10百万円

3百万円

3百万円

３．仕入割引

４. 未回収商品券受入

益

５. 為替予約解約益

74百万円

603百万円

515百万円

－ 百万円

573百万円

－ 百万円

145百万円

1,122百万円

515百万円

※３　特別利益の主要項目

１．保険積立金解約益

２．貸倒引当金戻入益

３．投資有価証券売却

益

20百万円

18百万円

－ 百万円

－  百万円

－  百万円

195  百万円

20百万円

101百万円

－百万円
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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　特別損失の主要項目

１．固定資産除却損 4百万円 2百万円 34百万円

２．投資有価証券評価

損

31百万円 0百万円 34百万円

３．子会社整理損 －百万円 130百万円 917百万円

４．減損損失 541百万円 －百万円 541百万円

      

 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

て減損損失を計上いたしまし

た。

場　所：大阪市天王寺区

用　途：店舗

種　類：土地および借地権

減損額：346百万円

 

場　所：大阪市天王寺区ほか

用　途：遊休資産

種　類：土地

減損額： 58百万円

 

場　所：山梨県甲府市

用　途：賃貸土地

種　類：土地

減損額：136百万円

 

当社の資産グルーピングは、

本社および大阪支社ならびに

各地の物流センター、支店に

ついては共用資産として行い、

直営店舗、遊休資産について

は個別物件単位で行っており

ます。

このうち市場価格が著しく下

落した物件について帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失541百万

円として計上いたしました。

　なお、当該資産の回収可能

価額は不動産鑑定評価を行い、

主に正味売却価額で算定して

おります。

 ───── 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

損損失を計上いたしました。

場　所：大阪市天王寺区

用　途：店舗

種　類：土地および借地権

減損額：346百万円

 

場　所：大阪市天王寺区ほか

用　途：遊休資産

種　類：土地

減損額：58百万円

 

場　所：山梨県甲府市

用　途：賃貸土地

種　類：土地

減損額：136百万円

 

当社の資産グルーピングは、

本社および大阪支社ならびに

各地の物流センター、支店に

ついては共用資産として行い、

直営店舗、遊休資産について

は個別物件単位で行っており

ます。

このうち市場価格が著しく下

落した物件について帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失541百万

円として計上いたしました。

　なお、当該資産の回収可能

価額は不動産鑑定評価を行い、

主に正味売却価額で算定して

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　（注） 847 175 101 921

 　　　　合計 847 175 101 921

 （注）　普通株式の自己株式の株式数の増加175千株は、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく単元株式

の買付けによる増加175千株、単元未満株式の買取りによる増加０千株によるものであります。また、普通株式

の自己株式の株式数の減少101千株は、ストック・オプションの行使による減少101千株および単元未満株式の買

増し請求による０千株によるものであります。

①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

　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 1,506円39銭

１株当たり中間純利益金

額

21円11銭

１株当たり純資産額 1,567円65銭

１株当たり中間純利益金

額

  36円04銭

１株当たり純資産額 1,567円83銭

１株当たり当期純利益金

額

77円73銭

　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、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

潜在株式調整後1株当たり中間純利益

金額

                         36円01銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

金額　　　　　　　

　　　　　　 　　　　　　77円72銭

　（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（百万円） 409 701 1,508

普通株主に帰属しない金額（百万円) － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（百

万円）
409 701 1,508

普通株式の期中平均株式数（株） 19,399,353 19,456,731 19,400,609

 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（百万円） － － －

普通株式増加数（株） － 16,028.13 2,251.56

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13年６月28日開催

の当社第41期定時株主

総会において決議され

た旧商法第210条ノ２に

基づくストック・オプ

ション（自己株式譲渡

方式）のための普通株

式190,000株

行使期間

平成15年７月１日から

平成18年６月30日まで

─────  

 

 

 

───── 

 

 

 

 

 

 

 

（重要な後発事象）

　当中間連結会計期間において連結子会社であったシャディ漆器工芸株式会社につきましては、平成18年10月２日

付をもって提出会社所有の全株式をシャディ漆器工芸株式会社に譲渡いたしました。

詳細につきましては、連結の「重要な後発事象」として記載しております。
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７．部門別売上状況
□経路別売上状況

 （単位：百万円）

経路

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）

前年同期比
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額 構成比 金額 構成比 増減額 前期比 金額 構成比

％ ％ ％ ％

一般加盟店 18,518 48.1 17,220 48.5 △1,297 93.0 36,740 47.7

サラダ館 17,810 46.3 16,317 45.9 △1,493 91.6 35,160 45.7

その他 2,176 5.6 1,981 5.6 △195 91.0 5,097 6.6

総売上高 38,504 100.0 35,518 100.0 △2,986 92.2 76,998 100.0

割戻及び値引 102 － 135 － 32 131.2 253 －

売上高 38,401 － 35,383 － △3,018 92.1 76,744 －

－ 50 －


