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コード番号 9989 本社所在都道府県 東京都
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代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　才津　達郎

問合せ先責任者　役職名 取締役管理部長 氏名　赤尾　主哉 ＴＥＬ　　（042）369－6211（代）

決算取締役会開催日 平成18年11月15日 配当支払開始日 平成18年12月15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。

営業収益 営業利益 経常利益

 百万円 ％  百万円 ％  百万円 ％

18年９月中間期 95,983 10.3 6,008 △5.3 6,128 △4.9

17年９月中間期 87,057 18.4 6,346 22.0 6,447 21.1

18年３月期 176,152 15.2 12,269 11.8 12,495 11.2

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 3,504 △7.3 55 49

17年９月中間期 3,780 22.8 119 71

18年３月期 7,282 10.7 228 00

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期  63,160,524株 17年９月中間期 31,580,521株 18年３月期  31,580,474株

平成18年４月１日付けで普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っております。

②会計処理の方法の変更 無

③営業収益、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 74,480 45,794 61.5 725 06

17年９月中間期 66,190 40,136 60.6 1,270 91

18年３月期 69,518 43,015 61.9 1,359 50

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期  63,160,520株 17年９月中間期 31,580,511株 18年３月期  31,580,301株

②期末自己株式数 18年９月中間期   4,005,072株 17年９月中間期 2,002,285株 18年３月期   2,002,495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）  

営業収益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 198,480 13,240 7,620

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　120円65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 20.00 20.00 40.00

19年３月期（実績） 10.00 － 
20.00

19年３月期（予想）
　－　　　　 　　　　

　　
10.00

(注)平成18年４月１日付けで普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っております。

※　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、不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、

今後様々な要因によって、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６ページをご参照ください。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
第43期中間会計期間末
(平成17年９月30日)

第44期中間会計期間末
(平成18年９月30日)

対前中間
期比

第43期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  10,065   9,964    9,346   

２．売掛金  5,355   5,507    5,077   

３．たな卸資産  15,977   19,077    17,440   

４．未収入金  4,077   5,147    4,761   

５．その他  1,265   1,508    1,366   

　　貸倒引当金  △6   △6    △6   

流動資産合計   36,733 55.5  41,198 55.3 4,464  37,986 54.6

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物 ※２ 6,453   7,369    6,902   

(2) 土地 ※2,4 2,438   2,438    2,438   

(3）その他  3,153   3,817    3,435   

有形固定資産合計  12,044   13,625    12,776   

２．無形固定資産            

(1）借地権  －   －    3,269   

(2）その他  3,597   3,770    321   

無形固定資産合計  3,597   3,770    3,591   

３．投資その他の資
産

           

(1）保証金  8,687   9,493    9,175   

(2）その他  5,202   6,453    6,056   

貸倒引当金  △75   △60    △67   

投資その他の資産
合計

 13,815   15,885    15,164   

固定資産合計   29,457 44.5  33,281 44.7 3,824  31,532 45.4

資産合計   66,190 100.0  74,480 100.0 8,289  69,518 100.0
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第43期中間会計期間末
(平成17年９月30日)

第44期中間会計期間末
(平成18年９月30日)

対前中間
期比

第43期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．買掛金  18,830   20,170    18,523   

２．短期借入金 ※２ 128   100    100   

３．未払法人税等  2,760   2,612    2,935   

４．役員賞与引当金  －   45    －   

５．その他 ※３ 3,070   4,256    3,558   

流動負債合計   24,790 37.5  27,185 36.5 2,395  25,116 36.1

Ⅱ　固定負債            

１．退職給付引当金  140   173    158   

２．役員退職慰労引
当金

 140   150    145   

３．再評価に係る繰
延税金負債

 －   25    25   

４．その他  984   1,151    1,057   

固定負債合計   1,264 1.9  1,500 2.0 235  1,386 2.0

負債合計   26,054 39.4  28,685 38.5 2,630  26,503 38.1
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第43期中間会計期間末
(平成17年９月30日)

第44期中間会計期間末
(平成18年９月30日)

対前中間
期比

第43期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
（％）

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   3,931 5.9  － － △3,931  3,931 5.6

Ⅱ　資本剰余金            

 (1) 資本準備金  7,409   －    7,409   

資本剰余金合計   7,409 11.2  － － △7,409  7,409 10.7

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  256   －    256   

２．任意積立金  29,250   －    29,250   

３．中間（当期）未
処分利益

 5,771   －    8,641   

利益剰余金合計   35,277 53.3  － － △35,277  38,147 54.9

Ⅳ　土地再評価差額金 ※４  △3,330 △5.0  － － 3,330  △3,356 △4.8

Ⅴ　その他有価証券評価
差額金

  114 0.1  － － △114  150 0.2

Ⅵ　自己株式   △3,265 △4.9  － － 3,265  △3,267 △4.7

資本合計   40,136 60.6  － － △40,136  43,015 61.9

負債・資本合計   66,190 100.0  － － △66,190  69,518 100.0

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本         

１．資本金  － － 3,931 5.3 3,931 － －

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  － 7,409  －

資本剰余金合計  － － 7,409 9.9 7,409 － －

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  － 256  －

(2）その他利益剰
余金

     

  　別途積立金  － 35,250  －

繰越利益剰余
金

 － 5,433  －

利益剰余金合計  － － 40,939 55.0 40,939 － －

４．自己株式  － － △3,267 △4.4 △3,267 － －

株主資本合計  － － 49,011 65.8 49,011 － －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券
評価差額金

 － － 139 0.2 139 － －

２．土地再評価差額
金

 － － △3,356 △4.5 △3,356 － －

評価・換算差額等
合計

 － － △3,216 △4.3 △3,216 － －

純資産合計  － － 45,794 61.5 45,794 － －

負債・純資産合計  － － 74,480 100.0 74,480 － －
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(2) 中間損益計算書

  
第43期中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

第44期中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間
期比

第43期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   85,848 100.0  94,651 100.0 8,802  173,697 100.0

Ⅱ　売上原価   67,929 79.1  74,190 78.4 6,260  136,892 78.8

売上総利益   17,919 20.9  20,460 21.6 2,541  36,804 21.2

Ⅲ　その他営業収入   1,208 1.4  1,332 1.4 124  2,455 1.4

営業総利益   19,127 22.3  21,793 23.0 2,665  39,260 22.6

Ⅳ　販売費及び一般
管理費

※１  12,780 14.9  15,784 16.7 3,003  26,990 15.5

営業利益   6,346 7.4  6,008 6.3 △337  12,269 7.1

Ⅴ　営業外収益 ※２  148 0.2  153 0.2 4  316 0.2

Ⅵ　営業外費用 ※３  47 0.1  32 0.0 △14  90 0.1

経常利益   6,447 7.5  6,128 6.5 △318  12,495 7.2

Ⅶ　特別利益   2 0.0  2 0.0 △0  3 0.0

 Ⅷ　特別損失   55 0.1  128 0.2 73  150 0.1

税引前中間(当
期)純利益

  6,395 7.4  6,002 6.3 △392  12,349 7.1

法人税、住民
税及び事業税

 2,675   2,535    5,164   

法人税等調整
額

 △60 2,614 3.0 △37 2,497 2.6 △116 △97 5,066 2.9

中間（当期）
純利益

  3,780 4.4  3,504 3.7 △275  7,282 4.2

前期繰越利益   1,990   －    1,990  

中間配当額   －   －    631  

中間(当期)未
処分利益

  5,771   －    8,641  
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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 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）
3,931 7,409 256 29,250 8,641 38,147 △3,267 46,220

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て（注）    6,000 △6,000 －  －

剰余金の配当（注）     △631 △631  △631

利益処分による役員賞与(注)     △82 △82  △82

中間純利益     3,504 3,504  3,504

自己株式の取得       △0 △0

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）
－ － － 6,000 △3,209 2,791 △0 2,791

平成18年９月30日　残高

 （百万円）
3,931 7,409 256 35,250 5,433 40,939 △3,267 49,011

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等合
計

平成18年３月31日　残高

 （百万円）
150 △3,356 △3,205 43,015

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て（注）    －

剰余金の配当（注）    △631

利益処分による役員賞与(注)    △82

中間純利益    3,504

自己株式の取得    △0

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）

△12  △12 △12

中間会計期間中の変動額合計

 （百万円）
△12 － △12 2,779

平成18年９月30日　残高

 （百万円）
139 △3,356 △3,216 45,794

 （注）平成18年６月開催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
第43期中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

第44期中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第43期事業年度
（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

(イ)子会社株式

移動平均法による原価法を採

用しております。

(1）有価証券

(イ)子会社株式

同　　　　左

(1）有価証券

(イ)子会社株式

同　　　　左

(ロ)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）を採用しております。

(ロ)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）を採用しております。

(ロ)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）

を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採

用しております。

時価のないもの

同　　　　左

時価のないもの

同　　　　左

(2）たな卸資産

(イ)商品

売価還元平均原価法を採用し

ております。

(2）たな卸資産

(イ)商品

同　　　　左

(2）たな卸資産

(イ)商品

同　　　　左

(ロ)貯蔵品

最終仕入原価法を採用してお

ります。

(ロ)貯蔵品

同　　　　左

(ロ)貯蔵品

同　　　　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。な

お、平成10年４月１日以降に取

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。

また、主な耐用年数は次のとお

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 15～50年

器具備品 ５～８年

（有形固定資産その他）

  

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。な

お、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における

見込利用可能期間（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

均等償却をしております。

(3）長期前払費用

同　　　　左

(3）長期前払費用

同　　　　左
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項　　目
第43期中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

第44期中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第43期事業年度
（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）貸倒引当金

中間期末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て

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

期末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て回収

不能見込額を計上しております。

 (2) 　　────── (2) 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

益及び税引前中間純利益は、そ

れぞれ45百万円減少しておりま

す。

 (2) 　　──────

 (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。また、数理計算

上の差異は、各事業年度の発生

時の従業員の平均残存勤務期間

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

費用処理しております。

(3）退職給付引当金

同　　　　左

(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

づき計上しております。また、

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時の従業員の平均残存

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

年度から費用処理しておりま

す。

(4）役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基づく中

間会計期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

役員に対する退職慰労金の支払

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．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

消費税等の会計処理は、税抜方式を

採用しております。

 消費税等の会計処理

同　　　　左

 消費税等の会計処理

同　　　　左

－ 8 －



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 

第43期中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

第44期中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第43期事業年度
（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。これによる損益に

与える影響はありません。

  ―――― （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。これによる損益に与える

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45,794百万円であります。

　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。

 

 

 ――――

表示方法の変更

第43期中間会計期間
（自　平成17年４月１日

　　至　平成17年９月30日）

第44期中間会計期間
（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）

　前中間会計期間末まで区分掲記していた「借地権」は、

当中間会計期間末において資産の総額の100分の5以下と

なったため、無形固定資産の「その他」に含めて記載して

おります。

　なお、当中間会計期間末において「その他」に含まれて

いる「借地権」は3,269百万円であります。

  ──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

第43期中間会計期間末
（平成17年９月30日）

第44期中間会計期間末
（平成18年９月30日）

第43期事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　減価償却累計額 ※１　減価償却累計額 ※１　減価償却累計額

有形固定資産 7,339百万円 有形固定資産      8,668百万円 有形固定資産      8,034百万円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

建物 84百万円

土地 156百万円

計 241百万円

建物   13百万円

土地    17百万円

計    31百万円

建物   14百万円

土地    17百万円

計    31百万円

同上に対する債務の額 同上に対する債務の額 同上に対する債務の額

短期借入金 108百万円

計 108百万円

短期借入金 100百万円

計    100百万円

短期借入金    100百万円

計    100百万円

※３　消費税等は、仮払消費税等と仮受消費

税等を相殺して流動負債の「その他」

に含めて表示しております。

※３　　　　　同　　　　左 ※３　　　　　──────

※４　　　――――――

 

※４　　　――――――

 

※４土地再評価

当社は、土地の再評価に関する法律（平

成10年3月31日公布法律第34号）に基づ

き、事業用の土地の再評価を行い、土地

再評価差額金を資本の部に計上しており

ます。

  ・再評価の方法…土地の再評価に関する

法律施行令（平成10年3月31日公布政令

第119号）第2条4号に定める地価税法

（平成3年法律第69号）第16条に規定す

る地価税の課税価格の計算の基礎となる

土地の価格を算定するために国税庁長官

が定めて公表した方法により算出した価

額に基づいて、奥行価格補正等合理的な

調整を行って算出しております。

 

 

 

 

・再評価を行った年月日

…平成14年3月31日

  ・再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額　

　　　　　　… △438百万円

当事業年度において、土地の再評価に

係る繰延税金について個別の土地ごと

に見直しを行った結果、「再評価に係

る繰延税金負債」を25百万円計上し、

同額「土地再評価差額金」（借方）を

増加させております。

５　　　　――――――

 

５　　　　――――――

 

５　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資

産に時価を付したことにより増加した純

資産額は150百万円であります。

－ 10 －



第43期中間会計期間末
（平成17年９月30日）

第44期中間会計期間末
（平成18年９月30日）

第43期事業年度末
（平成18年３月31日）

６　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約を締結

しております。これらの契約に基づく当

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。

６　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約を締結

しております。これらの契約に基づく当

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。

６　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約を締結

しております。これらの契約に基づく当

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 600百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 600百万円

当座貸越極度額    600百万円

借入実行残高 －百万円

差引額    600百万円

当座貸越極度額    600百万円

借入実行残高 －百万円

差引額    600百万円

（中間損益計算書関係）

第43期中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

第44期中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第43期事業年度
（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 ※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額

有形固定資産 666百万円

無形固定資産 54百万円

長期前払費用

（投資その他の資産

その他）

52百万円

有形固定資産    805百万円

無形固定資産   62百万円

長期前払費用

（投資その他の資産

その他）

  49百万円

有形固定資産      1,485百万円

無形固定資産   109百万円

長期前払費用

（投資その他の資産

その他）

   105百万円

※２　営業外収益の主要項目 ※２　営業外収益の主要項目 ※２　営業外収益の主要項目

受取利息 26百万円

新店コーナー協力金 95百万円

受取利息   31百万円

新店コーナー協力金   95百万円

受取利息   54百万円

新店コーナー協力金    212百万円

※３　営業外費用の主要項目 ※３　営業外費用の主要項目 ※３　営業外費用の主要項目

商品廃棄損 46百万円 商品廃棄損   26百万円 支払利息  1百万円

商品廃棄損   89百万円

（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）

１．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） 2,002 2,002 － 4,005

合計 2,002 2,002 － 4,005

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,002千株は、株式分割及び単元未満株式の買取りによる増加であります。
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①　リース取引

第43期中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

第44期中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第43期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．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

却累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

中間期末
残高相当
額
（百万円）

器具備
品
（有形
固定資
産その
他）

599 287 312

ソフト
ウェア
（無形
固定資
産その
他）

64 56 7

合計 663 343 319

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

中間期末
残高相当
額
（百万円）

器具備
品
（有形
固定資
産その
他）

576 310 266

ソフト
ウェア
（無形
固定資
産その
他）

34 26 8

合計 611 336 274

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

器具備
品
（有形
固定資
産その
他）

629 344 285

ソフト
ウェア
（無形
固定資
産その
他）

72 62 10

合計 702 406 296

(2）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 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 112百万円

１年超 219百万円

合計 332百万円

１年内    106百万円

１年超    180百万円

合計    287百万円

１年内    104百万円

１年超    204百万円

合計    308百万円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 68百万円

減価償却費相当額 65百万円

支払利息相当額 3百万円

支払リース料   59百万円

減価償却費相当額   57百万円

支払利息相当額  2百万円

支払リース料    132百万円

減価償却費相当額    127百万円

支払利息相当額  5百万円

(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

２．オペレーティング・リース取引

(1）借主側

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

(1）借主側

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

(1）借主側

未経過リース料

１年内 297百万円

１年超 1,909百万円

合　計 2,207百万円

１年内    313百万円

１年超      1,758百万円

合　計     2,072百万円

１年内    324百万円

１年超      1,912百万円

合　計      2,236百万円

(2）貸主側

未経過リース料

(2）貸主側

未経過リース料

(2）貸主側

未経過リース料

１年内 47百万円

１年超 88百万円

合　計 135百万円

１年内   27百万円

１年超   60百万円

合　計    88百万円

１年内   33百万円

１年超   73百万円

合　計    106百万円

（注）上記は、すべて転貸リース取引に係る貸

主側の未経過リース料であります。なお、

当該転貸リース取引は、おおむね同一の

条件で第三者にリースしておりますので、

ほぼ同額の残高が上記の借主側の未経過

リース料に含まれております。

（注） 　　　同　　　左 （注）　　　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。

（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）

────── ────── 　平成18年２月10日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のように株式分

割による新株式を発行しております。

１．平成18年４月１日をもって普通株

式１株につき２株に分割しており

ます。

 (１)分割により増加する株式数

 普通株式　33,582,796株

 (２)分割方法

平成18年３月31日最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載され

た株主の所有株式数を、１株に

つき２株の割合をもって分割し

ております。

２．配当起算日

 平成18年４月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前事業年度における１

株当たり情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当事業年度における１

株当たり情報は、それぞれ以下のとお

りとなります。

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資
産額

 587円43銭

１株当たり当期

純利益金額

 102円47銭

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額

 －

１株当たり純資産
額

 679円75銭

１株当たり当期純

利益金額

 114円00銭

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額

 －
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