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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 
17 年 9 月中間期 

6,727     58.9  
4,232      9.7  

863     180.4  
307      36.9  

1,226     135.2  
521      43.0  

18 年 3 月期 9,103     21.3  548     160.1  984     104.6  
 
 

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 
17 年 9 月中間期 

615     139.7   
256      60.5   

6,200    34  
5,038    91  

18 年 3 月期 443      74.4   8,823    27  

 
 

 (注)①期中平均株式数 18 年 9 月中間期 99,262 株 17 年 9 月中間期 50,957 株 18 年 3月期 50,209 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 
   ④平成 18 年７月１日付けで 1株を 2 株に分割しておりますが、平成 18 年 9月中間期の期中平均株式数及び 1株当

たり中間純利益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。 
(2)財政状態 
 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 年 9 月中間期 

9,725     
6,934     

4,141    
3,384    

42.4    
48.8    

41,383    32 
68,453    68 

18 年 3 月期 7,899     3,562    45.1    72,039    42 
 (注)①期末発行済株式数 18 年 9月中間期 99,582 株 17 年 9 月中間期 49,442 株 18 年 3 月期 49,451 株 
  ②期末自己株式数  18 年 9 月中間期   4,290 株 17 年 9 月中間期  2,110 株 18 年 3 月期  2,145 株 

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 13,000     1,600    700    

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  7,029 円 38 銭 

(注) 平成18年10月25日発表の当期純利益予想650百万円を上記のとおり700百万円に修正いたしました。 
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 
 第 1 四半期末 中間期末 第 3 四半期末 期末 その他 年間 
18 年 3 月期 ― ― ― 1,500 ― 1,500 

18 年 9 月期（実績） ― 450 ― ― ― 
19 年 3 月期（予想） ― ― ― 450 ― 

  900 

(注)平成 18 年７月１日付けで 1株を 2株に分割しております。 
 
 
 

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予想を含んで
記載しております。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想と異なる結果となる可能性が
あります。  

 



＜添付資料＞ 

１ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

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  1,673,014 1,247,375 2,265,247 

２ 売掛金  31,187 4,029 51,369 

３ 営業未収入金  407,716 1,002,216 555,490 

４ 商品  214,480 504,253 200,304 

５ 貯蔵品  73,422 87,262 74,632 

６ 繰延税金資産  91,034 178,335 122,018 

７ 未収入金  29,396 60,034 53,880 

８ その他  162,928 196,322 123,832 

９ 貸倒引当金  △15,875 ― △15,875 

流動資産合計   2,667,304 38.5 3,279,828 33.7  3,430,902 43.4

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 ※１   

１ 建物  1,830,909 2,301,665 1,830,164 

２ 構築物  2,245 7,830 2,060 

３ 車両運搬具  446 ― ― 

４ 工具器具備品  199,434 331,487 257,061 

５ 土地  595,951 595,951 595,951 

６ 建設仮勘定  ― 16,234 43,000 

有形固定資産合計   2,628,988 37.9 3,253,169 33.5  2,728,238 34.5

(2) 無形固定資産   99,105 1.4 100,408 1.0  91,824 1.2

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券  209,763 210,251 210,252 

２ 関係会社株式  275,853 1,585,553 275,853 

３ 出資金  200,000 200,000 200,000 

４ 繰延税金資産  78,673 106,316 105,490 

５ 差入保証金  717,642 920,080 805,145 

６ 信販保証金  35,363 39,036 35,365 

７ その他  22,073 54,867 16,281 

８ 貸倒引当金  ― △23,875 ― 

投資その他の資産 
合計 

  1,539,369 22.2 3,092,231 31.8  1,648,389 20.9

固定資産合計   4,267,463 61.5 6,445,808 66.3  4,468,452 56.6

資産合計   6,934,768 100.0 9,725,637 100.0  7,899,355 100.0

    

 

 1



 

  
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  35,659 198,540 52,554 

２ 未払金  279,589 894,854 891,635 

３ 未払法人税等  300,000 550,000 388,000 

４ 前受金  2,133,608 2,642,240 2,179,709 

５ 賞与引当金  125,190 160,370 130,040 

６ その他  325,083 800,635 373,340 

流動負債合計   3,199,131 46.1 5,246,640 53.9  4,015,281 50.8

Ⅱ 固定負債    

１ 長期未払金  190,842 147,555 147,555 

２ 退職給付引当金  52,399 66,000 57,034 

３ 役員退職慰労引当金  107,340 120,320 113,100 

４ 預り保証金  567 4,009 3,962 

固定負債合計   351,149 5.1 337,886 3.5  321,652 4.1

負債合計   3,550,280 51.2 5,584,526 57.4  4,336,933 54.9

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   814,100 11.7 ― ―  815,200 10.3

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  550,120 ― 551,220 

資本剰余金合計   550,120 7.9 ― ―  551,220 7.0

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  12,143 ― 12,143 

２ 任意積立金  1,700,000 ― 1,700,000 

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

 589,211 ― 775,451 

利益剰余金合計   2,301,355 33.2 ― ―  2,487,594 31.5

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  1,736 0.0 ― ―  2,366 0.0

Ⅴ 自己株式   △282,825 △4.0 ― ―  △293,960 △3.7

資本合計   3,384,487 48.8 ― ―  3,562,421 45.1

負債・資本合計   6,934,768 100.0 ― ―  7,899,355 100.0
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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
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― 823,700 8.5  ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 559,720 ― 

資本剰余金合計   ― 559,720 5.8  ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 12,143 ― 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 1,700,000 ― 

繰越利益剰余金  ― 1,316,732 ― 

利益剰余金合計   ― 3,028,876 31.1  ―

４ 自己株式   ― △293,960 △3.0  ―

株主資本合計   ― 4,118,336 42.4  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 2,697 0.0  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― 2,697 0.0  ―

Ⅲ 新株予約権   ― 20,077 0.2  ―

純資産合計   ― 4,141,111 42.6  ―

負債純資産合計   ― 9,725,637 100.0  ―
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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   4,232,872 100.0 6,727,236 100.0  9,103,648 100.0

Ⅱ 売上原価   2,423,008 57.2 3,142,400 46.7  5,019,726 55.1

売上総利益   1,809,864 42.8 3,584,836 53.3  4,083,921 44.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,502,053 35.5 2,721,827 40.5  3,535,285 38.9

営業利益   307,810 7.3 863,008 12.8  548,636 6.0

Ⅳ 営業外収益 ※１  215,138 5.0 383,080 5.7  437,608 4.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  1,756 0.0 20,060 0.3  1,426 0.0

経常利益   521,192 12.3 1,226,028 18.2  984,818 10.8

Ⅵ 特別利益 ※３  100,020 2.4 ―  162,946 1.8

Ⅶ 特別損失 
※４
※６

 97,711 2.3 161,687 2.4  245,143 2.7

税引前中間(当期) 
純利益 

  523,501 12.4 1,064,340 15.8  902,621 9.9

法人税、住民税 
及び事業税 

 283,412 506,250 534,524 

法人税等調整額  △16,679 266,733 6.3 △57,367 448,883 6.7 △74,909 459,614 5.0

中間(当期)純利益   256,767 6.1 615,457 9.1  443,007 4.9

前期繰越利益   332,443 ―  332,443

中間(当期)未処分 
利益 

  589,211 ―  775,451

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4



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 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 815,200 551,220 551,220

中間会計期間中の変動額 

 新株の発行 8,500 8,500 8,500

 剰余金の配当 

 中間純利益 

 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) 

8,500 8,500 8,500

平成18年９月30日残高(千円) 823,700 559,720 559,720

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 12,143 1,700,000 775,451 2,487,594 △293,960 3,560,054

中間会計期間中の変動額   

 新株の発行   17,000

 剰余金の配当  △74,176 △74,176  △74,176

 中間純利益  615,457 615,457  615,457

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) － － 541,281 541,281 － 558,281

平成18年９月30日残高(千円) 12,143 1,700,000 1,316,732 3,028,876 △293,960 4,118,336

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等合計
新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 2,366 2,366 － 3,562,421

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行  17,000

 剰余金の配当  △74,176

 中間純利益  615,457

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

331 331 20,077 20,408

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

331 331 20,077 578,689

平成18年９月30日残高(千円) 2,697 2,697 20,077 4,141,111
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中間財務諸表作成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） 同左 同左 

子会社株式及び

関連会社株式 
移動平均法による原価法 同左 同左 

   その他有価証券 時価のあるもの 

 中間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

処理。ただし、売却原価

は移動平均法により算

定)を採用しております。

時価のあるもの 

中間決算末日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は、全部純資産直入

法処理。ただし、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、

全部資本直入法処理。た

だし、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    

  ① 商品 月次総平均法による原価法 同左 同左 

  ② 貯蔵品 月次総平均法による原価法 同左 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、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

建物      15年～18年

工具器具備品 ５年～６年

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、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

建物      ７年～18年

工具器具備品 ５年～６年

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、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

建物      15年～18年

工具器具備品 ５年～６年

 ② 無形固定資産 定額法によっております。

ただし、ソフトウェア(自社

利用分)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。 

同左 同左 

 ③ 長期前払費用 均等償却しております。 同左 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、貸

倒懸念債権等については個

別に回収可能性を勘案し回

収不能見込額を計上してお

ります。 

同左 同左 

 ② 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給

に備えるため、支給見積額

のうち当中間会計期間に対

応する負担額を計上してお

ります。 

同左 従業員に対する賞与の支給

に備えるため、支給見積額

のうち当事業年度に対応す

る負担額を計上しておりま

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) 

 ③ 退職給付引当金 従業員に対する退職金の支

給に備えるため、当中間会

計期間末における退職給付

債務に基づき計上しており

ます。 

同左 従業員に対する退職金の支

給に備えるため、当事業年

度末における退職給付債務

に基づき計上しておりま

す。 

 ④ 役員退職慰労引

当金 

役員の退職慰労金の支給に

備えるため、役員退職慰労

金規程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。 

同左 役員の退職慰労金の支給に

備えるため、役員退職慰労

金規程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 

   

 ① 消費税等の会計

処理 

税抜方式によっておりま

す。 

なお、仮払消費税等及び仮

受消費税等は相殺のうえ、

金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」

に含めて表示しておりま

す。 

同左 税抜方式によっておりま

す。 
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会計処理の変更 

 
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) 

（たな卸資産の評価基準及び評価方

法） 

従来、貯蔵品の評価基準及び評価

方法は、最終仕入原価法による原価

法よっておりましたが、当中間会計

期間から月次総平均法による原価法

に変更いたしました。 

この変更は、在庫管理をより厳密

に実施するために在庫の区分見直し

を実施した結果、業務で使用する商

材の区分を商品から貯蔵品に変更し

たことに伴い、貯蔵品の重要性が高

まったことによります。 

この区分見直しの結果、商品から

貯蔵品の区分へ変更となる対象品の

金額は52,243千円であります。 

なお、当該会計処理変更が損益に

与える影響額は軽微であります。 

――――― （たな卸資産の評価基準及び評価方

法） 

 従来、貯蔵品の評価基準及び評価方

法は、最終仕入原価法による原価法に

よっておりましたが、当事業年度から

月次総平均法による原価法に変更い

たしました 

この変更は、在庫管理をより厳密に

実施するために在庫の区分の見直し

を実施した結果、業務で使用する商材

の区分を商品から貯蔵品に変更した

ことに伴い、貯蔵品の重要性が高まっ

たことによるものであります。 

この区分見直しの結果、商品から貯

蔵品の区分へ変更となる対象品の金

額は58,272千円であります。なお、当

該会計処理の変更が損益に与える影

響額は軽微であります。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「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

基準委員会 平成15年10月31日 企

業会計基準適用指針第６号)を適用

しております。 

 これにより税引前中間純利益が

39,004千円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づ

き当該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）

 当事業年度から「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が

112,251千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従い当該

各資産の金額から直接控除しており

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) 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

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」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

――――― 

 

  なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は4,121,034千円で

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） 

 当中間会計期間から「ストック・

オプション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８号）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」（企業会計基準委員

会 最終改正 平成18年５月31日

企業会計基準適用指針第11号）を適

用しております。 

 なお、これによる影響は軽微であ

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) 

（売上の会計処理） 

従来、宝飾品の売上については、

売上高及び売上原価に両建て計上し

ておりましたが、当中間会計期間に

おいて契約内容を見直した結果、純

額処理がより取引の実態をあらわし

ていると判断されたため、当中間会

計期間より純額を売上高に計上する

方法に変更いたしました。 

これに伴い、従来の方法によった場

合と比較し、売上高及び売上原価は

それぞれ18,970千円減少しておりま

すが、売上総利益、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益には影響

ありません。 

――――― ――――― 

――――― （固定資産の譲渡） 

 平成18年９月29日に当社の本社土

地、建物につき不動産売買契約を締

結しております。 

当該契約の概要は以下のとおりで

あります。 

――――― 

 譲渡資産内容 本社ビル(土地、建物)

土地 312,951千円

建物 202,669千円
帳簿価額 

(平成18年９月末)

合計 515,621千円

土地 635,114千円

建物 214,886千円譲渡価額 

合計 850,000千円

引渡予定日 平成18年12月20日 

 当該固定資産の譲渡により、平成

19年３月期に特別利益として固定資

産売却益約300,000千円を計上する

予定であります。 
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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 

852,710千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額 

944,156千円

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額 

910,635千円
   
 ２    ――――― ２ 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。 

  なお、当中間会計期間末にお

ける当座貸越契約に係る借入金

未実行残高等は次のとおりであ

ります。 

 

当座貸越極度額 2,000,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 2,000,000千円
 

２    ――――― 
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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 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 333千円 

受取手数料 200,229千円 

受取賃貸料 3,116千円 
 

 ※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 416千円

受取手数料 359,627千円

受取賃貸料 7,284千円

 ※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 968千円

受取手数料 404,258千円

受取賃貸料 6,261千円
 

  ※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払手数料 1,131千円 
 

  ※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息 1,642千円

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払手数料 1,173千円

  
 

貸倒引当金繰入額 8,000千円
 

※３ 特別利益のうち重要なもの 

代表取締役社長 
大石洋子氏からの 
広告支援金 

100,000千円 

 
 

※３      ――――― 

 
 

※３ 特別利益のうち重要なもの 

代表取締役社長 
大石洋子氏からの 

広告支援金 
100,000千円

匿名組合投資利益 43,287千円
  

※４ 特別損失のうち重要なもの 

店舗閉鎖損失 58,707千円 

減損損失 39,004千円 
 

※４ 特別損失のうち重要なもの 

店舗閉鎖損失 87,785千円

固定資産除却損 54,436千円

※４ 特別損失のうち重要なもの 

店舗閉鎖損失 94,488千円

減損損失 112,251千円
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 108,150千円 

無形固定資産 10,374千円 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 178,400千円

無形固定資産 12,149千円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 244,094千円

無形固定資産 22,149千円
 

※６ 減損損失 ※６     ――――― ※６ 減損損失 

当社は、以下の資産グループにつ

いて特別損失として減損損失を計上

いたしました。 

用途 種類 
減損損失 

（千円） 

建物 

工具器具備品

35,564 

3,439 
エステティックサロン 

（５店舗） 

合計 39,004 

 当社は、エステティックサロン(店

舗)を独立したキャッシュ・フローを

生み出す単位としております。 

 当社は、以下の資産グループにつ

いて特別損失として減損損失を計上

いたしました。 

用途 種類 
減損損失

（千円）

建物 

工具器具備品 

100,523

11,728
エステティックサロン 

（11店舗） 

合計 112,251

 当社は、エステティックサロン(店

舗)を独立したキャッシュ・フローを

生み出す単位としております。 

減損損失を計上いたしましたエ

ステティックサロンは、その立地か

ら、周辺地域の経済環境の変化や競

合の出店等の影響により業績が低

迷しており、今後,回復の見込みが

ないため減損を認識いたしました。 

 なお、当資産グループの回収可能

価額は、使用価値により測定してお

りますが、将来キャッシュ・フロー

がマイナスのため、回収可能価額は

無いものとして評価しております。 

 減損損失を計上いたしましたエ

ステティックサロンは、その立地か

ら、周辺地域の経済環境の変化や競

合の出店等の影響により業績が低

迷しており、今後,回復の見込みが

ないため減損を認識いたしました。

 なお、当資産グループの回収可能

価額は、使用価値により測定してお

りますが、将来キャッシュ・フロー

がマイナスのため、回収可能価額は

無いものとして評価しております。
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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） 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末（株） 増加（株） 減少（株） 当中間会計期間末（株）

普通株式 2,145 2,145 ― 4,290 
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   株式分割による増加    2,145株 
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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 

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 

 工具器具備品 

取得価額相当額 256,937千円 
減価償却累計額 
相当額 

175,182千円 

中間期末残高 
相当額 

81,754千円 
 

 工具器具備品

取得価額相当額 307,369千円
減価償却累計額 
相当額 

227,812千円

中間期末残高 
相当額 

79,556千円
 

 工具器具備品

取得価額相当額 256,937千円
減価償却累計額 
相当額 

208,358千円

期末残高相当額 48,579千円
 

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 

１年内 56,577千円

１年超 28,842千円

 合計 85,420千円
 

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 

１年内 36,290千円

１年超 44,466千円

 合計 80,756千円
 

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 31,495千円

１年超 19,259千円

 合計 50,754千円
 

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 

支払リース料 36,244千円

減価償却費相当額 33,419千円

支払利息相当額 2,112千円
 

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 

支払リース料 23,988千円

減価償却費相当額 21,985千円

支払利息相当額 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 

支払リース料 72,208千円

減価償却費相当額 66,387千円

支払利息相当額 3,409千円
 

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 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

 

(有価証券関係) 

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)及び前事業年度(自 平成17年４月１日 至 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。 
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 (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) 

１. 当社は、平成18年９月19日開催の取締役会決議に基づき、平成18年10月２日に株式会社Ｋ-two

エフェクト株式の譲渡契約を締結し、同社株式を取得し子会社といたしました。 

①株式取得の目的 

当社は、「美と健康と癒しの総合企業」を中期的な経営目標としております。従って、既存

グループ企業の収益拡大はもとより、企業価値の拡大を加速するために積極的なＭ＆Ａを常時

検討しております。 

株式会社Ｋ-twoエフェクトは、美容分野においてヘアサロンの経営及びネイルスクールの運

営を主業としており、当社グループ全体の事業ポートフォリオの分散と収益基盤の安定化やグ

ループ全体の顧客基盤の拡大による収益機会獲得という両側面から大きな効果が得られるも

のと考え、同社を子会社といたしました。 

②株式を取得する会社の概要 

商号           株式会社Ｋ-twoエフェクト 

主な事業内容       美容室の経営 

資本金          45,000千円 

③株式取得時期 

株式譲渡契約の締結    平成18年10月２日 

株券引渡         平成18年10月19日 

④取得株式数、取得金額および所得後の所有株式数の状況 

取得前の所有株式数    － 株(所有割合   － %) 

取得株式数        1,000株(取得金額 1,300百万円) 

取得後の所有株式数    1,000株(所有割合 100.0%) 
 

２. 当社は、平成18年11月15日開催の取締役会において、株式分割による新株式の発行を行う旨

の決議をいたしました。 

当該株式分割の内容は、以下のとおりであります。 

①平成18年12月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式１

株に付２株の割合をもって分割する。 

②分割により増加する株式数は、普通株式とし、平成18年12月31日最終の発行済株式数に１を乗

じた株式数。 

③配当起算日  平成18年10月１日 
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前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１. 当社は、平成18年４月21日開催の取締役会決議に基づき、平成18年５月１日に株式会社エイ

チエーシー株式の譲渡契約を締結し、同社株式を取得し子会社といたしました。 

①株式取得の目的 

当社は、「美と健康と癒しの総合企業」を中期的な経営目標としております。従って、既存

グループ企業の収益拡大はもとより、企業価値の拡大を加速するために積極的なＭ＆Ａを常時

検討しております。 

株式会社エイチエーシーは、健康食品分野における通信販売を主業としており、グループ全

体としての販路拡大と良質な商材調達の両側面から大きな効果が得られるものと考え、同社を

子会社といたしました。 

②株式を取得する会社の概要 

商号           株式会社エイチエーシー 

主な事業内容       健康食品・化粧品等の通信販売 

資本金          10,000千円 

③株式取得時期 

株式譲渡契約の締結    平成18年５月１日 

株券引渡         平成18年５月17日 

④取得株式数、取得金額および所得後の所有株式数の状況 

取得前の所有株式数    － 株(所有割合   － %) 

取得株式数        195株(取得金額 1,248百万円) 

取得後の所有株式数    195株(所有割合  97.5%) 
 

２. 当社は、平成18年５月17日開催の取締役会において、株式分割による新株式の発行を行う旨

の決議をいたしました。 

当該株式分割の内容は、以下のとおりであります。 

①平成18年６月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式１

株に付２株の割合をもって分割する。 

②分割により増加する株式数は、普通株式とし、平成18年６月30日最終の発行済株式数に１を乗

じた株式数。 

③配当起算日  平成18年４月１日 
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