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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　　  

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 4,868 △5.9 538 △7.3 512 △7.0

17年９月中間期 5,176 1.4 580 4.4 550 5.5

18年３月期 9,883 756 695

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 216 △1.9 38 77

17年９月中間期 221 ― 39 53

18年３月期 191 34 29

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 5,591,458株 17年９月中間期 5,591,500株 18年３月期 5,591,500株

②会計処理の方法の変更 無

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

(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 9,183 3,083 33.6 551 52

17年９月中間期 9,749 2,973 30.5 531 84

18年３月期 9,539 2,949 30.9 527 53

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 5,591,415株 17年９月中間期 5,591,500株 18年３月期 5,591,500株

②期末自己株式数 18年９月中間期 215株 17年９月中間期 130株 18年３月期 130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 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

通期 9,300 820 760 320

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　57円　23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 ― 14.00 14.00

19年３月期（実績） ― ―
14.00

19年３月期（予想） ― 14.00

 

※　上記の業績予想は、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。実際の業績は今後様々

な要因により予想数値と異なる可能性があります。上記予想に関する事項は添付資料４ページをご参照下さい。また、

上記記載金額は百万円未満切捨てであります。
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５．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 ※２ 841,794   896,943   845,486   

２　預け金  61,775   78,042   74,242   

３　売掛金  994,885   1,131,403   1,086,043   

４　たな卸資産  131,379   133,591   120,941   

５　繰延税金資産  157,818   34,736   103,922   

６　その他  400,565   91,764   97,397   

貸倒引当金  △218,461   △17,261   △18,191   

流動資産合計   2,369,757 24.3  2,349,221 25.6  2,309,842 24.2

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 2,267,223   2,202,602   2,198,683   

(2）土地 ※２ 2,030,435   1,934,801   2,030,435   

(3）その他  352,929   311,122   314,262   

有形固定資産合計  4,650,588   4,448,526   4,543,381   

２　無形固定資産  12,702   12,644   11,899   

３　投資その他の資産           

(1）関係会社株式  380,744   355,359   355,359   

(2）差入敷金保証金 ※２ 983,307   781,466   975,575   

(3）繰延税金資産  680,118   644,894   732,744   

(4）その他  733,581   603,302   656,250   

貸倒引当金  △61,485   △11,629   △45,694   

投資その他の資産
合計

 2,716,266   2,373,393   2,674,234   

固定資産合計   7,379,557 75.7  6,834,564 74.4  7,229,515 75.8

資産合計   9,749,314 100.0  9,183,785 100.0  9,539,358 100.0
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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 ※２ 515,369   583,858   527,493   

２　短期借入金 ※２ 1,300,000   1,300,000   1,300,000   

３　１年以内返済予定
長期借入金

※２ 647,402   1,281,176   772,594   

４　未払法人税等  86,687   7,951   15,559   

５　賞与引当金  67,368   61,083   58,530   

６　その他 ※５ 709,561   649,417   710,388   

流動負債合計   3,326,388 34.1  3,883,486 42.3  3,384,565 35.5

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※２ 2,686,159   1,711,568   2,558,919   

２　長期未払金  118,166   ―   115,500   

３　退職給付引当金  41,604   35,687   34,815   

４　役員退職慰労引当
金

 269,765   286,540   279,895   

５　債務保証損失引当
金

 173,820   ―   ―   

６　その他  159,619   182,723   215,958   

固定負債合計   3,449,134 35.4  2,216,518 24.1  3,205,088 33.6

負債合計   6,775,522 69.5  6,100,005 66.4  6,589,653 69.1

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   474,400 4.9  ― ―  474,400 5.0

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金  516,922   ―   516,922   

資本剰余金合計   516,922 5.3  ― ―  516,922 5.4

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  8,150   ―   8,150   

２　任意積立金  1,584,000   ―   1,584,000   

３　中間（当期）未処
分利益

 381,330   ―   352,068   

利益剰余金合計   1,973,480 20.2  ― ―  1,944,218 20.4

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  9,097 0.1  ― ―  14,272 0.1

Ⅴ　自己株式   △109 △0.0  ― ―  △109 △0.0

資本合計   2,973,791 30.5  ― ―  2,949,704 30.9

負債資本合計   9,749,314 100.0  ― ―  9,539,358 100.0
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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  ― ― 474,400 5.2  ― ―

２　資本剰余金   

(1) 資本準備金 ― 516,922 ―  

資本剰余金合計 ― ― 516,922 5.6  ― ―

３　利益剰余金   

(1) 利益準備金 ― 8,150 ―  

(2）その他利益剰余

金
    

　　別途積立金 ― 1,684,000 ―  

繰越利益剰余金 ― 390,539 ―  

利益剰余金合計  ― ― 2,082,689 22.7  ― ―

４　自己株式  ― ― △194 △0.0  ― ―

株主資本合計  ― ― 3,073,816 33.5  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評

価差額金
― ― 9,963 0.1  ― ―

評価・換算差額等合

計
― ― 9,963 0.1  ― ―

純資産合計 ― ― 3,083,780 33.6  ― ―

負債純資産合計 ― ― 9,183,785 100.0  ― ―
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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   5,176,574 100.0  4,868,941 100.0  9,883,847 100.0

Ⅱ　売上原価   2,300,342 44.4  2,192,650 45.0  4,556,756 46.1

売上総利益   2,876,231 55.6  2,676,291 55.0  5,327,090 53.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  2,295,429 44.4  2,137,749 43.9  4,570,405 46.2

営業利益   580,802 11.2  538,541 11.1  756,685 7.7

Ⅳ　営業外収益 ※１  11,800 0.2  6,291 0.1  17,878 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  41,916 0.8  32,618 0.7  79,201 0.8

経常利益   550,685 10.6  512,214 10.5  695,362 7.0

Ⅵ　特別利益 ※３  ― ―  14,009 0.3  ― ―

Ⅶ　特別損失 ※４  96,948 1.8  146,914 3.0  343,126 3.5

税引前中間（当
期）純利益

  453,736 8.8  379,309 7.8  352,235 3.5

法人税、住民税及
び事業税

 80,000   2,600   5,518   

過年度法人税等  ―   ―   4,482   

法人税等調整額  152,726 232,726 4.5 159,957 162,557 3.3 150,487 160,487 1.6

中間（当期）純利
益

  221,009 4.3  216,751 4.5  191,747 1.9

前期繰越利益   160,320      160,320  

中間（当期）未処
分利益

  381,330      352,068  

           

－ 30 －



(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）　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    　　　（単位：千円）

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

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 474,400 516,922 516,922 8,150 1,584,000 352,068 1,944,218 △109 2,935,431

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（注）     100,000 △100,000    

剰余金の配当（注）      △78,281 △78,281  △78,281

中間純利益      216,751 216,751  216,751

自己株式の取得        △85 △85

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　　
― ― ― ― 100,000 38,470 138,470 △85 138,385

平成18年９月30日　残高 474,400 516,922 516,922 8,150 1,684,000 390,539 2,082,689 △194 3,073,816

　　　　　　　　　　　　　　　　         （ 単位：千円）

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 14,272 14,272 2,949,704

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（注）    

剰余金の配当（注）   △78,281

中間純利益   216,751

自己株式の取得   △85

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△4,309 △4,309 △4,309

中間会計期間中の変動額　

合計
△4,309 △4,309 134,075

平成18年９月30日　残高 9,963 9,963 3,083,780

 （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。
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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

 
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

子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

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

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

移動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）たな卸資産

製品、仕掛品

総平均法による原価法

(2）たな卸資産

製品、仕掛品

同左

(2）たな卸資産

製品、仕掛品

同左

 

 

原材料

総平均法による原価法

ただし、レストラン事業及び

ミオミオ事業については最終

仕入原価法による原価法

原材料

総平均法による原価法

ただし、レストラン事業につ

いては最終仕入原価法による

原価法

原材料

総平均法による原価法

ただし、レストラン事業及び

ミオミオ事業については最終

仕入原価法による原価法

 

 

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

イ　有形固定資産

定率法

ただし、建物（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。

イ　有形固定資産

同左

イ　有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物

３年～41年

構築物

２年～40年

機械装置

２年～17年

車両運搬具

２年～６年

工具器具備品

２年～20年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ　無形固定資産

定額法

ただし、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

ロ　無形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

同左
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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）

３　引当金の計上基準

 

イ　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。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

同左

 

 

ロ　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上して

おります。

ロ　賞与引当金

同左

ロ　賞与引当金

同左

 

 

ハ　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。

ハ　退職給付引当金

同左

ハ　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。

 

 

ニ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金内規に基

づく中間期末要支給額を計上して

おります。

ニ　役員退職慰労引当金

同左

ニ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金内規に基

づく期末要支給額を計上しており

ます。

 

 

ホ　債務保証損失引当金

　債務保証等による損失に備える

ため、被保証者の財政状態等を勘

案し、損失負担見込額を計上して

おります。

ホ　　　　　　 ―

 

ホ　　　　　　 ―　

 

４　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

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

消費税等の会計処理

　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
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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）

― （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、純資産の部の合計と同額で

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

2,421,145千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,491,341千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,567,505千円

※２　担保資産

（担保に供している資産）

※２　担保資産

（担保に供している資産）

※２　担保資産

（担保に供している資産）

建物 1,488,115千円

土地 1,889,082千円

差入敷金保証金 406,917千円

計 3,784,115千円

現金及び預金（定期

預金）
5,200千円

建物 1,394,359千円

土地 1,793,448千円

差入敷金保証金 301,607千円

計 3,494,616千円

現金及び預金（定期

預金）
5,200千円

建物 1,421,349千円

土地 1,889,082千円

差入敷金保証金 403,529千円

計 3,719,161千円

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務）

１年以内返済予定長

期借入金
527,402千円

長期借入金 2,416,159千円

計 2,943,561千円

短期借入金 51,530千円

１年以内返済予定長

期借入金
1,161,176千円

長期借入金 1,561,568千円

計 2,774,274千円

買掛金 267千円

１年以内返済予定長

期借入金
652,594千円

長期借入金 2,348,799千円

計 3,001,660千円

　なお、上記の他に、建物299,534千円、

土地137,857千円を第三者の借入金の担保

に、また、現金及び預金（定期預金）

5,500千円を関係会社の買掛金の担保に供

しております。

　なお、上記の他に、建物315,435千円、

土地137,857千円を第三者の借入金の担保

に供しております。

　なお、上記の他に、建物331,493千円、

土地137,857千円を第三者の借入金の担保

に供しております。

３　保証債務

　下記の会社のリース債務に対し、債務

保証を行っております。

㈱ピエトロソリューションズ

1,310千円

３　保証債務

　下記の会社のリース債務に対し、債務

保証を行っております。

㈱ピエトロソリューションズ

1,091千円

３　保証債務

　下記の会社のリース債務に対し、債務

保証を行っております。

㈱ピエトロソリューションズ

1,210千円

４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行５行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。当中間

会計期間末における貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高等は次のとお

りであります。

４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行５行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。当中間

会計期間末における貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高等は次のとお

りであります。

４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行５行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。当事業

年度末における貸出コミットメントに

係る借入未実行残高等は次のとおりで

あります。

貸出コミットメントの総額

 1,000,000千円

借入実行残高  

 ―千円

差引額 1,000,000千円

貸出コミットメントの総額

 1,000,000千円

借入実行残高  

 ―千円

差引額 1,000,000千円

貸出コミットメントの総額

 1,000,000千円

借入実行残高  

 ―千円

差引額 1,000,000千円

※５　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、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

※５　消費税等の取扱い

同左

※５　　　　　　　 ―
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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

受取利息 1,412千円

受取配当金 308千円

受取利息 133千円

受取配当金 320千円

貸倒引当金戻入益 2,716千円

受取利息 1,847千円

受取配当金 447千円

為替差益 7,442千円

※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 28,945千円 支払利息 26,857千円 支払利息 56,861千円

※３　　　　　　　　― ※３　特別利益の主要項目　　　　　　　　

固定資産売却益

 

14,009千円

 

※３　　　　　　　　―　

※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

固定資産除却損  

建物 10,691千円

有形固定資産「その

他」

（工具器具備品等）

17,113千円

投資その他の資産

「その他」

（長期前払費用）

38千円

計

 

27,843千円

 

減損損失 11,926千円

固定資産除却損  

建物 70千円

有形固定資産「その

他」

（工具器具備品等）

195千円

投資その他の資産

「その他」

（長期前払費用等）

13,741千円

計

 

14,008千円

 

減損損失 27,327千円

固定資産除却損  

建物 22,887千円

有形固定資産「その

他」

（工具器具備品等）

12,554千円

投資その他の資産

「その他」

（長期前払費用）

428千円

計

 

35,871千円

 

減損損失 70,308千円

　当中間会計期間において、当社は以下

の資産について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

の資産について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

産について減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類

福岡市博多
区

レストラン 建物等

場所 用途 種類

福岡県糟屋
郡

レストラン 建物等

東京都足立
区

ファストフー
ド店

建物等

場所 用途 種類

福岡市博多
区他

レストラン 建物等

東京都豊島
区他

ファストフー
ド店

建物等

　当社は、所在地別物件それぞれが、概

ね独立してキャッシュ・フローを生み出

す最小単位として捉え、物件ごとにグルー

ピングしております。

　レストランについては収益性が継続的

に悪化した店舗につき、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（11,926千円）として特別損失に計

上いたしました。

※減損損失の内訳

・レストラン11,926千円（建物及び構築

物等11,926千円）

　当社は、所在地別物件それぞれが、概

ね独立してキャッシュ・フローを生み出

す最小単位として捉え、物件ごとにグルー

ピングしております。

　レストラン及びファストフード店につ

いては収益性が継続的に悪化した店舗に

つき、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（27,327千円）

として特別損失に計上いたしました。

※減損損失の内訳

・レストラン及びファストフード店27,327

千円（建物及び構築物等27,327千円）

　当社は、所在地別物件それぞれが、概

ね独立してキャッシュ・フローを生み出

す最小単位として捉え、物件ごとにグルー

ピングしております。

　レストラン及びファストフード店につ

いては収益性が継続的に悪化した店舗に

つき、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（70,308千円）

として特別損失に計上いたしました。

※減損損失の内訳

・レストラン及びファストフード店70,308

千円（建物及び構築物等70,308千円）

（回収可能価額の算定方法）

　新規事業用地、賃貸物件及び遊休資産

については、回収可能価額として正味売

却価額を使用し、時価の算定には不動産

鑑定評価等の第三者評価額を用いており

ます。

　また、レストラン及びファストフード

店については使用価値により測定してお

り、将来キャッシュ・フローを3.4％で割

り引いて算定しております。

（回収可能価額の算定方法）

 賃貸物件及び遊休資産については、回収

可能価額として正味売却価額を使用し、

時価の算定には不動産鑑定評価等の第三

者評価額を用いております。

　また、レストラン及びファストフード

店については使用価値により測定してお

り、将来キャッシュ・フローを3.4％で割

り引いて算定しております。

（回収可能価額の算定方法）

 賃貸物件及び遊休資産については、回収

可能価額として正味売却価額を使用し、

時価の算定には不動産鑑定評価等の第三

者評価額を用いております。

　また、レストラン及びファストフード

店については使用価値により測定してお

り、将来キャッシュ・フローを3.4％で割

り引いて算定しております。
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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）

 

災害損失

 

18,224千円

 

貸倒引当金繰入額

 

31,803千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係会社整理損失

 

11,000千円

 

関係会社出資金評価

損

 

91,210千円

 

災害損失

 

18,224千円

 

貸倒引当金繰入額

 

32,279千円

 

関係会社整理損失

 

92,166千円

 

店舗閉店損失

 

77,226千円

 

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 131,085千円

無形固定資産 706千円

有形固定資産 124,525千円

無形固定資産 861千円

有形固定資産 278,124千円

無形固定資産 1,442千円
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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）

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）

自己株式     

　普通株式（注） 130 85 ― 215

合計 130 85 ― 215

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加85株は、単元未満株式の買取り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（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）

（子会社解散の件）

　当社は、平成17年10月14日開催の取

締役会におきまして、連結子会社の㈱

ピエトログルト（福岡県福岡市）を、

平成17年10月31日をもって解散するこ

とを決議いたしました。これは、乳製

品の製造を当社古賀工場（福岡県古賀

市）に移管し、生産体制の集約による

効率化を図るため会社解散を決議した

ものであります。

　なお解散に伴う損失見込額は、前事

業年度に所要の会計手当てをしており、

今後の業績への影響は軽微であります。

　

　―

 

 　　　　　　　　―
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