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決算取締役会開催日 平成18年11月16日 配当支払開始日 平成18年12月4日

単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000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 16,692  △0.4 820 68.8 919 55.2

17年9月中間期 16,752 △1.0 485 △17.3 592 △11.7

18年3月期 32,969 △0.3 838 0.2 1,041 6.6

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 356 － 15 88

17年9月中間期 △2,509 － △111 75

18年3月期 △2,671 － △118 99

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 22,448,655株 17年９月中間期 22,460,034株 18年３月期  22,456,415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 32,844 21,370 65.1 952 01

17年9月中間期 33,735 21,445 63.6 954 96

18年3月期 33,697 21,158 62.8 942 49

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期  22,447,515株 17年９月中間期 22,457,355株 18年３月期   22,449,935株

②期末自己株式数 18年９月中間期 162,844株 17年９月中間期 153,004株 18年３月期 160,424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 32,105 1,655 581

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　 25円　88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 6.0 6.0 12.0

19年3月期（実績） 6.0 －  

19年3月期（予想） － 6.0 12.0

※　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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の10ページを参照して下さい。
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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  3,440,689  3,647,658  3,939,593

２．預け金  1,126,097  1,081,996  1,264,053

３．売掛金  205,077  196,294  211,187

４．たな卸資産  146,640  156,032  147,850

５．繰延税金資産  191,814  253,352  209,661

６．その他  877,230  846,410  814,640

貸倒引当金  －  △137,273  △50,000

流動資産合計 5,987,550 17.7 6,044,471 18.4 6,536,988 19.4

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 ※２ 2,376,787 2,001,097 2,038,464

(2）土地 ※２ 4,211,072 4,211,072 4,211,072

(3）その他 291,748 207,427 236,769

計 6,879,608 6,419,597 6,486,309

２．無形固定資産 68,865 74,540 76,194

３．投資その他の資産

(1）関係会社株式 ※３ 5,743,388 5,928,237 5,728,237

(2）差入保証金 12,674,577 11,483,215 12,098,587

(3）繰延税金資産 655,132 577,122 673,276

(4）その他 2,052,450 2,714,711 2,453,065

  　貸倒引当金 △326,128 △229,442 △355,169

投資損失引当金 － △167,953 －

計 20,799,420 20,305,890 20,598,001

固定資産合計 27,747,894 82.3 26,800,027 81.6 27,160,505 80.6

資産合計 33,735,444 100.0 32,844,499 100.0 33,697,493 100.0
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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  641,180  623,452  712,681

２．一年以内返済予定の長
期借入金

※２  1,607,474  2,321,682  1,544,332

３．未払法人税等  232,817  399,775  186,835

４．未払費用  1,944,506  2,043,922  2,097,848

５．その他
※２
※５

 855,532  934,137  984,456

流動負債合計 5,281,509 15.6 6,322,969 19.2 5,526,155 16.4

Ⅱ　固定負債

１．社債   －  350,000  400,000

 ２．長期借入金 ※２  5,239,103  3,367,423  4,968,689

３．長期未払金 ※２  1,179,282  942,005  1,064,267

４．役員退職慰労引当金  89,122  83,057  89,122

５．債務保証損失引当金  470,000  377,169  459,739

６．その他  30,652  31,622  30,760

固定負債合計 7,008,161 20.8 5,151,279 15.7 7,012,579 20.8

負債合計 12,289,671 36.4 11,474,248 34.9 12,538,734 37.2

 (資本の部)       

Ⅰ　資本金 5,838,236 17.3 － － 5,838,236 17.3

Ⅱ　資本剰余金       

  1. 資本準備金 6,766,590  －  6,766,590  

  2. その他の資本剰余金 122  －  199  

 　　資本剰余金合計 6,766,712 20.1 －  6,766,789 20.1

Ⅲ　利益剰余金       

  1. 利益準備金 255,971  －  255,971  

  2. 任意積立金 11,054,122  －  11,054,122  

  3. 中間(当期)未処理損失
(△)

△2,380,848  －  △2,677,651  

 　　利益剰余金合計 8,929,245 26.5 －  8,632,442 25.6

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

40,968 0.1 － － 57,541 0.2

Ⅴ　自己株式 △129,390 △0.4 － － △136,252 △0.4

 資本合計 21,445,773 63.6 － － 21,158,758 62.8

 負債・資本合計 33,735,444 100.0 － － 33,697,493 100.0
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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 － － 5,838,236 17.8 － －

  2 資本剰余金

  (1)資本準備金 － 6,766,590 －

  (2)その他の資本剰余金    

　　自己株式処分差益 － 225 －

資本剰余金合計 － － 6,766,815 20.6 － －

   3 利益剰余金

  (1) 利益準備金 － 255,971 －

  (2) その他利益剰余金    

     圧縮記帳積立金 － 54,122 －

 　　別途積立金 － 8,100,000 －

 　　繰越利益剰余金 － 444,173 －

利益剰余金合計 － － 8,854,267 26.9 － －

  4  自己株式  － －  △138,513 △0.4  － －

 　株主資本合計  － －  21,320,806 64.9  － －

 Ⅱ　評価・換算差額等       

 　1 その他有価証券評価差額
金

－  49,444  －  

 　　評価・換算差額等合計 － － 49,444 0.2 － －

純資産合計 － － 21,370,251 65.1 － －

負債及び純資産合計 － － 32,844,499 100.0 － －
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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 16,752,415 100.0 16,692,956 100.0 32,969,451 100.0

Ⅱ　売上原価 8,391,418 50.1 8,286,241 49.6 16,669,634 50.6

売上総利益 8,360,996 49.9 8,406,715 50.4 16,299,816 49.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 7,875,052 47.0 7,586,263 45.4 15,461,777 46.9

営業利益 485,944 2.9 820,452 5.0 838,039 2.5

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 8,285 13,137 16,906

２．その他 159,627 167,913 1.0 144,972 158,109 0.9 303,746 320,652 1.0

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 44,430 38,433 83,643

２．その他 16,624 61,055 0.4 20,390 58,824 0.4 33,721 117,364 0.3

経常利益 592,802 3.5 919,737 5.5 1,041,327 3.2

Ⅵ　特別利益       

１. 貸倒引当金戻入益 －   44,499   －   

２. 債務保証損失引当金戻
入益

－   82,569   －   

３. その他の特別利益 8,980 8,980 0.1 8,593 135,662 0.8 9,731 9,731 0.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 139,544 70,975 231,955

２．減損損失 ※２ 2,919,955 － 3,174,905

３．債務保証損失引当金繰
入額

150,000 － 139,739

 ４. 投資損失引当金繰入額 － 167,953 －

５. 前期損益修正損 － 58,102 －

６．その他の特別損失 37,231 3,246,730 19.4 2,839 299,870 1.8 176,805 3,723,404 11.3

税引前中間純利益又は
税引前中間（当期）純
損失（△）

△2,644,948 △15.8 755,530 4.5 △2,672,345 △8.1

法人税、住民税及び事
業税

170,000 341,000 352,000

法人税等調整額 △305,024 △135,024 △0.8 58,006 399,006 2.4 △352,362 △362 △0.0

中間純利益又は中間
（当期）純損失（△）

△2,509,924 △15.0 356,524 2.1 △2,671,983 △8.1

前期繰越利益 129,075 － 129,075

中間配当額 － － 134,744

中間未処分利益又は中
間（当期）未処理損失
（△）

△2,380,848 － △2,677,651
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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
 評価・換算差

額等
純資産合計

資本金

 

資本剰余金 利益剰余金

 　自己株式

 

 　株主資本

 合計

その他の有価証

券評価差額金 

 資本準備金 
自己株式 

 　 処分差益
 利益準備金 圧縮記帳積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 

平成18年３月31日　

残高　　
5,838,236 6,766,590 199 255,971 54,122 11,000,000 △2,677,651 △136,252 21,101,216 57,541 21,158,758

中間会計期間中の変

動額
           

別途積立金の取崩

(注)
     △2,900,000 2,900,000  ―  ―

利益処分による剰

余金の配当
      △134,699  △134,699  △134,699

中間純利益       356,524  356,524  356,524

自己株式の取得        △2,886 △2,886  △2,886

自己株式の処分   26     625 651  651

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額（純

額）

         △8,096 △8,096

中間会計期間中の変

動額合計　　　　　

　　　 

－ ― 26 ― ― △2,900,000 3,121,824 △2,261 219,589 △8,096 211,492

平成18年９月30日　

残高　 　　　
5,838,236 6,766,590 225 255,971 54,122 8,100,000 444,173 △138,513 21,320,806 49,444 21,370,251

 (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
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

　　　――――――

 

(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

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

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・原材料

……移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品・原材料

同左

(2）たな卸資産

商品・原材料

同左

貯蔵品

……最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

定率法

但し、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備の

うち内装設備を含む）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。

(1)有形固定資産

同左

(1)有形固定資産

同左

建物

７～38年

その他

５～10年

(2)無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込

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)長期前払費用

均等償却

(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 　　　　 ――――――

 

 　　　　　――――――

 

　  社債発行費

支出時に全額費用として処理

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

売掛金等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勘案し、

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）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、内規に基づく中間期末

要支給額を計上しております。

なお、従業員の退職一時金制度

廃止に伴ない、内規の変更を行

なったことにより、第35期より

繰入を実施しておりません。

(2）役員退職慰労引当金

同左

(2）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、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

なお、従業員の退職一時金制度

廃止に伴ない、内規の変更を行

なったことにより、第35期より

繰入を実施しておりません。

(3）債務保証損失引当金

債務保証等の損失に備えるため、

被保証先の財政状態等を勘案し

て損失負担見込額を計上してお

ります。

(3）債務保証損失引当金

同左

(3）債務保証損失引当金

 　同左

 

 　　

(4) 投資損失引当金　

投資に対する損失に備えるため

個別検討による投資先の財政状

況の実情を考慮した必要額を計

上しております。

 

 

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
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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．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。

(1)消費税等の会計処理

同左

(1)消費税等の会計処理

同左

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2,919,955千円減少してお

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）

 　当会計年度より、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。これにより減損

損失を3,174,905千円計上し、減価償却費が

153,758千円減少したため、売上総利益は

115,318千円、営業利益及び経常利益は

153,758千円増加し、税引前当期純利益は

3,021,146千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)を適用しています。従来

の資本の部の合計に相当する金額は、

21,370,251千円です。

　なお、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貸借対照表の

純資産の部については、改正後の中間財務

諸表等規則により作成しています。

 　　　　　　　――――――――

 

 追加情報

　　　記載事項なし 
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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

10,114,166千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

          9,582,639千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

           9,835,833千円

※２．担保に供している資産

下記の資産は、長期借入金1,502,580千

円（一年以内返済予定の長期借入金

332,206千円を含む）、長期未払金

1,829,883千円（一年以内返済予定の長

期未払金650,600千円を含む）の担保に

供しております。

※２．担保に供している資産

下記の資産は、長期借入金2,112,580千

円（一年以内返済予定の長期借入金 

855,842千円を含む）、長期未払金  

1,551,686千円（一年以内返済予定の長

期未払金 609,680千円を含む）の担保に

供しております。

※２．担保に供している資産

下記の資産は、長期借入金1,700,380千

円（一年以内返済予定の長期借入金

390,430千円を含む）、長期未払金

1,692,687千円（一年以内返済予定の長

期未払金628,420千円を含む）の担保に

供しております。

建物 1,141,349千円

土地 712,117千円

計  1,853,466千円

建物    883,816千円

土地    1,170,652千円

計    2,054,469千円

建物   1,180,652千円

土地        85,039千円

計    1,265,692千円

※３. 貸付有価証券 ※３.  貸付有価証券  ※３. 貸付有価証券

 関係会社株式には、貸付有価証券124,070千円

が含まれております。

　関係会社株式には、貸付有価証券155,011千

円が含まれております。

　関係会社株式には、貸付有価証券145,361千

円が含まれております。　　　　

　４．偶発債務

　　保証予約

　　下記関係会社の金融機関からの借入に対

し、保証予約を行っております。

　４．偶発債務

　　保証予約

　　下記関係会社の金融機関からの借入に対

し、保証予約を行っております。

　４．偶発債務

　　保証予約

　　下記社会福祉法人及び関係会社の金融機

関からの借入に対し、保証予約を行って

おります。

杵屋元気寿司東海㈱ 10,700千円

㈱アサヒケータリング 446,000千円

㈱グルメあしや 53,192千円

ともえ商事㈱ 273,013千円

大阪木津市場㈱ 666,800千円

㈱エイエイエスケータリング 6,640,000千円

㈱麦まる 80,000千円

㈱アーシー・チャイニーズ・

ファクトリー
30,344千円

㈱インディアンサマー 338,344千円

計 8,538,393千円

㈱アサヒケータリング    422,320千円

ともえ商事㈱    512,577千円

大阪木津市場㈱    333,600千円

㈱エイエイエスケータリング  5,564,000千円

㈱麦まる     55,510千円

㈱アーシー・チャイニーズ・

ファクトリー
    53,352千円

計  6,941,359千円

杵屋元気寿司東海㈱      6,704千円

㈱アサヒケータリング  434,528千円

㈱グルメあしや   38,696千円

ともえ商事㈱ 192,741千円

大阪木津市場㈱ 500,200千円

㈱エイエイエスケータリング 6,002,000千円

㈱麦まる  65,510千円

㈱アーシー・チャイニーズ・

ファクトリー 
63,348千円

㈱インディアンサマー 298,348千円

計 7,602,075千円

※５．消費税等の表示方法

仮払消費税等、仮受消費税等は相殺し、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。

※５．消費税等の表示方法

同左

 ※５．消費税等の表示方法

同左
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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．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 250,808千円

無形固定資産 2,401千円

有形固定資産      199,452千円

無形固定資産  3,249千円

有形固定資産   499,360千円

無形固定資産  4,995千円

※２.減損損失

  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しております。

   Ⅰ.減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類 
金額

（千円）

レストラン（日本

国内全域）
店舗設備等

 建物附属設

備等
769,813

ケータリング工場

(東京都)及びロッ

ジ(長野県等)

製造工場、

宿泊施設

土地及び

建物等
982,021

その他(大阪市住之

江区等）
遊休不動産

土地及び建

物等
1,168,119

 合計   2,919,955

Ⅱ.減損損失の認識に至った経緯

　前期末において経常的な損失を計上した

既存店舗の設備及びケータリング工場の建

物については、将来の回収が見込めないた

め帳簿価額を備忘価格まで減額し、市場価

格が帳簿価格より著しく下落している土地

（ケータリング工場用地、遊休土地）につ

いては、帳簿価額を回収可能額まで減額し、

当該減損額を特別損失に計上しております。

 

  　　　　　　―――――――

   

 

※２.減損損失

  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しております。

   Ⅰ.減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類 
金額

（千円）

レストラン（日本

国内全域）
店舗設備等

 建物附属設

備等
1,024,763

ケータリング工場

(東京都)及びロッ

ジ(長野県等)

製造工場、

宿泊施設

土地及び

建物等
982,021

その他(大阪市住之

江区等）
遊休不動産

土地及び建

物等
1,168,119

 合計   3,174,905

Ⅱ.減損損失の認識に至った経緯

　当事業年度において経常的な損失を計上

した既存店舗の設備及びケータリング工場

の建物については、将来の回収が見込めな

いため帳簿価額を備忘価格まで減額し、市

場価格が帳簿価格より著しく下落している

土地（ケータリング工場用地、遊休土地）

については、帳簿価額を回収可能額まで減

額し、当該減損額を特別損失に計上してお

ります。

 　Ⅲ.減損損失の内訳

 土地  2,024,536千円

 建物及び構築物 881,451千円

 機械装置及び運搬具  4,580千円

 工具器具及び備品  9,387千円

 合計  2,919,955千円

Ⅳ.資産のグルーピングの方法

　キャッシュ・フローを生み出す最小単位

として店舗を基本単位とし、遊休不動産に

ついては、個別の物件毎にグルーピングし

ております。また、店舗以外の営業施設

（ロッジ等）についてもひとつの独立単位

としてグルーピングしております。 

 Ⅴ.回収可能価額の算定方法

　 土地の回収可能価額は正味売却価額によ

り算定しており、主として不動産鑑定評価

基準により評価しております。

 　

 

 

 　Ⅲ.減損損失の内訳

 土地   2,024,536千円

 建物及び構築物        1,134,338千円

 機械装置及び運搬具       4,738千円

 工具器具及び備品       11,292千円

 合計           3,174,905千円

Ⅳ.資産のグルーピングの方法

　キャッシュ・フローを生み出す最小単位

として店舗を基本単位とし、遊休不動産に

ついては、個別の物件毎にグルーピングし

ております。また、店舗以外の営業施設

（ロッジ等）についてもひとつの独立単位

としてグルーピングしております。 

 Ⅴ.回収可能価額の算定方法

　 土地の回収可能価額は正味売却価額によ

り算定しており、主として不動産鑑定評価

基準により評価しております。
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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）

 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：株)

自己株式の種類 前事業年度末株式数
当中間会計期間増加

　　株式数

当中間会計期間減少

　　株式数

当中間会計期間末株

式数

 　　　　普通株式　　(注) 160,424 3,140 720 162,844

 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,140株は、単元未満株式の買取による増加であります。また、普通株式の自

己株式の株式数の減少720株は、単元未満株式の売り渡しによる減少であります。
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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）

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、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

 (借主側)

(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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器
具備品

2,017,127 965,043 1,052,083

合計 2,017,127 965,043 1,052,083

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
具備品

2,166,274 1,269,507 － 896,766

合計 2,166,274 1,269,507 － 896,766

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
具備品

1,950,434 1,036,612 － 913,821

合計 1,950,434 1,036,612 － 913,821

(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 466,822千円

１年超 596,899千円

合計 1,063,721千円

１年内    443,220千円

１年超   502,318千円

合計    945,539千円

１年内 428,456千円

１年超   495,903千円

合計    924,360千円

(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 267,753千円

減価償却費相当額 256,539千円

支払利息相当額 10,867千円

支払リース料  252,853千円

減価償却費相当額 250,333千円

支払利息相当額 8,103千円

減損損失 －千円

支払リース料      508,485千円

減価償却費相当額    488,574千円

支払利息相当額 18,369千円

減損損失 －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。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 16,924千円

１年超 40,901千円

合計 57,826千円

(5）利息相当額の算定方法

同左

 

 

 　（貸主側)

 未経過リース料中間期末残高相当額

１年内     9,392千円

１年超  27,837千円

合計   37,229千円

 (注)上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の

未経過リース料期末残高相当額であります。

　なお、当該転貸リース取引は同一の条件で第三者

にリースしており、同額の残高が上記の借主側の未

経過リース料期末残高相当額に含まれております。

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内  16,924千円

１年超   23,976千円

合計   40,901千円

(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

未経過リース料

１年内       16,924千円

１年超       32,439千円

合計       49,364千円

 （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。
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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）

有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

関連会社株式 4,595,201 3,816,000 △779,201

当中間会計期間末　（平成18年９月30日現在）

有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

関連会社株式 4,595,201 3,792,000 △803,201

前事業年度末　（平成18年３月31日現在）

有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

関連会社株式 4,595,201 3,930,000 △665,201

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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