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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 21,151 (△14.2) 2,172 (△25.2) 2,386  (△21.9)

17年９月中間期 24,650 (　0.5) 2,905 (△14.6) 3,056 (△12.1)

18年３月期 50,562 5,984 6,252

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 1,103  (23.2) 53 87

17年９月中間期 895 (△43.7) 43 75

18年３月期 2,331 105 27

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期20,478,536株 17年９月中間期20,478,616株 18年３月期20,478,597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 58,866 46,504 79.0 2,270 88

17年９月中間期 54,569 44,580 81.7 2,176 93

18年３月期 58,212 46,071 79.1 2,241 13

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期20,478,536株 17年９月中間期20,478,616株 18年３月期 20,478,536株

②期末自己株式数 18年９月中間期 460,664株 17年９月中間期 460,584株 18年３月期 460,664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 46,126  6,100  3,244  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　 158円　43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  22.5 22.5

19年３月期（実績） 0 －  

19年３月期（予想） － 20.0 20.0

（注）18年３月期末配当金の内訳　普通配当　17円50銭　特別配当　５円

※　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９ページを参照して下さい。
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６．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日現在）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日現在）

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 18,157,213 13,097,529 14,889,669

２．売掛金 4,395,428 3,766,886 4,204,454

３．有価証券 － 2,997,989 3,995,905

４．たな卸資産 2,400,149 2,262,154 2,068,164

５．短期貸付金 － 9,333,009 5,620,175

６．その他 4,003,229 1,835,259 1,602,696

　　貸倒引当金 △36,800 △22,800 △31,600

流動資産合計 28,919,220 53.0 33,270,028 56.5 32,349,466 55.6

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

（1）建物 2,295,098 2,129,431 2,267,925

（2）その他 876,146 937,014 867,867

有形固定資産合計 3,171,245 5.8 3,066,445 5.2 3,135,792 5.4

２．無形固定資産 730,006 1.3 853,705 1.5 729,596 1.3

３．投資その他の資産

（1）投資有価証券 6,372,093 5,113,366 5,464,297

（2）関係会社株式 3,199,479 3,199,479 3,199,479

（3）敷金
及び保証金

6,324,811 6,383,645 6,401,003

（4）保険積立金 1,462,218 970,480 940,136

（5）長期性預金 3,000,000 3,000,000 3,000,000

（6）その他 1,491,557 3,109,957 3,093,722

　　 投資損失引当金 △101,037 △101,037 △101,037

投資その他の資産
合計

21,749,122 39.9 21,675,890 36.8 21,997,602 37.8

固定資産合計 25,650,374 47.0 25,596,042 43.5 25,862,991 44.4

資産合計 54,569,595 100.0 58,866,070 100.0 58,212,457 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日現在）

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．支払手形 1,544,719 829,510 1,122,736

２．買掛金 1,387,385 1,168,265 1,166,358

３．未払法人税等 906,658 1,195,808 1,462,661

４．未払費用 2,216,593 2,183,222 2,293,598

５．賞与引当金 558,000 678,003 319,000

６．役員賞与引当金 － 71,250 －

７．子会社支援引当金  － 1,800,000 1,800,000

８．その他 ※３ 615,552 831,811 953,384

流動負債合計 7,228,910 13.2 8,757,871 14.9 9,117,738 15.7

Ⅱ　固定負債

１．役員退職慰労
引当金

1,051,518 1,063,119 1,064,394

２．その他 1,708,687 2,540,815 1,959,247

固定負債合計 2,760,205 5.1 3,603,935 6.1 3,023,642 5.2

負債合計 9,989,116 18.3 12,361,807 21.0 12,141,381 20.9
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日現在）

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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 4,593,973 8.4 － － 4,593,973 7.9

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 5,752,323 － 5,752,323

資本剰余金合計 5,752,323 10.5 － － 5,752,323 9.9

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 222,000 － 222,000

２．任意積立金 34,750,000 － 34,750,000

３．中間（当期）
未処分利益

945,318 － 2,381,191

利益剰余金合計 35,917,318 65.8 － － 37,353,191 64.1

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

158,602 0.3 － － 213,598 0.4

Ⅴ　自己株式 △1,841,737 △3.3 － － △1,842,009 △3.2

資本合計 44,580,479 81.7 － － 46,071,076 79.1

負債資本合計 54,569,595 100.0 － － 58,212,457 100.0

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 4,593,973 7.8 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 5,752,323 －

資本剰余金合計  － － 5,752,323 9.8 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 222,000 －

(2）その他
利益剰余金

       

別途積立金  － 36,450,000 －

繰越利益剰余金  － 1,147,579 －

利益剰余金合計  － － 37,819,579 64.2 － －

４　自己株式  － － △1,842,009 △3.1 － －

株主資本合計  － － 46,323,865 78.7 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券
評価差額金

 － － 180,397 0.3 － －

評価・換算差額等
合計

 － － 180,397 0.3 － －

純資産合計  － － 46,504,263 79.0 － －

負債純資産合計  － － 58,866,070 100.0 － －
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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 24,650,041 100.0 21,151,983 100.0 50,562,385 100.0

Ⅱ　売上原価 7,691,289 31.2 6,264,908 29.6 15,608,908 30.9

売上総利益 16,958,752 68.8 14,887,075 70.4 34,953,477 69.1

Ⅲ　営業収入 580,301 2.4 659,311 3.1 1,216,561 2.4

営業総利益 17,539,053 71.2 15,546,387 73.5 36,170,038 71.5

Ⅳ　販売費
及び一般管理費

14,633,072 59.4 13,374,064 63.2 30,185,950 59.7

営業利益 2,905,980 11.8 2,172,323 10.3 5,984,088 11.8

Ⅴ　営業外収益 ※１ 159,928 0.6 226,843 1.1 288,762 0.6

Ⅵ　営業外費用  9,658 0.0 12,642 0.1 20,811 0.0

経常利益 3,056,250 12.4 2,386,524 11.3 6,252,039 12.4

Ⅶ　特別利益 ※２ 998,228 4.0 8,800 0.0 2,370,838 4.7

Ⅷ　特別損失 ※３，４ 2,329,307 9.4 486,090 2.3 4,321,879 8.6

税引前中間
（当期）純利益

1,725,170 7.0 1,909,234 9.0 4,300,997 8.5

法人税、住民税
及び事業税

864,000 971,900 2,680,100

法人税等調整額 △34,803 829,196 3.4 △165,820 806,080 3.8 △710,949 1,969,151 3.9

中間（当期）
純利益

895,974 3.6 1,103,154 5.2 2,331,847 4.6

前期繰越利益 49,344  49,344

中間（当期）
未処分利益

945,318  2,381,191
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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

（千円）
4,593,973 5,752,323 222,000 34,750,000 2,381,191 37,353,191 △1,842,009 45,857,478

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て    1,700,000 △1,700,000 －  －

利益処分による利益配当     △460,767 △460,767  △460,767

利益処分による役員賞与     △176,000 △176,000  △176,000

中間純利益     1,103,154 1,103,154  1,103,154

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）
－ － － 1,700,000 △1,233,612 466,387 － 466,387

平成18年９月30日　残高

（千円）
4,593,973 5,752,323 222,000 36,450,000 1,147,579 37,819,579 △1,842,009 46,323,865

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年３月31日　残高

（千円）
213,598 46,071,076

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て  －

利益処分による利益配当  △460,767

利益処分による役員賞与  △176,000

中間純利益  1,103,154

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△33,201 △33,201

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△33,201 433,186

平成18年９月30日　残高

（千円）
180,397 46,504,263
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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．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券

ａ.満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

ａ.満期保有目的の債券

同左

ａ.満期保有目的の債券

同左

ｂ.子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

ｂ.子会社株式及び関連会社株式

同左

ｂ.子会社株式及び関連会社株式

同左

ｃ.その他有価証券

（イ）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）

ｃ.その他有価証券

（イ）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）

ｃ.その他有価証券

（イ）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）

（ロ）時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）について

は、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっておりま

す。

（ロ）時価のないもの

同左

（ロ）時価のないもの

同左

(2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産

ａ.商品

（イ）バッグ、雑貨、家具他

総平均法による原価法

ａ.商品

（イ）バッグ、雑貨、家具他

同左

ａ.商品

（イ）バッグ、雑貨、家具他

同左

（ロ）食品

最終仕入原価法

（ロ）食品

同左

（ロ）食品

同左

ｂ.貯蔵品

最終仕入原価法

ｂ.貯蔵品

同左

ｂ.貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

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　　　　　８～18年

什器備品　　　６～８年

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産

ａ.自社利用のソフトウェア

　社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法

ａ.自社利用のソフトウェア

同左

ａ.自社利用のソフトウェア

同左

ｂ.その他の無形固定資産

定額法

ｂ.その他の無形固定資産

同左

ｂ.その他の無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

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 ３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準

(1）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）投資損失引当金

　関係会社に対する投資に伴う損失等に

備えるため、関係会社の財政状態等を勘

案し、その必要額を計上しております。

(2）投資損失引当金

　関係会社に対する投資に伴う損失等に

備えるため、関係会社の財政状態等を勘

案し、その必要見込額を計上しておりま

す。

(2）投資損失引当金

同左

(3）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、会

社支給見積額のうち当中間期対応分を計

上しております。

(3）賞与引当金

　従業員の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対応分を

計上しております。

(3）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、会

社支給見積額のうち当期対応分を計上し

ております。

(4） 　　　　　　－

 

(4）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、支給見

込額の当中間会計期間対応分を計上して

おります。

(4） 　　　　　　－

 

(5） 　　　　　　－

 

(5）子会社支援引当金

　子会社の事業支援に伴う損失等に備え

るため、将来の支援予定見込額を計上し

ております。 

(5）子会社支援引当金

　子会社の事業の支援のため、来期以降

の支援予定額を計上しております。

 

（追加情報）

　子会社である株式会社エストネーショ

ンにつき、当事業年度においてビジネス

モデルが確立されたため、改めて中期事

業計画を慎重に策定した結果、今後数年

間では回収が困難と思われる累損額に対

して、財務の健全性を主旨に子会社支援

引当金として18億円を計上しております。

(6）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。

　過去勤務債務は、その発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により、按分

した額を処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５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

業年度から処理しております。

(6）退職給付引当金

同左

(6）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。

　過去勤務債務は、その発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により、按分

した額を処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５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

業年度から処理しております。
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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）

(7）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。

 　また、執行役員（従業員に限る。）に

ついても、中間期末要支給額を計上して

おり、役員退職慰労引当金に含めて表示

しております。

(7）役員退職慰労引当金

同左

 

(7）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。

　また、執行役員（従業員に限る。）に

ついても、期末要支給額を計上しており、

役員退職慰労引当金に含めて表示してお

ります。

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。

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換

算基準

同左

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、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。

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。

５．リース取引の処理方法

同左

５．リース取引の処理方法

同左

６．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

６．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

６．その他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）

（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（「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）が平成17年４月１日以降に開

始する事業年度から実施されることになった

ことに伴い、当中間会計期間から同会計基準

及び同適用指針を適用しております。

　これにより税引前中間純利益は2,110,435

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資産の金額か

ら直接控除しております。

 （退職給付引当金に係る会計基準）

　当中間会計期間より「『退職給付に係る会

計基準』の一部改正」（企業会計基準第３号

　平成17年３月16日）及び「『退職給付に係

る会計基準』の一部改正に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第７号　平成17年３

月16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

40,887千円増加しております。

（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。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は46,504,263千円であります。

　なお、これによる損益への影響はありませ

ん。

　また、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。 

 （役員賞与引当金に関する会計基準）

　役員賞与につきましては、従来、株主総会

決議時に未処分利益の減少として処理してお

りましたが、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、発生した会

計期間の費用として処理してております。

　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71,250千円減少してお

ります。

（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（「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）が平成17年４月１日以降に開

始する事業年度から実施されることになった

ことに伴い、当事業年度から同会計基準及び

同適用指針を適用しております。

　これにより税引前当期純利益は2,110,435

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資産の金額から直

接控除しております。

  （退職給付会計に係る会計基準）

　当期より「『退職給付に係る会計基準』の

一部改正」（企業会計基準第３号　平成17年

３月16日）及び「『退職給付に係る会計基

準』の一部改正に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第７号　平成17年３月16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

当期純利益は81,774千円増加しております。
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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）

　「長期性預金」については、前中間期まで、投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間期末において、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、前中間期末の「長期性預金」の金額は、1,000,000千円であり

ます。

 

（中間貸借対照表）

　「短期貸付金」については、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、当中間会計期間末において、

資産総額の100分の5を超えたため、区分掲記しました。

　なお、前中間会計期間末の「短期貸付金」の金額は、2,576,331千円

であります。

 

　前中間期まで区分掲記していた「土地」（当中間期の期末残高は

347,780千円）は、当中間期において資産の総額の100分の５以下となっ

たので、有形固定資産の「その他」に含めて表示することとしました。

 

 

 

　証券取引法及び証券取引法施行令が改正され、一定の匿名組合の契

約上の権利が証券取引法上の有価証券として取り扱われることとなっ

たことから、投資その他の資産「その他」のうち、証券取引法上の有

価証券に該当するもの（前中間期は306,942千円、当中間期300,221千

円）につきましては、当中間期は投資その他の資産の「投資有価証券」

として表示しております。
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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日現在）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前事業年度末
（平成18年３月31日現在）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,696,626千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,793,525千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,769,287千円

　２．偶発債務

　下記会社の金融機関よりの借入金等に対

し次のとおり債務保証を行っております。

　２．偶発債務

　下記関係会社の金融機関よりの借入金等

に対し次のとおり債務保証を行っておりま

す。

　２．偶発債務

　下記会社の金融機関よりの借入金等に対

し次のとおり債務保証を行っております。

㈱エストネーション 4,987,504千円

㈱キハチアンドエス 1,626,473千円

スターバックス コー

ヒー ジャパン㈱
1,018,750千円

㈱アリストフロー 100,000千円

㈱バリバレジャポン 196千円 

㈱キハチアンドエス 1,062,077千円

㈱エストネーション 809,960千円

スターバックス コー

ヒー ジャパン㈱
708,250千円

㈱アリストフロー 70,000千円

㈱エストネーション 2,828,830千円

㈱キハチアンドエス 1,344,275千円

スターバックス コー

ヒー ジャパン㈱
783,500千円

㈱アリストフロー 100,000千円

※３．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、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。

※３．消費税等の取扱い

同左

※３．　　　――――――――― 

 

－ 50 －



（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 13,738千円

受取配当金 58,309千円

受取利息 46,647千円

受取配当金 86,726千円

受取利息 39,837千円

受取配当金 58,762千円

※２．特別利益の主要項目

固定資産売却益

建物 16,149千円

土地 974,111千円

計 990,261千円

※２．特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入益　　　　8,800千円

 

※２．特別利益の主要項目

 固定資産売却益

建物 16,149千円

土地 974,111千円

 計 990,261千円

※３．特別損失の主要項目 ※３．特別損失の主要項目 ※３．特別損失の主要項目

減損損失　　　　　  2,110,435千円

固定資産除却損

　建物 73,507千円

　什器備品 11,353千円

　長期前払費用 2,419千円

計 87,279千円

固定資産除却損

　建物 247,403千円

　什器備品 17,604千円

　ソフトウェア 26,247千円

　長期前払費用 18,314千円

計 309,571千円

役員退職慰労金       176,519千円

減損損失　　　　　  2,110,435千円

     子会社支援引当金                  

     繰入額 　　　　     1,800,000千円

固定資産除却損 

　建物 188,813千円

　構築物 3,499千円

　什器備品 18,942千円

　長期前払費用 4,490千円

　ソフトウェア 4,140千円

計 219,886千円

※４．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ま

した。

※４．　　――――――――― ※４．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まし

た。 

場所 用途 種類

福岡県福岡市 遊休資産 土地

北海道札幌市 遊休資産 土地

栃木県矢板市 遊休資産 土地

　　当社は、ブランド単位でグルーピングを

行っております。

　グルーピングの単位である各ブランドに

おいては、減損の兆候がありませんでした

が、遊休資産である土地については時価が

著しく下落し、不動産鑑定評価基準に基づ

く鑑定評価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（2,110,435千円）として特別損失に

計上しました。

　その内訳は、福岡県福岡市2,083,235千円、

北海道札幌市11,800千円、栃木県矢板市

15,400千円であります。 

 　　　 場所 用途 種類

福岡県福岡市 遊休資産 土地

北海道札幌市 遊休資産 土地

栃木県矢板市 遊休資産 土地

　　当社は、ブランド単位でグルーピングを

行っております。

　グルーピングの単位である各ブランドに

おいては、減損の兆候がありませんでした

が、遊休資産である土地については時価が

著しく下落し、不動産鑑定評価基準に基づ

く鑑定評価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（2,110,435千円）として特別損失に

計上しました。

　その内訳は、福岡県福岡市2,083,235千円、

北海道札幌市11,800千円、栃木県矢板市

15,400千円であります。

 ※５．減価償却実施額

有形固定資産 223,196千円

無形固定資産 84,455千円

 ※５．減価償却実施額

有形固定資産 206,380千円

無形固定資産 90,802千円

 ※５．減価償却実施額

有形固定資産 461,687千円

無形固定資産 171,220千円
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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）

普通株式 460,664 － － 460,664

合計 460,664 － － 460,664
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①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴにより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

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

子会社株式  －  － － 

関連会社株式 2,850,541 19,836,000 16,985,458

計 2,850,541 19,836,000 16,985,458

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

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

子会社株式   －   －   －

関連会社株式 2,850,541 27,616,500 24,765,958

計 2,850,541 27,616,500 24,795,958

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

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 － － －

関連会社株式 2,850,541 33,459,000 30,608,458

計 2,850,541 33,459,000 30,608,458

 

（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11月16日開催の取締役会において、

株式会社エストネーション（当社100％出資

連結子会社）の財務体質の健全化を図るべく

平成19年３月期中に同社に対して18億円を出

資することを決議しました。同社は増資と同

時に同額の減資を行います。

　なお、この増減資に伴う当期の損益への影

響はございません。
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