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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 （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 45,303 10.5 643 134.3 778 74.6

17年9月中間期 41,000 △7.8 274 △25.3 445 △43.1

18年3月期 84,130 △2.9 605 △8.0 896 △27.8

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 519 1,255.0 14 33

17年9月中間期 38 △81.5 1 05

18年3月期 286 △41.7 7 80

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 36,262,129株 17年9月中間期 36,703,284株 18年3月期 36,760,865株

②会計処理の方法の変更 有

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

(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 76,836 28,385 36.9 788 72

17年9月中間期 75,762 28,487 37.6 776 20

18年3月期 77,139 28,507 37.0 776 74

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 35,989,988株 17年9月中間期 36,701,442株 18年3月期 36,700,936株

②期末自己株式数 18年9月中間期 3,621,146株 17年9月中間期 2,909,692株 18年3月期 2,910,198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）  

営業収益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 90,630 1,470 1,050

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　29 円 17 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 5.0 5.0 10.0

19年3月期（実績） 5.0 －
10.0

19年3月期（予想） － 5.0

※　　上記の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くものであります。実際の業績は、今後様々な要

因によって、予想数値と異なる可能性があります。

　なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の６ページを参照して下さい。
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６．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  1,338,692   1,290,044   1,797,414   

２．売掛金  1,055,563   661,918   617,981   

３．たな卸資産  8,065,495   8,338,472   8,430,313   

４．その他  786,871   888,915   1,751,619   

流動資産合計   11,246,623 14.8  11,179,351 14.5  12,597,329 16.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 ※1.2 19,825,122   19,938,223   20,520,439   

(2）土地 ※２ 29,644,974   29,730,578   29,730,578   

(3）建設仮勘定  60,826   －   －   

(4）その他 ※１ 2,064,565   2,133,280   2,218,126   

計  51,595,489   51,802,082   52,469,144   

２．無形固定資産  1,024,927   476,452   1,053,941   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  1,997,935   739,647   1,150,616   

(2）差入保証金  4,633,981   5,844,420   4,498,613   

(3）その他  5,268,853   6,799,390   5,374,849   

貸倒引当金  △5,077   △5,077   △5,077   

計  11,895,693   13,378,381   11,019,001   

固定資産合計   64,516,110 85.2  65,656,916 85.5  64,542,087 83.7

資産合計   75,762,734 100.0  76,836,267 100.0  77,139,417 100.0
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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．支払手形  7,203,844   7,721,015   7,438,212   

２．買掛金  5,310,311   5,160,832   5,719,119   

３. 短期借入金  －   1,227,000   －   

４．１年以内返済予定
長期借入金

※２ 10,046,000   8,030,000   10,839,000   

５．未払法人税等  139,500   458,687   145,000   

６．賞与引当金  354,848   369,264   334,025   

７．その他 ※３ 2,391,681   3,362,847   3,988,259   

流動負債合計   25,446,185 33.6  26,329,646 34.3  28,463,616 36.9

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 13,610,000   12,180,000   11,670,000   

２．退職給付引当金  373,755   406,250   396,624   

３．役員退職慰労引
当金

 864,888   864,888   864,888   

４．預り保証金  3,974,804   4,337,346   4,042,749   

５．預り敷金  －   3,916,893   －   

６．その他  3,005,287   415,318   3,194,288   

固定負債合計   21,828,736 28.8  22,120,697 28.8  20,168,550 26.1

負債合計   47,274,922 62.4  48,450,343 63.1  48,632,167 63.0

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   10,229,738 13.5  － －  10,229,738 13.3

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  9,944,800   －   9,944,800   

２．その他資本剰余金  90   －   8,456   

　資本剰余金合計   9,944,891 13.1  － －  9,953,256 12.9

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  526,329   －   526,329   

２．任意積立金  8,184,232   －   8,184,232   

３．中間（当期）未処分
利益

 476,897   －   541,756   

　利益剰余金合計   9,187,459 12.2  － －  9,252,318 12.0

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  93,085 0.1  － －  158,285 0.2

Ⅴ　自己株式   △967,362 △1.3  － －  △1,086,350 △1.4

資本合計   28,487,811 37.6  － －  28,507,249 37.0

負債資本合計   75,762,734 100.0  － －  77,139,417 100.0
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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   － －  10,229,738 13.3  － －

２．資本剰余金           

(1) 資本準備金  －   9,944,800   －   

(2) その他資本剰余金　
　　　　　　　　　

 －   7,528   －   

資本剰余金合計   － －  9,952,328 12.9  － －

３．利益剰余金           

(1) 利益準備金  －   526,329   －   

(2) その他利益剰余金           

　　圧縮記帳積立金  －   15,429   －   

　　別途積立金  －   8,120,000   －   

　　繰越利益剰余金  －   926,754   －   

利益剰余金合計   － －  9,588,513 12.5  － －

４．自己株式   － －  △1,494,906 △1.9  － －

株主資本合計   － －  28,275,674 36.8  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

その他有価証券評価
 差額金

 － －  110,249 0.1 － －

評価・換算差額等合計   － －  110,249 0.1  － －

純資産合計   － －  28,385,924 36.9  － －

負債純資産合計   － －  76,836,267 100.0  － －

           

－ 31 －



(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   39,474,938 100.0  43,376,026 100.0  81,068,797 100.0

Ⅱ　売上原価   31,378,378 79.5  34,104,064 78.6  64,446,444 79.5

売上総利益   8,096,559 20.5  9,271,961 21.4  16,622,352 20.5

Ⅲ　不動産賃貸収入   1,525,334 3.9  1,927,257 4.4  3,061,464 3.8

営業総利益   9,621,894 24.4  11,199,219 25.8  19,683,817 24.3

Ⅳ　販売費及び一般管理費 ※１  9,347,075 23.7  10,555,354 24.3  19,078,249 23.5

営業利益   274,819 0.7  643,864 1.5  605,567 0.7

Ⅴ　営業外収益           

１．受取利息  25,446   33,975   50,404   

２．その他 ※２ 309,963   266,629   565,143   

営業外収益合計   335,410 0.8  300,604 0.7  615,547 0.8

Ⅵ　営業外費用           

１．支払利息  161,487   153,512   306,397   

２．その他  2,748   12,212   17,799   

営業外費用合計   164,235 0.4  165,725 0.4  324,197 0.4

経常利益   445,994 1.1  778,743 1.8  896,917 1.1

Ⅶ　特別利益  ※３  2,290 0.0  296,423 0.7  27,639 0.0

Ⅷ　特別損失 ※４  306,767 0.7  111,155 0.3  314,662 0.4

　　税引前中間(当期)純利益   141,517 0.4  964,012 2.2  609,894 0.8

　　法人税、住民税及び事業
　　税

※５ 103,161   444,312   328,648   

　　法人税等調整額  － 103,161 0.3 － 444,312 1.0 △5,476 323,172 0.4

　　中間(当期)純利益   38,355 0.1  519,699 1.2  286,721 0.4

　　前期繰越利益   438,541   －   438,541  

　　中間配当額   －   －   183,507  

　　中間(当期)未処分利益   476,897   －   541,756  
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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）　　　　　　　　　　 （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

その他
資本
剰余金

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

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

10,229,738 9,944,800 8,456 9,953,256 526,329 64,232 8,120,000 541,756 9,252,318 △1,086,350 28,348,964

中間会計期間中
の変動額   

剰余金の配当 △183,504 △183,504 △183,504

圧縮記帳積立金
の取崩

△48,803 48,803 － －

中間純利益 519,699 519,699 519,699

自己株式の取得 △416,808 △416,808

自己株式の処分 △927 △927 8,252 7,324

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

△927 △927 △48,803 384,998 336,194 △408,556 △73,289

平成18年9月30日
残高

10,229,738 9,944,800 7,528 9,952,328 526,329 15,429 8,120,000 926,754 9,588,513 △1,494,906 28,275,674

 

 

 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

158,285 28,507,249

中間会計期間中の
変動額

 

剰余金の配当 △183,504

圧縮記帳積立金
の取崩

－

中間純利益 519,699

自己株式の取得 △416,808

自己株式の処分 7,324

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
(純額)

△48,036 △48,036

中間会計期間中の
変動額合計

△48,036 △121,325

平成18年9月30日
残高

110,249 28,385,924
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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

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

①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

①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

①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）

 ②時価のないもの

移動平均法による原価法

②時価のないもの

       同　　　　左

②時価のないもの

       同　　　　左

 (2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

       同　　　　左

(2）デリバティブ

       同　　　　左

 (3）たな卸資産

商品

売価還元法による原価法

(3）たな卸資産

　同　　　　左

 

(3）たな卸資産

       同　　　　左

 

 貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法

 

 

 

 

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

建物

定額法

(1）有形固定資産

建物

定額法

(1）有形固定資産

建物

定額法

 その他

定率法

なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってお

ります。

その他

定率法

　なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってお

ります。

　また、事業用定期借地権上の

建物等については、借地契約期

間に基づく耐用年数にて償却を

行っております。

 

その他

定率法

なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってお

ります。

 (2）無形固定資産

ソフトウェア（自社利用）

　社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法

(2）無形固定資産

　同　　　　左

 

(2）無形固定資産

　　　 同　　　　左

 

 (3)   ――――――――――

 

(3）長期前払費用

　借地権については、長期前払

費用に計上し、賃借期間で均等

償却を行っております。

(3)   ――――――――――

 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損

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。

(1）貸倒引当金

       同　　　　左

(1) 貸倒引当金

     同　　　　左

 (2）賞与引当金

従業員に支給する賞与の引当

額として支給見込額に基づき計

上しております。

(2）賞与引当金

       同　　　　左

(2) 賞与引当金

       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）

 (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

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。

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

平均残存勤務期間による定額法

により按分した額をそれぞれの

発生の翌事業年度から費用処理

することとしております。

(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。

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

平均残存勤務期間による定額法

により按分した額をそれぞれの

発生の翌事業年度から費用処理

することとしております。

 （会計方針の変更）

当事業年度より「「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１

７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

常利益及び税金等調整前当期純

利益に与える影響はありません。

 (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給につ

いて、当中間会計期間における

取締役会において、平成17年3

月期に係る定時株主総会の日を

もって役員退職慰労金制度を廃

止することとし、当中間会計期

間までの在任期間中の職務遂行

の対価部分相当を、支給すべき

役員退職慰労金の額として決定

したことにより当該金額を引当

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つ

いて、平成17年3月期に係る定

時株主総会の日をもって退職慰

労金制度を廃止することとし、

制度廃止日までの在任期間中の

職務遂行の対価部分相当を、支

給すべき退職慰労金の額として

決定したことにより、当該金額

を引当計上しております。

 (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給につ

いて、当会計年度における取締

役会において、平成17年３月期

に係る定時株主総会の日をもっ

て役員退職慰労金制度を廃止す

ることとし、当会計年度までの

在任期間中の職務遂行の対価部

分相当を、支給すべき役員退職

慰労金の額として決定したこと

により当該金額を引当計上して

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．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利

スワップについては特例処理を

採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同　　　　左

(1) ヘッジ会計の方法

同　　　　左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

金利スワップ取引を利用して

おります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同　　　　左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同　　　　左

 ・ヘッジ対象

借入金利の将来の金融市場に

おける利率上昇による変動リス

クを回避する目的で利用してお

ります。

・ヘッジ対象

同　　　　左

・ヘッジ対象

同　　　　左

 (3）ヘッジ方針

ヘッジ取引を行う場合の取引

方針としては、営業取引、資金

調達等で発生する通常の取引範

囲内で、必要に応じ最小限のリ

スクで契約を行う方針であり、

投機的な取引は行わない方針で

あります。

(3）ヘッジ方針

同　　　　左

(3) ヘッジ方針

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）

 (4) ヘッジの有効性評価の方法

特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評

価を省略しております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

　　同　　　　左

(4) ヘッジの有効性評価の方法

　　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

(1) 消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

(1) 消費税等の処理方法

　　同　　　　左

(1) 消費税等の処理方法

　　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

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）

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

306,436千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。

 ―――――――――― 　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。これにより税引前当期純

利益は 306,436千円減少しており

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。

借地権償却 ――――――――――

 

　従来、借地権は法人税法の規定

に基づき、非償却資産として無形

固定資産に計上しておりましたが、

当中間会計期間より長期前払費用

とした上で、賃借期間で均等償却

することといたしました。

　これは、借地権は借地返還時に

一括して費用計上することとなる

ことから、均等償却を行うことで、

より適切な費用配分に基づく合理

的な期間損益計算を行い、健全な

財務運営を図るためのものであり

ます。

　なお、この変更により、営業利

益、経常利益及び税引前中間純利

益はそれぞれ13,196千円減少して

おります。 

 ――――――――――

 

テナント解約収入の計上区分  ――――――――――

 

　従来、テナント解約収入について

は、テナントの入出店に伴い、経常

的に発生することから、営業外収益

として計上しておりましたが、当社

の運営するショッピングセンターの

大型化に伴い、テナント解約収入の

有無が経常利益の額に与える影響が

大きくなってきたことから、テナン

ト解約収入の計上区分を従来の営業

外収益から特別利益に変更いたしま

した。

　なお、この変更により、経常利益

が287,128千円減少しておりますが、

特別利益が287,128千円増加いたし

ておりますので、税引前中間純利益

への影響はありません。

――――――――――
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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）

 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

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28,385,924千円であり

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

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）

――――――――――

 

（貸借対照表）

　前中間会計期間まで固定負債の「その他」に含めて表示しており

ました「預り敷金」は当中間会計期間より負債及び純資産の総額の

100分の5を超えたため、区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間の「預り敷金」は2,724,624千円でありま

す。

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）

―――――――――― 　従来、事業用定期借地権上の建物等につい

ては、他の減価償却資産と同様法人税法の規

定に基づく耐用年数により償却を行っており

ましたが、当中間会計期間より借地契約期間

で償却を行うことといたしました。

　これは、建物等の耐用年数を当該借地契約

期間とすることで、より合理的な期間損益計

算を行い、財政状態の健全化を図るためのも

のであります。

　なお、この変更により、当中間会計期間の

販売費及び一般管理費は76,651千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は

それぞれ76,651千円減少しております。

 ――――――――――
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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 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

16,668,287千円 17,860,725千円           17,362,869千円

※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務

　(1）担保資産 　(1）担保資産 　(1）担保資産

建物 8,462,888千円

土地  20,769,803 〃

計  29,232,691 〃

建物 7,436,061千円

土地 17,230,984 〃

計 24,667,046 〃

建物 8,237,586千円

土地    20,770,815 〃

計   29,008,402 〃

　(2）担保付債務

長期借入金(１年以内返済分を含む)

　(2）担保付債務

長期借入金(１年以内返済分を含む)

　(2）担保付債務

長期借入金(１年以内返済分を含む)

16,391,000千円 14,775,000千円 17,034,000千円

※３．仮払消費税等及び仮受消費税等

　仮払消費税等と仮受消費税等は相殺し、

相殺後の金額は流動負債の「その他」に

含めて表示しております。

※３．仮払消費税等及び仮受消費税等

　　　　同　　　　左

※３．　　　―――――――――
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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 698,044千円

無形固定資産 51,999 〃

有形固定資産 802,040千円

無形固定資産 74,509 〃

有形固定資産 1,425,373千円

無形固定資産 120,650 〃

※２．営業外収益「その他」の主な内訳 ※２．営業外収益「その他」の主な内訳 ※２．営業外収益「その他」の主な内訳

仕入割引 99,022千円

受取手数料 92,213 〃

仕入割引 106,047千円

受取手数料 103,476 〃

仕入割引 191,629千円

受取手数料 194,865 〃

テナント解約収入 26,738 〃

※３.　　　　───────

 

※３. 特別利益のうち主要なもの

テナント解約収入 287,128千円

※３.　　　　───────

 

※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いた

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いたしま

した。

場所 用途 種類
減損損失

(千円)

 中津店

(大分県中津市)
店舗 土地 190,655

 旧宇美店

(福岡県糟屋郡)

遊休

資産

建物

土地
115,780

 
場所 用途 種類

減損損失

(千円)

 中津店

(大分県中津市)
店舗 土地 190,655

 旧宇美店

(福岡県糟屋郡)

遊休

資産

建物

土地
115,780

 

　当社は、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て、

また遊休資産については物件単位ごとに

グルーピングしております。営業活動か

ら生ずる損益が継続してマイナスである

店舗及び時価が著しく下落した遊休資産

で今後使用見込みのない資産グループの

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額306,436千円を減損損失として

特別損失に計上いたしました。その内訳

は、次のとおりであります。

 

 店舗  

 土地 190,655千円

 遊休資産  

 建物 113,448千円

 土地 2,331 〃 

 計 115,780 〃 

 　当社は、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て、

また遊休資産については物件単位ごとに

グルーピングしております。営業活動か

ら生ずる損益が継続してマイナスである

店舗及び時価が著しく下落した遊休資産

で今後使用見込みのない資産グループの

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額306,436千円を減損損失として

特別損失に計上いたしました。その内訳

は、次のとおりであります。

 

 店舗  

 土地 190,655千円

 遊休資産  

 建物 113,448千円

 土地 2,331 〃 

 計 115,780 〃 

　なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、不

動産については不動産鑑定評価基準また

はそれに準ずる方法により算定しており

ます。

　なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、不

動産については不動産鑑定評価基準また

はそれに準ずる方法により算定しており

ます。

 ※５．法人税、住民税及び事業税

 　当中間会計期間における税金費用につ

いては、簡便法による税効果会計を適用

しているため、法人税等調整額は「法人

税、住民税及び事業税」に含めて表示し

ております。

 ※５．法人税、住民税及び事業税

　　　　同　　左

 ※５．　　　　───────
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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（注1.2） 2,910,198 731,408 20,460 3,621,146

合　計 2,910,198 731,408 20,460 3,621,146

 （注）1. 普通株式の自己株式の株式数の増加731,408株は、自己株式買受による増加728,400株、単元未満株式の

　　　　　買取請求による増加3,008株であります。

　　　 2. 普通株式の自己株式の株式数の減少20,460株は、新株予約権の行使による減少20,000株、単元未満株式の

　　　　　買増請求による減少460株であります。

 

（リース取引関係）

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。

（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)においては、子会社株式で時価のあるものは

ありません。

（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額 776.20 円

１株当たり中間純利益

金額

1.05 〃

　潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

１株当たり純資産額 788.72 円

１株当たり中間純利益

金額

14.33 〃

潜在株式調整後1株当た

り中間純利益金額

14.33 〃

１株当たり純資産額 776.74 円

１株当たり当期純利益

金額

7.80 〃

潜在株式調整後1株当た

り当期純利益金額 

7.78 〃

 

 （注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

 
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)

中間（当期）純利益（千円） 38,355 519,699 286,721

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
38,355 519,699 286,721

期中平均株式数（千株） 36,703 36,262 36,760

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要

平成15年6月27日定時株

主総会で決議された新

株予約権方式のストッ

クオプション（新株予

約権の数5,000個、普通

株式500千株）

　　　　───── 　　　　─────
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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）

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17年11月25日開催の取締役会において

商法第211条の3第1項第2号の規定に基づき、

自己株式を買い受けることを決議いたしまし

た。

 ────────── ──────────

１．自己株式の取得を行う理由

　　　定款の定めに基づいて、経営環境の

　　変化に対応した機動的な資本政策の遂

　　行を可能とするため。

２．取得の内容

　(1) 取得する株式の種類

　　　普通株式

　(2) 取得する株式の総数

　　　50万株を上限とする

　　　（発行済株式総数に対する割合

　　　　1.26%）

　(3) 株式の取得価額の総額

　　　2億5千万円を上限とする

  (4) 自己株式買受の日程

　　　平成17年11月25日から平成18年3月

　　　31日まで　　　
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