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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 12,592 13.3 74 △79.9 20 △94.0

17年9月中間期 11,118 32.4 371 11.8 342 13.4

18年3月期 23,279 816 774

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 △85 － △7 87

17年9月中間期 97 △18.8 9 97

18年3月期 336 34 36

（注）① 期中平均株式数 18年9月中間期 10,808,454株 17年9月中間期 9,742,854株 18年3月期 9,795,447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 12,894 2,565 19.9 237 36

17年9月中間期 11,036 1,885 17.1 193 48

18年3月期 12,997 2,728 21.0 252 47

（注）① 期末発行済株式数 18年9月中間期 10,808,454株 17年9月中間期 9,742,854株 18年3月期 10,808,454株

② 期末自己株式数 18年9月中間期      2,416株 17年9月中間期 2,416株 18年3月期     2,416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 26,056  810  375  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　34円　71銭

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 年間

18年3月期 － － － 5.0 5.0

19年3月期（実績） － － － － －

19年3月期（予想） － － － 5.0 5.0

 

 

※　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。
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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 ※２ 921,324 951,809 1,772,023

２．売掛金 ※３ 2,027,628 2,544,914 2,244,228

３．たな卸資産 1,090,120 1,129,170 1,044,079

４．その他 785,259 636,772 923,774

 貸倒引当金 △6,000 △10,000 △12,000

流動資産合計 4,818,332 43.7 5,252,665 40.8 5,972,106 45.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 ※２ 1,352,782 1,657,274 1,523,275

(2）土地 ※２ 1,269,014 1,389,730 1,369,014

(3）その他 286,827 384,733 362,830

　計 2,908,624 3,431,738 3,255,121

２．無形固定資産    

(1）のれん － 530,232 －

(2）その他 － 48,338 －

　計 290,447 578,570 257,366

３．投資その他の資産

(1）差入保証金 ※２ 1,291,118 1,445,346 1,436,834

(2）長期前払費用 1,011,857 1,444,403 1,320,169

(3）その他 749,797 772,053 778,688

貸倒引当金 △45,500 △45,700 △45,600

　計 3,007,273 3,616,102 3,490,092

固定資産合計 6,206,344 56.2 7,626,411 59.1 7,002,580 53.9

Ⅲ　繰延資産 12,133 0.1 15,712 0.1 22,995 0.2

資産合計 11,036,810 100.0 12,894,790 100.0 12,997,682 100.0
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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 3,665,195 4,395,704 3,766,590

２．短期借入金 400,000 200,000 800,000

３．一年内返済予定長
期借入金

※２ 1,141,590 1,209,400 1,044,780

４．未払法人税等 209,066 46,800 272,029

５．賞与引当金 177,000 225,000 190,000

６．その他 487,391 514,169 765,125

流動負債合計 6,080,243 55.1 6,591,074 51.1 6,838,524 52.6

Ⅱ　固定負債

１．社債 950,000 1,200,000 1,300,000

２．長期借入金 ※２ 1,873,200 2,263,800 1,878,500

３．退職給付引当金 219,880 260,575 242,785

４．その他 28,438 13,876 9,068

固定負債合計 3,071,518 27.8 3,738,251 29.0 3,430,354 26.4

負債合計 9,151,762 82.9 10,329,326 80.1 10,268,879 79.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 385,324 3.5 － － 684,758 5.3

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 330,320 － 628,666

資本剰余金合計 330,320 3.0 － － 628,666 4.8

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 9,633 － 9,633

２．任意積立金 820,000 － 820,000

３．中間(当期)未処分
利益

341,756 － 581,141

利益剰余金合計 1,171,390 10.6 － － 1,410,774 10.9

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

△1,509 △0.0 － － 5,081 0.0

Ⅴ　自己株式 △477 △0.0 － － △477 △0.0

資本合計 1,885,047 17.1 － － 2,728,803 21.0

負債資本合計 11,036,810 100.0 － － 12,997,682 100.0
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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  － － 684,758 5.3  － －

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  － 628,666 －  

資本剰余金合計   － － 628,666 4.9  － －

３　利益剰余金   

(1）利益準備金  － 9,633 －  

(2）その他利益剰余
金

     

別途積立金  － 1,200,000 －  

繰越利益剰余金  － 62,015 －

利益剰余金合計  － － 1,271,648 9.8  － －

４　自己株式  － － △477 △0.0  － －

株主資本合計  － － 2,584,596 20.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等      

１　その他有価証券評
価差額金

 － － △7,306 △0.0 － －

２　繰延ヘッジ損益  － － △11,826 △0.1 － －

純資産合計  － － 2,565,464 19.9 － －

負債純資産合計  － － 12,894,790 100.0 － －
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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 11,118,012 100.0 12,592,165 100.0 23,279,033 100.0

Ⅱ　売上原価 10,190,138 91.7 11,861,873 94.2 21,249,223 91.3

売上総利益 927,874 8.3 730,292 5.8 2,029,809 8.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

556,252 5.0 655,565 5.2 1,213,104 5.2

営業利益 371,621 3.3 74,726 0.6 816,705 3.5

Ⅳ　営業外収益 ※１ 36,802 0.4 39,685 0.3 102,239 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 66,397 0.6 93,752 0.8 144,901 0.6

経常利益 342,026 3.1 20,660 0.2 774,043 3.3

Ⅵ　特別利益  － －   10,000 0.0

Ⅶ　特別損失
※３
※４

132,936 1.2 42,863 0.3 138,009 0.6

税引前中間（当期）
純利益

209,089 1.9 △22,202 △0.1 646,034 2.8

法人税、住民税及び
事業税

189,500 57,000 407,900

法人税等調整額 △77,560 111,940 1.0 5,880 62,880 0.5 △98,400 309,500 1.3

中間（当期）純利益 97,149 0.9 △85,082 △0.7 336,534 1.4

前期繰越利益 244,606 － 244,606

中間（当期）未処分
利益

341,756 － 581,141
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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
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（千円） 684,758 628,666 628,666 9,633 820,000 581,141 1,410,774 △477 2,723,721

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（注）     380,000 △380,000 －  －

剰余金の配当（注）      △54,042 △54,042  △54,042

中間純損失      △85,082 △85,082  △85,082

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）
         

平成18年9月30日残高（千円） 684,758 628,666 628,666 9,633 1,200,000 62,015 1,271,649 △477 2,584,596

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日残高（千円） 5,081 － 5,081 2,728,803

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）    △54,042

中間純損失    △85,082

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
△12,387 △11,826 △24,213 △24,213

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△12,387 △11,826 △24,213 △163,339

平成18年9月30日残高（千円） △7,306 △11,826 △19,132 2,565,464

（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

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

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用し

ております。

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

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）を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等による時

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）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

調剤薬品

総平均法による原価法を採用し

ております。

(2）たな卸資産

調剤薬品

同左

(2）たな卸資産

調剤薬品

同左

商品

最終仕入原価法による原価法を

採用しております。

商品

同左

商品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定額法を採用しております。

なお主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　　　　 7年～39年

器具備品　　　　　 3年～15年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における見

込利用可能期間（５年）による定

額法を採用しております。

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。な

お、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における

見込利用可能期間（５年）によ

る定額法を採用しておりま

す。

　また、のれんについては、個

別案件ごとに判断し、２０年以

内の合理的な年数で償却してお

ります。

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における見

込利用可能期間（５年）による定

額法を採用しております。

(3）長期前払費用

均等償却を行っております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

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）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、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

ら費用処理することとしておりま

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

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、金利スワップ及び金利

キャップについては特例処理の要

件を満たしている場合は特例処理

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

借入金支払利息を対象に金利ス

ワップ取引及び金利キャップ取引

によりヘッジを行っております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

将来の金利変動リスク回避のため

に行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

リスク管理方針に定められた許容

リスク量の範囲内にリスク調整手

段となるデリバティブのリスク量

が収まっており、ヘッジ対象とな

る金利リスクが減殺されているか

どうかを検証することにより、

ヘッジの有効性を評価しておりま

す。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

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）消費税等の会計処理

税込方式によっております。

なお、一定額以上の固定資産につ

いては税抜方式によっており、消

費税額は「投資その他の資産」の

その他に計上し、法人税法の規定

により均等償却を行っております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左
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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 

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132,936千円減少

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132,936千円減少し

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１

７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

するする金額は2,577,290千円であり

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。

─────

企業結合に係る会計基準 ───── 当中間会計期間より、「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会　

平成１５年１０月３１日）及び「事

業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準第７号　平成１７年１２月

２７日）並びに「企業結合会計基準

及び事業分離会計基準に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針第１

０号　平成１７年１２月２７日）を

適用しております。

─────
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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）

前中間会計期間において無形固定資産に一括掲記して

いたもののうち、「営業権」（前中間会計期間末246,353

千円）は当中間会計期間より「のれん」として掲記して

おります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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        524,968千円              646,528千円        585,774千円

※２　担保資産及び担保付債

務

担保に供している資産は次のとおり

であります。

担保に供している資産は次のとおり

であります。

担保に供している資産は次のとおり

であります。

定期預金    101,714千円

建物 36,179

土地 538,813

差入保証金 135,000

合計   811,707千円

定期預金   101,738千円

建物 35,201

土地 538,813

差入保証金 135,000

合計    810,753千円

定期預金    101,722千円

建物 35,201

土地 538,813

差入保証金 135,000

合計   810,737千円

担保付債務は次のとおりであります。担保付債務は次のとおりであります。担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金    495,790千円

（一年内返済予定額も含む）

合計    495,790千円

長期借入金   258,200千円

（一年内返済予定額も含む）

合計   258,200千円

長期借入金    358,780千円

（一年内返済予定額も含む）

合計    358,780千円

但し、根抵当権設定により実際担保

されている債務の極度額は980,000

千円であります。

但し、根抵当権設定により実際担保

されている債務の極度額は980,000

千円であります。

但し、根抵当権設定により実際担保

されている債務の極度額は980,000

千円であります。
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（中間損益計算書関係）

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　営業外収益のうち主要

なもの

受取利息      8,546千円

受取手数料     14,855千円

賃貸料収入      5,514千円

受取利息     8,364千円

受取手数料     14,248千円

賃貸料収入   11,575千円

受取利息 17,375千円

受取手数料 27,877千円

賃貸料収入    11,073千円

※２　営業外費用のうち主要

なもの

支払利息     39,733千円

借入手数料     11,956千円

支払利息     39,368千円

借入手数料     15,875千円

支払利息     77,840千円

借入手数料     29,951千円

※３　特別損失のうち主要な

もの

減損損失  132,936千円 減損損失   25,691千円 減損損失 132,936千円

※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。

場所  用途  種類
大阪府
柏原市
他

店舗
(既存店
舗) 

建物、長
期前払費
用等 

大阪府
大阪市
他

店舗
(計画中
止店)

建物、差
入保証金
等 

当社は各店舗を概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す最

小の単位と認識して、隣接する店

舗で相互に影響度の高い店舗群は

１つの店舗と見なして資産のグ

ループ化をしております。

処方箋応需枚数の減少等により

営業状態の悪化した既存店舗及び

出店計画を中止した店舗に係る資

産グループの帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減

損損失132,936千円として計上い

たしました。

その内訳は、建物19,759千円、

差入保証金27,664千円、長期前払

費用58,494千円、その他27,018千

円であります。 

なお、当資産グループの回収可

能額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

2.56％で割り引いて算定しており

ます。 

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。

場所  用途  種類
大阪府
大阪市
他

店舗
(既存店
舗) 

建物、長
期前払費
用等 

当社は各店舗を概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す最

小の単位と認識して、隣接する店

舗で相互に影響度の高い店舗群は

１つの店舗と見なして資産のグ

ループ化をしております。

処方箋応需枚数の減少等により

営業状態の悪化した既存店舗及び

出店計画を中止した店舗に係る資

産グループの帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減

損損失25,691千円として計上いた

しました。

その内訳は、建物17,935千円、

長期前払費用4,095千円、その他

3,660千円であります。 

なお、当資産グループの回収可

能額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

2.56％で割り引いて算定しており

ます。 

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。

場所  用途  種類
大阪府
柏原市
他

店舗
(既存店
舗) 

建物、長
期前払費
用等 

大阪府
大阪市
他

店舗
(計画中
止店)

建物、差
入保証金
等 

当社は各店舗を概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す最

小の単位と認識して、隣接する店

舗で相互に影響度の高い店舗群は

１つの店舗と見なして資産のグ

ループ化をしております。

処方箋応需枚数の減少等により

営業状態の悪化した既存店舗及び

出店計画を中止した店舗に係る資

産グループの帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減

損損失132,936千円として計上い

たしました。

その内訳は、建物19,759千円、

差入保証金27,664千円、長期前払

費用58,494千円、その他27,018千

円であります。 

なお、当資産グループの回収可

能額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

2.56％で割り引いて算定しており

ます。 

 

　５　減価償却実施額 有形固定資産     55,147千円

無形固定資産     37,319千円

有形固定資産    68,151千円

無形固定資産   77,285千円

有形固定資産   115,954千円

無形固定資産    75,007千円
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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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 2 － － 2

合計 2 － － 2
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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

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)

(有形固定資産)

その他 579,954 205,389 374,565

ソフトウェア 111,380 19,334 92,045

合計 691,334 224,723 466,611

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)

(有形固定資産)

その他 747,394 306,411 440,983

ソフトウェア 100,000 28,333 71,666

合計 847,394 334,744 512,650

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

(有形固定資産)

その他 599,926 236,106 363,820

ソフトウェア 100,000 18,333 81,666

合計 699,926 254,439 445,487

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額等

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額等

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 130,269千円

１年超 342,713千円

合計 472,982千円

１年内 165,716千円

１年超 355,084千円

合計  520,846千円

１年内 139,889千円

１年超 313,256千円

合計 453,145千円

(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、リース試算減損

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 69,418千円

減価償却費相当額 65,732千円

支払利息相当額 5,042千円

支払リース料 83,893千円

減価償却費相当額  79,562千円

支払利息相当額  5,222千円

支払リース料 142,468千円

減価償却費相当額 134,970千円

支払利息相当額 9,880千円

(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

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 691千円

１年超    －千円

合計 691千円

 （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。

１年内   2,169 千円

１年超    9,569千円

合計 11,739 千円

 （減損損失について）

同左

１年内 2,811 千円

１年超  13,008千円

合計  15,820千円

 （減損損失について）

同左
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②　有価証券

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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。

（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    193円48銭

１株当たり中間純利益   9円97銭

１株当たり純資産額    237円36銭

１株当たり中間純利益   △7円87銭

１株当たり純資産額  252円47銭

１株当たり当期純利益  34円36銭

　当社は、平成16年11月22日付で株式

1株につき2株の株式分割を行っており

ます。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間会計期間

における1株当たり情報については、

以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額　　　169円35銭

１株当たり中間純利益　　 12円29銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

 　　　　　──────

同左

 　　　　　──────

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　（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)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 97,149 △85,082 336,534

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
97,149 △85,082 336,534

期中平均株式数（千株） 9,742 10,808 9,795

（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）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。
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