
平成19年３月期　         中間決算短信（非連結）　　　　　　

株式会社
9 8 2 6

決算取締役会開催日

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

　　　　   百万円 ％ 　　　 　   百万円 ％ 　　　　　　百万円 ％

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

百万円　　　　％ 円    銭 円    銭

( ) － －

( ) － －

－ －

③会計処理の方法の変更 無

④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

百万円 百万円 ％ 円 銭

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

②期末自己株式数 18年９月中間期 株 17年９月中間期 株 18年３月期 株

(3)キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円

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）

百万円 百万円 百万円

円 銭

３　配当状況

・現金配当

11812,655

 中間(当期)純利益

32△ 9
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△ 101

△ 76

－

－

79

29

△ 14

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益中間（当期）純利益

１株当たり

経理部長

(注）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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日

現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の２～５ページを参照して下さい。

△ 37

8,252,390

2,911

119

8,255,471

財務活動による

キャッシュ・フロー

△ 110

17 年９月中間期

①持分法投資損益　18年９月中間期　－百万円　17年９月中間期　－百万円　18年３月期　－百万円

2,705 36.1 84

(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。

2,753

18 年９月中間期

１株当たり純資産

333

－

　営 業 利 益

△ 87.6

12.9

24

京都府

ＴＥＬ 　　　　　　　(０７５)２５５-１５６７

△ 58.85,937

(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。

　経 常 利 益

配当支払開始日平成18年11月17日

△ 4.8

売 上 高

18 年３月期

18年９月中間期

7,866

7,589

総  資  産

18 年３月期

経常利益

上 場 会 社 名

コ ー ド 番 号

17年９月中間期

（ＵＲＬ　http://www.jeugia.co.jp/）
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6,235 △ 2.6

　売　上　高

役職名問合せ先責任者

5336.3

7,500

純資産

327

10△ 74.0

単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）

18年９月中間期

大証２部

代 表 者

山　根　篤

氏名

氏名

役職名 代表取締役社長 大　幡　季　生

874385 △ 94
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824
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②期中平均株式数　18年９月中間期　8,253,274　株　17年９月中間期　8,255,971　株　18年３月期　8,255,213　株

自己資本比率

18年３月期

18年９月中間期

18年３月期

(注)

17 年９月中間期 △ 12

33△ 13

△ 13

80

当期純利益

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）

17年９月中間期

通 期 12,000
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キャッシュ・フロー 期末残高

現金及び現金同等物

キャッシュ・フロー

百万円

(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。
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投資活動による

百万円

(財）財務会計基準機構会員

37.0
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上場取引所

本社所在都道府県
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１ 企業集団の状況 
 

当社は子会社及び関連会社がないため、記載すべき該当事項はありません。  

 

２ 経営方針 
 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、音楽関連事業を主体に地域に密着した事業を展開し、取扱う商品やサービスを通して人々に「生きがい

や潤い、ゆとり」を提供することを企業理念としております。単に商品を販売する、教室を運営するだけではなく、

そのことを通してお客様がお求めになる「生きがいや潤い、ゆとり」という価値をお届けしたいと考えております。

そのため店舗や教室の拡充を図ってより複合的かつ有機的なサービスを提供するとともに、商品の品揃えやサービ

スの向上に努めて企業価値をさらに高め、事業の拡大と収益力強化を行って、株主、顧客、従業員及び地域社会に

信頼される会社を目指してまいります。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

配当につきましては、株主への利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付け、また経営環境や業績動向を

勘案し、長期安定的に配当を維持、継続していくことを基本としております。 

また、内部留保資金につきましては、強固な財務体質の確立と経営基盤の強化安定を図るべく充実に努め、長期

的展望に立った業容の拡大と経営体質の改善に活用してまいります。 

 

（３）目標とする経営指標 

当社は、キャッシュ・フロー重視の経営により、投資収益力を強化して強固な財務体質を目標としております。 

重視する経営指標としては、総資本利益率（ＲＯＡ）、棚卸資産回転率、売上高営業利益率を重視し、長期的に

資本の効率化に努めるとともに、利益創出の経営体質への変革に取り組んでまいります。 

 

（４）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

中長期的な市場の傾向は、著しい情報技術の進化による音楽市場の環境変化や、少子高齢化という人口動態の変

化など、当社の経営に大きな影響を及ぼしうる要因が挙げられますが、当社は環境変化への対応と教室事業への積

極的な営業展開を進め、経営全般にわたる合理化、効率化を図ってさらに競争力、収益力の強化に注力する考えで

あります。 

重点的な経営戦略といたしましては、対象顧客を明確にした戦略の立案、営業活動の推進に注力し、特に大人世

代に強く支持されるように営業活動の見直しを行っていきます。将来的なＡＶソフト市場の縮小化の影響を想定し、

付加価値、収益面での貢献の高いカルチャー教室を始めとする教室事業への売上高構成比を高め、収益性に重点を

置いた事業構造の転換を進めてまいります。 

具体的には、ＡＶソフト店舗を、当期中に閉鎖を予定している７店舗に加え、不採算店舗あるいは収益の回復が

難しい店舗は、今後も早期撤退を進め、ＡＶソフトの売上減少による在庫の回転率低下を防ぐための在庫削減策を

同時に推し進めてまいります。 

一方で、生きがいや潤いを求めるシニア層を中心に市場としての拡大が期待されるカルチャー教室の多店化を積

極的に推進してまいります。現在西日本を中心に展開している30ヶ所を３年内に50ヶ所とするために、展開エリア

を全国へ拡大し、大型のショッピングセンターやターミナルの商業施設に出店して収益力の強化を目指してまいり

ます。また、中高年層の音楽趣味需要にお応えする大人専用の音楽教室の新設、既存教室への再投資を行ってまい

ります。 

また、ＡＶソフトと楽器、教室の複合店舗では、ＣＤ、ＤＶＤ売場の再編、特にジャンル配置の見直しなど陳列

方法の変更による品揃え強化や、楽器販売における販売員の専門性をより充実させ、広域商圏からの集客拡大、リ

ピート化を目指すとともに、お客様参加イベントを各店舗で積極的に展開して、お客様とのリレーションを強化し、

総合音楽ショップとしての専門性を強化してまいります。 
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（５）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（６）内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考

え方及びその整備状況」に記載しております。 

 

３ 経営成績及び財政状態 
（１）経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、ゼロ金利解除による金利上昇や原油価格の高騰など景気回復に及ぼす影

響が懸念されましたが、個人消費をはじめ設備投資等の内需が堅調に推移したことにより、景気回復基調が続きま

した。しかし一方で、当社を取巻く経営環境におきましては、消費者の購買意識の変化、インターネット上による

音楽配信、通信販売等の影響など依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況下におきまして、当社はお客様にご信頼いただける店舗、教室づくりを目指し、特に、大人世代

から支持される店舗、教室への再点検を最重要課題として、店舗での品揃えや教室の講座内容、接客マナーや設備

面などの全般にわたる見直しを実施し、お客様の視点に立った品揃えやサービスの向上に努めるとともに、既存店

舗の活性化に取り組んでまいりました。 

ＡＶソフトにおきましては、商品ジャンルの見直しやクラシック、ジャズ等の商品研修を継続して、大人世代か

らご支持いただける店舗を目指すとともに、お客様のリピート化、固定客づくりを推進してまいりました。 

楽器におきましては、大人の楽器ブームを背景に、品揃えや販売員の専門性を充実させて広域商圏からの集客を

図りながら、顧客参加イベントの積極的な展開を実施して販売力の強化に努めてまいりました。 

教室におきましては、カルチャー教室を中部地区３ヶ所目となる岐阜県本巣市、東北地区としては初めての開設

となる岩手県盛岡市に新設し、大型商業施設内にカルチャー教室の多店化を推進しながら既存教室を含め会員増加

に努め、音楽教室では大人の音楽レッスンの需要増加から、京都市下京区と京都府宇治市に大人専用の教室を開設

し、これまで主要であった子供の音楽レッスンから、団塊の世代を中心とした中高年層の音楽趣味需要に対応して

まいりました。 

部門別の売上高の状況につきましては、ＡＶソフトはＣＤ、ＤＶＤの業況の悪化が下げ止まらず24億25百万円

（前年同期比14.3％減）と厳しい推移となり、減収となりました。楽器はギターや管弦楽器は堅調に推移し、ピア

ノ販売も前年同期を上回りましたが、電子オルガンの減収もあり17億73百万円（前年同期比0.2％減）と前年同期並

みとなりました。教室は16億71百万円（前年同期比7.5％増）となりました。カルチャー教室が多店化による新店効

果や新講座の開発などによって大幅に伸長したことに加え、音楽教室も大人会員の積極的な入会促進策で会員数が

増加したことにより増収となりました。 

この結果、当中間会計期間の売上高は59億37百万円（前年同期比4.8％減）となりました。 

利益面におきましては、教室の構成比が引き続き上昇したことで粗利益率は0.9ポイント改善し、売上総利益は19

億85百万円（前年同期比2.0％減）となりました。販売費及び一般管理費は人件費、諸経費の増加の抑制に努め19億

76百万円（前年同期比1.3％減）となりましたが、売上高の減少による影響を補えず営業利益は９百万円（前年同期

比58.8％減）となりました。経常利益は営業外収益が増加し11百万円（前年同期比12.9％増）となりました。 

また、下期にＡＶソフト７店舗の閉鎖を予定していることに伴い、全社的に商品価値を見直すとともに、今後の

ＡＶソフト業界の業況を検討し、特別損失に商品評価損を計上した結果、中間純損失１億22百万円（前年同期は中

間純損失１億１百万円）となりました。 
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（部門別販売の状況） 

    当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと次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） 事業部門 

金額（百万円） 構成比(％） 金額（百万円） 構成比(％) 金額（百万円） 構成比(％)

ＡＶソフト 2,829 45.4 2,425 40.9 5,843 46.2

楽 器 1,778 28.5 1,773 29.9 3,492 27.6

教 室 1,555 24.9 1,671 28.1 3,182 25.1

その他 72 1.2 66 1.1 137 1.1

合計 6,235 100.0 5,937 100.0 12,655 100.0

（ＡＶソフト）  当部門においては、ＣＤ、ＤＶＤ等の音楽ソフトや映像ソフトの販売を行っております。 

（楽 器）    当部門においては、ピアノ、電子楽器、管弦打楽器、楽譜等の販売を行っております。 

また、楽器の調律、修理等を行っております。               

（教 室）    当部門においては、音楽教室、カルチャー教室の事業を行っております。 

 

（２）財政状態 

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ50百万円減少

し（前年同期は６百万円増加）、当中間会計期間末には８億24百万円となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は73百万円（前年同期比101.5％増）となりました。 

これは主に、税引前中間純損失が１億80百万円あったものの、棚卸資産の減少額が２億28百万円、減価償却

費が77百万円、売上債権の減少額が67百万円になったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は87百万円（前年同期比533.7％増）となりました。 

これは主に、定期預金による純収支が42百万円あったものの、有形固定資産の取得が１億26百万円になった

ことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は37百万円（前年同期比134.4％増）となりました。 

これは主に、利益処分による配当金の支払額が41百万円になったことによるものであります。 

 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 36.8 37.5 36.3 37.0 36.1

時価ベースの自己資本比
率（％） 

19.4 23.9 27.2 24.2 22.1

債務償還年数（年） － － － 8.5 －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
－ － 1.3 8.2 2.8

（注）  自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

債務償還年数：有利子負債/営業キャッシュ・フロー（中間期及び営業キャッシュ・フローがマイナスの場

合は記載しておりません） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い（営業キャッシュ・フローがマイナ

スの場合は記載しておりません） 
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※ 株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数（自己株式控除後）により算出

しております。 

※ 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、中間キャッシュ・フロー計算書（キャッシュ・フロー計算書）に計上

されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

※ 有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

 

（３）通期の見通し 

通期の見通しにつきましては、雇用・所得環境の改善傾向が継続し、堅調な企業収益を背景に設備投資の増加

が続くことが予想され、わが国経済は、国内需要を中心とした回復基調が維持されるものと思われます。 

このような環境の中で、当社は引き続きお客様にご信頼いただける店舗、教室づくりを目指し、既存店舗、既

存教室の活性化と収益力の回復を最重点課題として位置づけ、市場環境の変化に対応した抜本的な基本業務の意

識改革に努め、店舗での品揃えや教室の講座内容、接客マナーや設備面などの全般にわたる見直しを実施して、

業績の改善に努めてまいります。                   

店舗では、ＡＶソフト業界の縮小傾向に対応するため、ＣＤはお客様の視点からの定番商品を中心とした基準

在庫の仕入精度の向上、ＤＶＤは積極的なメーカーとの在庫の返品交渉の継続実施により、在庫内容を再点検す

ることでヒット商品依存の体質からの転換を図ってまいります。楽器におきましても同様に、お客様の真のニー

ズを常に考えた様々なご提案を通じて、お客様個々の夢や希望を叶えるお手伝いができるよう提案力の強化に努

めてまいります。 

また店内イベントなどの積極的な開催による集客力アップ、販売員の専門知識や接客技術の教育訓練などによ

り「推奨商品の提案力」の強化に努めてまいります。 

教室では、11月に東京都武蔵村山市と北九州市にそれぞれ関東地区２ヶ所目、九州地区６ヶ所目となるカル

チャー教室を新設されたショッピングセンター内に開設して多店化を継続するとともに、既存カルチャー教室の

会員増加を重点課題としてとらえ、それぞれの教室の市場環境に対応した新講座の開発や会員参加イベントの積

極的な実施、スタッフ研修の継続実施による接客マナーの向上など、既存教室の活性化に注力して収益力の向上

を図ってまいります。音楽教室につきましても、既存会員数の定着率向上に努めながら、大人のレッスン需要に

対応した教室の整備を図る一方、小規模教室の統合など安全面の整備を進めてまいります。 

通期の業績につきましては、売上高は120億円、経常利益は80百万円、当期純損失１億10百万円をそれぞれ予

想しております。 

 

（４）事業等のリスク 

中間決算短信に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のよう

なものがあります。 

なお、事業等のリスクに関する事項は、当中間期末現在において、当社が判断したものであります。 

 

（１）事業環境について 

 当社は、ＣＤ等の音楽ソフトやＤＶＤ等の映像ソフトの販売を行っており、当中間会計期間における売上構

成比は40.9％であります。これからのマーケットリーダーとして期待される団塊世代を含めた大人世代へのき

め細かな品揃え、接客サービスの向上に注力して、お客様に高いご信頼をいただける店舗を目指しております。 

 しかしながら、インターネット上による音楽配信、通信販売等の影響や大型ヒット作品の不足等により事業

環境に変化が生じた場合には、当社の経営成績などに影響を及ぼす可能性があります。 

 また、音楽教室におきましては、既存教室の改装等、教室事業の整備に努め、カルチャー教室事業におきま

しては、多店化の推進や新講座の開発などの入会促進策を実施して、収益力の強化を目指しております。 

 しかしながら、少子化による子供会員の低減傾向、新規入会会員の伸長の鈍化等事業環境に変化が生じた場

合には、当社の経営成績などに影響を及ぼす可能性があります。 
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（２）店舗展開について 

 当社は、大型商業施設内にカルチャー教室の多店化を推進し、収益力の強化とシェアの拡大を図り、営業効率の

改善に努める方針であります。また、立地条件の良否が、教室会員の増加を左右する要因であると考えていること

から、出店に当っては出店候補地の商圏人口、交通量、競合店状況、賃借料の条件を検討し、投資回収に係る社内

基準に基づき、出店地の選定を行っております。 

 しかしながら、当社の出店に合致した物件がなく、計画どおりに出店できない場合や、出店後に商業施設の売上

高や集客力が変化した場合や、近隣地域への競合商業施設の出店等により顧客動向が変化した場合等には、当社の

店舗展開や経営成績などに影響を及ぼす可能性があります。 

 
（３）人材の育成及び確保について 

 当社は積極的な営業戦略を支えるための人材の確保・教育を経営の最重要課題としてとらえ、接客マナーや

商品知識習得のための実務研修を定期的に実施し、顧客対応力のあるスタッフの育成に努めております。 

 しかしながら、人材の確保や教育研修が計画どおり進まない場合には、当社の事業展開や経営成績などに影

響を及ぼす可能性があります。 

（４）個人情報の管理について 

 当社は、音楽教室、カルチャー教室運営におきまして個人情報を取得し、利用しております。当社において

保有する個人情報の保護に関する基本方針及び管理体制・運用についてのルールを定め、適法性の確保及び情

報漏洩等の事故防止を図ると共に、関連する教育研修等の計画、推進にあたるため、個人情報安全管理委員会

を設けております。 

 しかしながら、このような対策にもかかわらず、万が一個人情報が漏洩した場合は、当社の社会的信用の失

墜による売上の減少や、情報の漏洩による損害賠償責任が発生することなどが考えられ、当社の事業の経営成

績などに影響を及ぼす可能性があります。 

 
（５）固定資産の減損 

 事業の収益性が悪化した場合、または、将来の収益性の見込みが悪化した場合には、減損会計に基づき当該事

業に関連する有形固定資産及び無形固定資産について減損損失が発生し、当社の経営成績や財政状況に影響を及

ぼす可能性があります。 

 
（６）シンジケート・ローンについて 

当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、株式会社みずほ銀行を主幹事とする分割実行可能期間付き金銭

消費賃借契約（シンジケーテッド・タームローン）を締結しており、借入人の義務として担保制限条項、資産制

限条項、財務制限条項が付されております。現状、担保制限条項では、契約が終了し、かつ貸付人及びエージェ

ントに対する契約上のすべての債務の履行が完了するまで、契約に基づく債務を除く借入人または第三者の負担

する現在または将来の債務のために担保提供を行わないことになっております。資産制限条項ではシンジケー

ト・ローン団の承諾がない限り、合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転、または財産、経営もしくは業況

に重大な影響を及ぼす可能性のある営業もしくは資産の全部もしくは一部の第三者への譲渡、譲受を行わないこ

と、また、財務制限条項では各決算期末日において貸借対照表の純資産の部の金額を平成16年３月決算期末日に

おける資本の部の金額の80％及び直前の決算期末日における貸借対照表の資本の部の金額の80％のいずれか高い

方の金額以上に維持すること、または損益計算書上の経常損益につき、２期連続して損失を計上しないことが取

り決められており、これに抵触した場合、期限の利益を失い、直ちに借入金の全額並びに利息及び精算金等を支

払う義務を負うことになっております。 

 

なお、上記以外にもさまざまなリスクが考えられ、ここに記載したものが全てのリスクではありません。 
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４ 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 ※２ 904,460 972,597 1,065,391 

２．売掛金  260,746 242,332 309,843 

３．商品  1,889,201 1,560,247 1,789,097 

４．その他  514,975 621,977 555,229 

５．貸倒引当金  △ 300 △ 870 △ 900 

流動資産合計   3,569,084 47.0 3,396,285 45.3  3,718,661 47.3

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

（１）建物 ※２ 1,163,231 1,156,582 1,112,814 

（２）器具備品  70,965 71,421 62,115 

（３）土地 ※２ 778,049 778,049 778,049 

（４）建設仮勘定  4,000 － － 

（５）その他  11,865 8,632 9,254 

有形固定資産
合計 

 2,028,111 2,014,686 1,962,233 

２ 無形固定資産    

（１）電話加入権  18,113 18,113 18,113 

（２）ソフトウェア  5,420 16,128 11,162 

無形固定資産
合計 

 23,534 34,241 29,275 

３ 投資その他の
資産 

   

（１）投資有価証券 ※２ 622,341 775,124 847,531 

（２）保証金 ※２ 976,056 958,942 977,033 

（３）長期性預金  120,000 120,000 120,000 

（４）その他  303,520 254,100 263,927 

（５）貸倒引当金  △ 53,000 △ 52,900 △ 52,580 

投資その他の
資産合計 

 1,968,918 2,055,267 2,155,912 

固定資産合計   4,020,564 53.0 4,104,195 54.7  4,147,421 52.7

資産合計   7,589,648 100.0 7,500,480 100.0  7,866,082 100.0
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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  79,560 71,745 74,210 

２．買掛金  662,306 691,252 788,980 

３．短期借入金 ※２ 940,000 894,000 878,000 

４．一年以内返済
予定長期借入
金 

※２ 694,606 773,219 811,381 

５．未払金  107,254 150,534 116,532 

６．未払法人税等  31,732 26,205 51,382 

７．賞与引当金  70,000 64,000 67,000 

８．その他 ※３ 331,996 356,963 396,104 

流動負債合計   2,917,456 38.4 3,027,920 40.4  3,183,592 40.5

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※２ 1,783,849 1,597,103 1,570,430 

２．退職給付引当
金 

 130,201 151,003 139,780 

３．その他  4,700 18,958 60,773 

固定負債合計   1,918,750 25.3 1,767,064 23.5  1,770,983 22.5

負債合計   4,836,206 63.7 4,794,985 63.9  4,954,576 63.0

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   957,000 12.6 － －  957,000 12.2

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  985,352 － 985,352 

資本剰余金合計   985,352 13.0 － －  985,352 12.5

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  158,300 － 158,300 

２．任意積立金  474,786 － 474,786 

３．中間（当期）
未処分利益 

 19,879 － 44,402 

利益剰余金合計   652,966 8.6 － －  677,488 8.6

Ⅳ その他有価証券
評価差額金 

  160,778 2.1 － －  294,655 3.7

Ⅴ 自己株式   △ 2,654 △0.0 － －  △ 2,990 △0.0

資本合計   2,753,442 36.3 － －  2,911,506 37.0

負債及び資本合
計 

  7,589,648 100.0 － －  7,866,082 100.0
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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   － － 957,000 12.8  － －

２ 資本剰余金    

（１）資本準備金  － 985,352 － 

資本剰余金合計   － － 985,352 13.1  － －

３ 利益剰余金    

（１）利益準備金  － 158,300 － 

（２）その他利益 
剰余金 

   

固定資産圧縮積立金  － 22,707 － 

別途積立金  － 350,000 － 

繰越利益剰余金  － △ 16,854 － 

利益剰余金合計   － － 514,152 6.8  － －

４ 自己株式   － － △ 3,340 △0.0  － －

株主資本合計   － － 2,453,164 32.7  － －

Ⅱ 評価・換算差 
額等 

   

１ その他有価証 
券評価差額金 

  － － 252,330 3.4  － －

評価・換算差額 
等合計 

  － － 252,330 3.4  － －

純資産合計   － － 2,705,495 36.1  － －

負債及び 
純資産合計 

  － － 7,500,480 100.0  － －
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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   6,235,351 100.0 5,937,693 100.0  12,655,745 100.0

Ⅱ 売上原価   4,208,248 67.5 3,951,768 66.6  8,558,680 67.6

売上総利益   2,027,102 32.5 1,985,925 33.4  4,097,065 32.4

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

  2,003,051 32.1 1,976,012 33.3  3,978,703 31.5

営業利益   24,051 0.4 9,912 0.1  118,362 0.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  15,092 0.3 28,032 0.5  26,630 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  29,108 0.5 26,612 0.4  55,035 0.4

経常利益   10,034 0.2 11,333 0.2  89,956 0.7

Ⅵ 特別利益 ※３  2,535 0.1 2,677 0.1  3,788 0.0

Ⅶ 特別損失 
※４ 
※５ 

 160,359 2.6 194,498 3.3  175,192 1.4

税引前中間(当期) 
純損失（△） 

  △ 147,789 △2.3 △ 180,487 △3.0  △ 81,447 △0.7

法人税、住民税及
び事業税 

 23,410 17,236 72,707 

法人税等調整額 ※６ △ 69,776 △ 46,366 △0.7 △ 75,658 △ 58,421 △1.0 △ 77,254 △ 4,546 △0.1

中間（当期） 
純損失（△） 

  △ 101,422 △1.6 △ 122,065 △2.0  △ 76,900 △0.6

前期繰越利益   121,302 －  121,302

中間（当期） 
未処分利益 

  19,879 －  44,402

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（JEUGIA） 

  

 

 

10

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 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 

利益 

準備金 

固定資産

圧縮 

積立金 

別途積立金 
繰越利益 

剰余金 

自己株式 
株主資本 

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） 
957,000 985,352 158,300 24,786 450,000 44,402 △2,990 2,616,850 294,655

中間会計期間中の変動額    －

固定資産圧縮積立金の取

崩（前期分）（注） 
  △ 1,412 1,412  －

固定資産圧縮積立金の取

崩（当期分） 
  △ 666 666  －

別途積立金の取崩 

（注） 
  △ 100,000 100,000  －

剰余金の配当（注）   △ 41,270  △ 41,270

中間純損失   △ 122,065  △ 122,065

自己株式の取得   △ 350 △ 350

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

   － △ 42,324

中間会計期間中の変動額

合計（千円） 
－ － － △ 2,078 △ 100,000 △ 61,257 △ 350 △ 163,686 △ 42,324

平成18年９月30日残高

（千円） 
957,000 985,352 158,300 22,707 350,000 △ 16,854 △3,340 2,453,164 252,330

（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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④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
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 
キャッシュ・フロー計算書
（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） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間（当期）純損失（△）  △ 147,789 △ 180,487 △ 81,447 

減価償却費  85,590 77,066 169,539 

減損損失  156,946 16,891 156,946 

退職給付引当金の増加額  4,187 11,222 13,766 

支払利息  28,133 26,111 53,365 

固定資産除却損  2,189 829 8,932 

売上債権の減少額（△増加）  11,218 67,510 △ 37,877 

たな卸資産の減少額（△増加）  △ 32,973 228,849 67,131 

その他流動資産の減少額（△増加）  △ 51,890 25,029 △ 88,055 

保証金の減少額（△増加）  △  5,542 462 △ 6,519 

仕入債務の増加額（△減少）  3,790 △ 100,192 125,114 

その他流動負債の増加額  3,469 1,325 61,600 

その他  △  7,724 △ 39,300 2,384 

小計  49,604 135,319 444,879 

利息及び配当金の受取額  4,859 6,324 7,042 

利息の支払額  △ 28,468 △ 26,076 △ 47,165 

法人税等の支払額（△）・還付額  10,581 △ 41,871 △ 19,469 

営業活動によるキャッシュ・フロー  36,577 73,695 385,287 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △  42,000 △  42,000 △  93,601 

定期預金の払戻による収入  84,000 84,000 84,000 

有形固定資産の取得による支出  △ 48,594 △ 126,056 △ 71,804 

有形固定資産の売却による収入  433 1,664 3,586 

その他  △  7,626 △  4,987 △ 16,369 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 13,787 △ 87,379 △ 94,188 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増加額（△減少）  △ 346,000 16,000 △ 408,000 

長期借入れによる収入  700,000 400,000 900,000 

長期借入金の返済による支出  △ 328,362 △ 411,489 △ 625,006 

配当金の支払額  △ 41,281 △ 41,270 △ 41,281 

その他  △    185 △    350 △    521 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △ 15,829 △ 37,109 △ 174,809 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少）  6,959 △ 50,793 116,289 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  758,697 874,987 758,697 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高 

 765,657 824,193 874,987 
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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 

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

法により算定しておりま

す。） 

(1) 有価証券 

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

均法により算定しておりま

す。） 

(1）有価証券 

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

により算定しておりま

す。） 

 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) 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 

楽器（ピアノ、電子オルガ

ンを除く）及びＡＶソフト

 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 

 その他の商品 

 個別法による原価法 

  

２．固定資産の減価

償却の方法 

(1）有形固定資産 

定率法 

主な耐用年数 

建物及び構築物 ５～39年

車両運搬具及び器具備品 

４～８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 

 なお、自社利用のソフト

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 

定額法 

(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 
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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） 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支

給に備えるため、支給見込

額に基づき計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

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、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。 

(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。 

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 

(ｲ) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用し

ております。 

 金利スワップについて特

例処理の条件を充たしてい

る場合には特例処理を採用

しております。 

(ﾛ) ヘッジ手段とヘッジ対

象、ヘッジ方針 

 内部規定に基づき、金利

変動リスクをヘッジしてお

ります。 

ヘッジ手段 金利スワップ

ヘッジ対象 借入金 

(ｲ) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

 

(ﾛ) ヘッジ手段とヘッジ対

象、ヘッジ方針 

同左 

(ｲ) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

 

(ﾛ) ヘッジ手段とヘッジ対

象、ヘッジ方針 

同左 

 (ﾊ) ヘッジ有効性の評価方法

 ヘッジ対象のキャッ

シュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシュ・

フロー変動の累計を比較

し、その変動額の比率に

よって有効性を評価してお

ります。 

ただし、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。 

 

(ﾊ) ヘッジ有効性の評価方法

同左 

(ﾊ) ヘッジ有効性の評価方法

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） 

６．中間キャッ

シュ・フロー計算書

（キャッシュ・フ

ロー計算書）におけ

る資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

同左 同左 

７．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 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

８．会計方針の変更 （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。

これにより営業利益及び経常

利益は10,098千円増加し、税

引前中間純利益は146,847千

円減少しております。 

なお、減損損失累計額につ

きましては、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

より営業利益及び経常利益は

27,427千円増加し、税引前当

期純利益は129,518千円減少

しております。 

なお、減損損失累計額につ

きましては、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。 
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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） 

 ────── （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2,705,495

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） 

（中間キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「貸倒引当金

の減少額」は、当中間会計期間において金額的重要性

が乏しくなったため「その他」に含めております。 

なお、当中間会計期間の「その他」に含まれている

「貸倒引当金の減少額」は、2,600千円であります。 

────── 
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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 

（千円） （千円） （千円）

2,549,074 2,600,632 2,568,238 

※２．このうち担保に供している資

産は、下記のとおりでありま

す。 

※２．このうち担保に供している資

産は、下記のとおりでありま

す。 

※２．このうち担保に供している資

産は、下記のとおりでありま

す。 

(1)担保提供資産     （千円） (1)担保提供資産     （千円） (1)担保提供資産     （千円）
  
預金 101,803

建物 811,881

土地 748,306

投資有価証券 93,235

保証金 178,587

計 1,933,812
  

  
預金 111,404

建物 764,897

土地 748,306

投資有価証券 106,006

保証金 168,986

計 1,899,599
  

  
預金 111,404

建物 782,974

土地 748,306

投資有価証券 122,155

保証金 168,986

計 1,933,825
  

(2）上記に対応する債務  （千円） (2）上記に対応する債務  （千円） (2）上記に対応する債務  （千円）
  
短期借入金 890,000

一年以内返済予定
長期借入金 

694,606

長期借入金 1,783,849

計 3,368,455
  

  
短期借入金 894,000

一年以内返済予定
長期借入金 

773,219

長期借入金 1,497,103

計 3,164,322
  

  
短期借入金 878,000

一年以内返済予定
長期借入金 

811,381

長期借入金 1,470,430

計 3,159,811
  

※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．  ────── 

 

（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 

（千円） （千円） （千円）
  

受取手数料 7,513

受取配当金 4,204

受取協賛金 378
  

  
受取手数料 15,357

受取配当金 5,658

受取協賛金 2,650
  

  
受取手数料 14,499

受取配当金 5,684

受取協賛金 505
  

※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 

（千円） （千円） （千円）
  

支払利息 28,133
  

  
支払利息 26,111

  

  
支払利息 53,365

  
※３．特別利益の主要項目 （千円） ※３．特別利益の主要項目 （千円） ※３．特別利益の主要項目 （千円）
  

貸倒引当金戻入益 2,432

器具備品売却益 103
 

  
投資有価証券売却益 1,991

器具備品売却益 685
 

  
移転補償金 2,432

貸倒引当金戻入益 651

器具備品売却益 638
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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） 

※４．特別損失の主要項目 （千円） ※４．特別損失の主要項目 （千円） ※４．特別損失の主要項目 （千円）
  

減損損失 156,946

建物除却損 1,707

器具備品除却損 372
  

  
商品評価損 176,777

減損損失 16,891
 

  
減損損失 156,946

賃貸借契約解約損 9,314

固定資産除却損 8,932
     

※５．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 

京都府 
店舗 

教室 

建物、器具備品、

リース資産等 

滋賀県 店舗 建物等 

大阪府 
店舗 

教室 

建物、器具備品、

リース資産等 

兵庫県 店舗 
建物、器具備品、

リース資産等 

奈良県 店舗 建物、器具備品 

大分県 教室 
建物、器具備品、

リース資産等 

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、教室を

単位としてグルーピングしておりま

す。 

営業活動から生じる損益が継続し

てマイナスで、資産グループの固定

資産簿価を全額回収できる可能性が

低いとした店舗、教室について、当

該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（156,946千円）として特別

損失に計上しております。その内訳

は、以下の通りであります。 

（千円） 

建物 95,272 

器具備品 7,016 

リース資産 40,183 

その他 14,474 

計 156,946 

なお、当該資産グループの回収可

能価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

5.0％で割り引いて算出しておりま

す。 

※５．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 

京都府 店舗 建物、器具備品 

滋賀県 店舗 
建物、器具備品、

リース資産 

大阪府 店舗 建物 

兵庫県 店舗 建物、器具備品 

奈良県 店舗 
建物、器具備品、

リース資産 

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、教室を

単位としてグルーピングしておりま

す。 

営業活動から生じる損益が継続し

てマイナスで、資産グループの固定

資産簿価を全額回収できる可能性が

低いとした店舗、教室について、当

該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（16,891千円）として特別損

失に計上しております。その内訳

は、以下の通りであります。 

（千円）

建物 7,406 

器具備品 865 

リース資産 8,619 

計 16,891 

なお、当該資産グループの回収可
能価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
5.0％で割り引いて算出しておりま
す。 

※５．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 

京都府 
店舗 

教室 

建物、器具備品、

リース資産等 

滋賀県 店舗 建物等 

大阪府 
店舗 

教室 

建物、器具備品、

リース資産等 

兵庫県 店舗 
建物、器具備品、

リース資産等 

奈良県 店舗 建物、器具備品 

大分県 教室 
建物、器具備品、

リース資産等 

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、教室を

単位としてグルーピングしておりま

す。 

営業活動から生じる損益が継続し

てマイナスで、資産グループの固定

資産簿価を全額回収できる可能性が

低いとした店舗、教室について、当

該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（156,946千円）として特別

損失に計上しております。その内訳

は、以下の通りであります。 

（千円）

建物 95,272 

器具備品 7,016 

リース資産 40,183 

その他 14,474 

計 156,946 

なお、当該資産グループの回収可

能価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

5.0％で割り引いて算出しておりま

す。 

 
 
 
 



（JEUGIA） 

   

 

 

18

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） 

※６．法人税等調整額 

法人税等調整額は、当事業年度に

おいて予定している利益処分による

固定資産圧縮積立金の取崩しを前提

として、当中間会計期間に係る金額

を計算しております。 

※６．法人税等調整額 

同左 

※６．  ────── 

 ７．減価償却実施額   （千円）  ７．減価償却実施額   （千円）  ７．減価償却実施額   （千円）
  

有形固定資産 79,953

無形固定資産 1,083
  

  
有形固定資産 71,604

無形固定資産 2,034
  

  
有形固定資産 158,578

無形固定資産 2,732
  

 

（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） 

１.発行済株式の種類及び総数並びに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） 

発行済株式     

普通株式 8,272 － － 8,272

合計 8,272 － － 8,272

自己株式     

普通株式（注） 18 1 － 20

合計 18 1 － 20

（注）普通株式の自己株式の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

２．配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年６月29日

定時株主総会 
普通株式 41,270千円 ５円 平成18年３月31日 平成18年６月29日

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

（千円） （千円） （千円）
  
現金及び預金 904,460

担保提供又は預入期
間３ヶ月超の定期預
金 

△ 138,803

現金及び現金同等物 765,657
  

  
現金及び預金 972,597

担保提供又は預入期
間３ヶ月超の定期預
金 

△ 148,404

現金及び現金同等物 824,193
  

  
現金及び預金 1,065,391

担保提供又は預入期
間３ヶ月超の定期預
金 

△ 190,404

現金及び現金同等物 874,987
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（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行なうため記載を省略しております。 

（有価証券関係） 

その他有価証券で時価のあるもの 

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） 

 

取得原価 中間貸借対

照表計上額 

差額 取得原価 中間貸借対

照表計上額

差額 取得原価 貸借対照表

計上額 

差額 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

株式 211,520 481,735 270,215 239,483 663,568 424,085 240,756 735,975 495,219

 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 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） 

 中間貸借対照表計上額 中間貸借対照表計上額 貸借対照表計上額 

（千円） （千円） （千円）

その他有価証券    

非上場株式 140,606 111,555 111,555

 

（デリバティブ取引関係） 

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） 

当社のデリバティブ取引に

は、ヘッジ会計を適用している

ので、記載の対象から除いてお

ります。 

同左 同左 

 

（持分法損益等） 

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） 

該当事項はありません。 同左 同左 
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（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 333.53円

１株当たり中間純損失

金額 
12.29円

  

 

１株当たり純資産額 327.84円

１株当たり中間純損失

金額 
14.79円

  

 

１株当たり純資産額 352.74円

１株当たり当期純損失

金額 
9.32円

  

 

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、１株当たり中間純損失であ

り、また、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、１株当たり当期純損失であ

り、また、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）

中間（当期）純損失（△） 

金額（千円） 
△ 101,422 △ 122,065 △ 76,900 

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）

純損失（△）金額（千円） △ 101,422 △ 122,065 △ 76,900 

期中平均株式数（株） 8,255,971 8,253,274 8,255,213 

 




