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上 場 会 社 名  株式会社  大 戸 屋 上 場 取 引 所 ＪＱ 

コ ー ド 番 号  2 7 0 5 本社所在都道府県 東京都 
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代 表 者  役職名 代表取締役社長  氏名 三森 久実 

問合せ先責任者  役職名 経営企画部長  氏名 濵田 寛明     ＴＥＬ（03）5206－7500 

決算取締役会開催日  平成 18 年 11 月 17 日 配当支払開始日 ―――  

単元株制度採用の有無 有（１単元 100 株）   

 
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)百万円未満は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 7,817   (06.6) 339   (18.7) 333   (18.9) 

17 年９月中間期 7,330   (11.6) 286   (586.6) 280   (663.5) 

1 8 年 ３ 月 期 14,954    709    697    

 

 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 119   (－) △23  42 

17 年９月中間期 △167   (－) △32  85 

1 8 年 ３ 月 期 49 01  81 

（注）1.期中平均株式数 18 年９月中間期 5,100,000 株  17 年９月中間期 5,100,000 株  18 年３月期 5,100,000 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 

 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 6,062 1,753 28.9 343  76 

17 年９月中間期 5,451 1,536 28.2 301  34 

1 8 年 ３ 月 期    5,913    1,750 29.6 335  35 

（注）1.期末発行済株式数 18 年９月中間期 5,100,000 株  17 年９月中間期 5,100,000 株  18 年３月期 5,100,000 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 

 

 

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） 
 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通  期 16,000 750 316 

（参考）1株当たり予想当期純利益(通期)    61 円 96 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 ― 15.00 15.00 

19 年３月期(実績) ― ― 

19 年３月期(予想) ― 10.00 
10.00 

 

 

※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につきましては、添付資料の６ページを参照して下さい。 
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６.中間財務諸表等 

中間財務諸表 

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  1,012,767 1,297,369 1,306,213 

２ 売掛金  139,601 214,361 203,759 

３ たな卸資産  40,129 36,760 35,329 

４ その他  408,758 442,798 400,210 

流動資産合計   1,601,257 29.4 1,991,289 32.8  1,945,513 32.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物  1,998,834 1,973,721 2,023,344 

(2) その他  155,060 171,638 167,423 

有形固定資産合計  2,153,894 39.5 2,145,359 35.4 2,190,768 37.0

２ 無形固定資産  7,410 0.1 8,312 0.2 9,791 0.2

３ 投資その他の資産    

(1) 敷金及び保証金  1,256,076 1,304,022 1,266,027 

(2) その他  433,085 613,573 501,669 

投資その他の 

資産合計 
 1,689,162 31.0 1,917,596 31.6 1,767,696 29.9

固定資産合計   3,850,467 70.6 4,071,268 67.2  3,968,256 67.1

資産合計   5,451,725 100.0 6,062,558 100.0  5,913,770 100.0
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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  452,263 477,931 493,966 

２ 短期借入金  1,160,000 1,445,500 1,300,000 

３ １年内返済予定 

  長期借入金 
 776,218 705,186 706,734 

４ 未払金  549,269 477,565 585,413 

５ 未払法人税等  65,694 121,952 168,494 

６ 賞与引当金  22,387 22,647 20,964 

７ 閉店損失引当金  2,500 9,754 ― 

８ その他 ※２ 188,735 183,151 180,891 

流動負債合計   3,217,068 59.0 3,443,689 56.8  3,456,463 58.4

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  478,876 592,720 463,928 

２ 退職給付引当金  93,294 108,899 101,729 

３ 長期未払金  32,733 20,136 23,492 

４ その他  92,913 143,914 117,482 

固定負債合計   697,817 12.8 865,669 14.3  706,632 12.0

負債合計   3,914,885 71.8 4,309,358 71.1  4,163,095 70.4

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   467,200 8.6 ― ―  467,200 7.9

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  385,400 ― 385,400 

  資本剰余金合計   385,400 7.1 ― ―  385,400 6.5

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  3,582 ― 3,582 

２ 中間(当期) 

  未処分利益 
 677,325 ― 894,492 

利益剰余金合計   680,908 12.5 ― ―  898,074 15.2

Ⅳ その他有価証券 

  評価差額金 
  3,331 0.0 ― ―  ― ―

資本合計   1,536,839 28.2 ― ―  1,750,674 29.6

負債・資本合計   5,451,725 100.0 ― ―  5,913,770 100.0
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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   ― ― 467,200 7.7  ― ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 385,400 ― 

資本剰余金合計   ― ― 385,400 6.4  ― ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 3,582 ― 

(2) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  ― 897,017 ― 

利益剰余金合計   ― ― 900,600 14.8  ― ―

株主資本合計   ― ― 1,753,200 28.9  ― ―

純資産合計   ― ― 1,753,200 28.9  ― ―

負債純資産合計   ― ― 6,062,558 100.0  ― ―
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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   7,330,714 100.0 7,817,993 100.0  14,954,432 100.0

Ⅱ 売上原価   2,493,768 34.0 2,791,302 35.7  5,204,123 34.8

売上総利益   4,836,946 66.0 5,026,691 64.3  9,750,309 65.2

Ⅲ 販売費及び 

  一般管理費 
  4,550,552 62.1 4,686,755 59.9  9,040,758 60.5

営業利益   286,394 3.9 339,935 4.4  709,550 4.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  14,120 0.2 15,385 0.2  27,677 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  19,865 0.3 21,758 0.3  39,980 0.2

経常利益   280,649 3.8 333,562 4.3  697,247 4.7

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ― ―  38,892 0.2

Ⅶ 特別損失 ※4､5  540,309 7.3 107,595 1.4  603,950 4.0

税引前中間（当期）

純利益又は税引前

中間純損失（△） 

  △259,660 △3.5 225,967 2.9  132,190 0.9

法人税、住民税 

及び事業税 
 50,904 103,893 199,969 

法人税等調整額  △143,008 △92,104 △1.2 2,648 106,541 1.3 △117,389 82,580 0.6

中間（当期）純利益

又は中間純損失（△） 
  △167,556 △2.3 119,425 1.5  49,609 0.3

前期繰越利益   844,882  844,882

中間(当期) 

未処分利益 
  677,325  894,492
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

そ の 他

利益剰余金
 

資本金 
資本準備金

資本剰余金

合   計
利益準備金

繰越利益

剰 余 金

利益剰余金 

合   計 

株主資本合計 
純資産合計

平成18年３月31日残高(千円) 467,200 385,400 385,400 3,582 894,492 898,074 1,750,674 1,750,674

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当（注）  △76,500 △76,500 △76,500 △76,500

 役員賞与（注）  △40,400 △40,400 △40,400 △40,400

 中間純利益  119,425 119,425 119,425 119,425

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
 2,525 2,525 2,525 2,525

平成18年９月30日残高(千円) 467,200 385,400 385,400 3,582 897,017 900,600 1,753,200 1,753,200

（注）平成18年６月23日開催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 

 

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 

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) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

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 

同左 

その他有価証券 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

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 

同左 

その他有価証券 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

(２)たな卸資産 

原材料及び貯蔵品 

終仕入原価法 

(２)たな卸資産 

同左 

(２)たな卸資産 

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 

 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。 

 なお、主な耐用年数は以

下の通りであります。 

建物 10年～15年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(１)有形固定資産 

定額法 

 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。 

 なお、主な耐用年数は以

下の通りであります。 

建物 ８年～15年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(１)有形固定資産 

同左 

(２)無形固定資産 

 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

基づく定額法 

(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 

 なお、償却期間について

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。 

(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 ３ 引当金の計上基準 ３ 引当金の計上基準 

(１)賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備

えるため、将来の支給見込

額のうち、当中間会計期間

の負担額を計上しておりま

す。 

(１)賞与引当金 

同左 

(１)賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備

えるため、将来の支給見込

額のうち、当事業年度の負

担額を計上しております。 

(２)閉店損失引当金 

 店舗の閉鎖により発生

する損失に備えるため、当

中間会計期間末における

閉鎖決定店舗の閉店時に

発生すると認められる額

を計上しております。 

(２)閉店損失引当金 

同左 

(２) ――――――― 
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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)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当期末における退

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。 

(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、当期末における退

職給付債務の見込額に基づ

き、当事業年度末において

発生していると認められる

額を計上しております。 

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。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしており

ますので、特例処理を採用して

おります。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

 金利スワップ 

（ヘッジ対象） 

 借入金の利息 

③ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを

回避する目的で金利スワップ

取引を行っており、ヘッジ対象

の識別は個別契約毎に行って

おります。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしている

ため、有効性の評価を省略して

おります。 

５ ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

 

③ヘッジ方針 

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。 

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 

消費税等の会計処理 

同左 

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 

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） 

 当中間会計期間から、「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

準委員会 平成15年10月31日 企業

会計基準適用指針第６号）を適用して

おります。 

 これにより、税引前中間純損失が

323,229千円増加しております。 

 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

き減損処理を行った各資産の金額か

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）

 当事業年度から、「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」（企業会計基準委

員会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号）を適用しており

ます。 

 これにより、税引前当期純利益が

283,081千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減

損処理を行った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

に関する会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）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

会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準適用指針第８号）を適用

しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は1,753,200千円であり

ます。 

 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。 

 

―――――――――― 
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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 

1,146,198千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,167,756千円

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,067,525千円

 

※２ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等と仮受消費税等は

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。 

 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

 

 

※２ ――――――― 

 

 

 

  ３ 保証債務 

金融機関借入の保証 

 ＦＣ加盟店（２件） 43,330千円

 OOTOYA(THAILAND)CO.,LTD. 

 BAHT 6,800千 18,768千円

   小計 62,098千円

リース会社に対するリース債務の保証 

 OOTOYA(THAILAND)CO.,LTD. 

 BAHT 2,630千 7,259千円

合計 69,357千円

外貨建保証債務については、中間

期末日の為替レートにより換算し

ております。 

 
 

  ３ 保証債務 

金融機関借入の保証 

 ＦＣ加盟店（２件） 33,862千円

 OOTOYA(THAILAND)CO.,LTD.

 BAHT 5,200千 16,328千円

   小計 50,190千円

リース会社に対するリース債務の保証 

 OOTOYA(THAILAND)CO.,LTD.

 BAHT 1,998千 6,276千円

合計 56,466千円

外貨建保証債務については、中間

期末日の為替レートにより換算し

ております。 

 
 

  ３ 保証債務 

金融機関借入の保証 

 ＦＣ加盟店（２件） 38,596千円

 OOTOYA(THAILAND)CO.,LTD. 

 BAHT 6,000千 18,180千円

   小計 56,776千円

リース会社に対するリース債務の保証 

 OOTOYA(THAILAND)CO.,LTD. 

 BAHT 2,314千 7,012千円

合計 63,788千円

外貨建保証債務については、期末

日の為替レートにより換算してお

ります。 
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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 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 790千円 

取引先協賛金 10,957千円 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,091千円

取引先協賛金 10,889千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,689千円

取引先協賛金 20,949千円

  
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 19,698千円  

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 21,720千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 39,249千円 
 
※３   ―――――――― 

 

 
※３   ―――――――― 

 

 
※３ 特別利益のうち主要なもの 

前期損益修正益 10,842千円

店舗売却益 19,837千円

投資有価証券売

却益 
8,213千円

 
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産売却損 56,475千円 

固定資産除却損 61,170千円 

減損損失 400,126千円 

   

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 33,808千円

解約違約金 23,256千円

閉店損失 15,641千円

閉店損失引当金 

繰入額 
9,754千円

減損損失 19,397千円

  

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 99,269千円

固定資産売却損 68,485千円

減損損失  400,126千円

※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。 

用途・場所 種類 金額 

直営店舗 

(24 店舗・

東京都 

豊島区他） 

建物・ 

リース

資産等 
400,126千円

合計 400,126千円

 当社は、資産のグルーピングを直営

店舗ごとに行っております。 

 減損対象とした直営店舗は、投下資

本回収力が当初予定より低下した24

店舗の帳簿価額を回収可能価額まで

減損し、当該減少額を減損損失として

特別損失に計上しております。 

 その内訳は、建物303,596千円、リ

ース資産68,251千円、その他28,278千

円であります。 

 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６％で割引

いて算定しております。 

 

※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。 

用途・場所 種類 金額 

直営店舗 

(１店舗・

千葉県 

船橋市） 

建物・

リース

資産等
19,397千円

合計 19,397千円

 当社は、資産のグルーピングを直営

店舗ごとに行っております。 

 減損対象とした直営店舗は、投下資

本回収力が当初予定より低下した１

店舗の帳簿価額を回収可能価額まで

減損し、当該減少額を減損損失として

特別損失に計上しております。 

 その内訳は、建物12,524千円、リー

ス資産6,265千円、その他607千円であ

ります。 

 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６％で割引

いて算定しております。 

 

※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。 

用途・場所 種類 金額 

直営店舗 

(24 店舗・ 

東京都 

豊島区他） 

建物・ 

リース

資産等 
400,126千円

合計 400,126千円

 当社は、資産のグルーピングを直営

店舗ごとに行っております。 

 減損対象とした直営店舗は、投下資

本回収力が当初予定より低下した24

店舗の帳簿価額を回収可能価額まで

減損し、当該減少額を減損損失として

特別損失に計上しております。 

 その内訳は、建物303,596千円、リ

ース資産68,251千円、その他28,278千

円であります。 

 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６％で割引

いて算定しております。 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 138,881千円 

無形固定資産 5,047千円 

  
 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 143,896千円

無形固定資産 969千円
 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 280,783千円

無形固定資産 6,040千円
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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） 

該当事項はありません。 
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リース取引関係 

 
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) 

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 

 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） 

有形

固定

資産

その

他 

1,182,195 600,635 67,718 513,841 

無形

固定

資産 

85,592 37,308 131 48,152 

合計 1,267,787 637,943 67,849 561,993 
 

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 

 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）

有形

固定

資産

その

他 

1,225,165 599,904 68,140 557,120

無形

固定

資産 

56,032 26,289 127 29,614

合計 1,281,197 626,193 68,268 586,734
 

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） 

減損損失

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 

1,229,262 636,096 64,609 528,556

無形

固定

資産

85,351 44,802 127 40,420

合計 1,314,613 680,899 64,737 568,977
 

   
(２)未経過リース料中間期末残高相

当額等 

 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

    1年内 230,485千円

    1年超 403,534千円

    合計 634,019千円 

(２)未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高 

  未経過リース料中間期末残高相当額

    1年内 232,398千円

    1年超 412,343千円

    合計 644,741千円 

(２)未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残

高 

  未経過リース料期末残高相当額

    1年内 233,630千円

    1年超 396,991千円

    合計 630,621千円 
  リース資産減損勘定中間期末残高 

54,980 千円 

 

  リース資産減損勘定中間期末残高

38,998 千円

 

  リース資産減損勘定期末残高 

43,401 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 

    支払リース料 132,789千円

    リース資産減損 

    勘定の取崩額 
13,271千円

    減価償却費 

    相当額 
119,439千円

    支払利息相当額 6,434千円

    減損損失 68,251千円

  

(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 

    支払リース料 139,901千円

    リース資産減損

    勘定の取崩額 
10,667千円

    減価償却費 

    相当額 
127,705千円

    支払利息相当額 6,533千円

    減損損失 6,265千円

  

(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 

    支払リース料 267,693千円

    リース資産減損 

    勘定の取崩額 
24,849千円

    減価償却費 

    相当額 
219,000千円

    支払利息相当額 11,507千円

    減損損失 68,251千円

  
(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 
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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 オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 
（借主側） 
    1年内 5,579千円
    1年超 6,374千円

    合計 11,954千円
 
（貸主側） 
    1年内 4,139千円
    1年超 2,414千円

    合計 6,554千円
  

２ オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 
（借主側） 
    1年内 2,414千円
    1年超 ―

    合計 2,414千円
 
（貸主側） 
    1年内 2,414千円
    1年超 ―

    合計 2,414千円
  

２ オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 
（借主側） 
    1年内 4,139千円
    1年超 344千円

    合計 4,484千円
 

（貸主側） 
    1年内 4,139千円
    1年超 344千円

    合計 4,484千円 
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有価証券関係 

 

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はありません。 

 

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はありません。 

 

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) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

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) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

 

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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