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問い合わせ先 　責任者役職名　　取締役経理部長

　氏             名     岡 野  良 信 ＴＥＬ  (045)821-7500

中間決算取締役会開催日　  平成18年11月17日

中間配当金支払開始日   平成18年12月11日 中間配当制度の有無 　　　　有

単元株式制度採用の有無   有(1単元1,000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 （百万円未満切捨て）

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 △ 6.0  △ 57.8  △ 49.4  

 17年 9月中間期 8.8  76.6  58.2  

 18年 3月期

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 26.8  21

 17年 9月中間期 △ 40.7  41

 18年 3月期 66

(注）①期中平均株式数 18年9月中間期 6,162,370株　 17年9月中間期 6,479,385株　 18年3月期 6,439,227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

(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 78

 17年 9月中間期 25

 18年 3月期 91

(注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 6,161,870株　 17年9月中間期 6,477,770株　 18年3月期 6,164,070株

      ②期末自己株式数    18年9月中間期    589,330株　 17年9月中間期    273,430株　18年3月期    587,130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)

百万円 百万円 百万円
通   　期

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期)　38円 95銭　

３．配 当 状 況

　・現金配当 1 株 当 た り 配 当 金 （円）

 18年 3月期

 19年 3月期(実績)

 19年 3月期(予想)

※業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は

 　今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

8,106         156         224         

8,623         369         444         

売   上   高 経 常 利 益 当 期 純 利 益

1,066         

1,028         

1,062         

55.7         

55.3         6,573         11,893         

中間期末 期　末 年　間

17,325         675         360         

93         14         

406         58         

1,001         17,862         830         

118         19         

11,235         6,580         58.6         

11,951         6,660         

10.50         

12.00         21.00         

　　　　　　　　―
17.50         

9.00         

　　　　　　　　― 7.00         
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 【中間財務諸表等】 

６. 【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 
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  339,676 1,182,240  476,298 

２ 売掛金  676,604 658,449  708,606 

３ たな卸資産  2,354,502 2,231,353  2,184,536 

４ 短期貸付金  725,101 1,999  21,733 

５ その他  628,920 610,816  634,292 

６ 貸倒引当金  △5,780 △3,039  △3,679 

流動資産合計  4,719,024 39.5 4,681,819 39.4  4,021,787 35.8

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 
※１ 
※２ 

1,492,595 1,432,835  1,482,901 

(2) 土地 ※２ 2,313,870 2,313,870  2,313,870 

(3) その他 ※１ 145,498 448,940  137,097 

有形固定資産合計  3,951,965 33.1 4,195,646 35.3  3,933,869 35.0

２ 無形固定資産  1,874 0.0 1,744 0.0  1,809 0.0

３ 投資その他の資産    

(1) 差入保証金 ※２ 2,137,619 1,918,669  2,111,679 

(2) 長期前払費用  120,985 54,389  112,347 

(3) その他 ※２ 1,023,985 1,044,010  1,057,062 

(4) 貸倒引当金  △3,823 △2,913  △3,368 

投資その他の資産合計  3,278,767 27.4 3,014,156 25.3  3,277,721 29.2

固定資産合計  7,232,608 60.5 7,211,546 60.6  7,213,400 64.2

資産合計  11,951,633 100.0 11,893,366 100.0  11,235,188 100.0
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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 
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 ※５ 743,456 1,286,435  543,928 

２ 短期借入金 ※２ 2,655,928 2,092,248  2,305,888 

３ 未払法人税等  208,967 112,239  272,597 

４ 賞与引当金  218,994 238,871  205,371 

５ その他  338,811 337,380  446,663 

流動負債合計  4,166,156 34.9 4,067,174 34.2  3,774,447 33.6

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２ 784,252 919,504  545,128 

２ 退職給付引当金  113,319 122,268  117,509 

３ その他  227,133 211,033  217,733 

固定負債合計  1,124,704 9.4 1,252,806 10.5  880,370 7.8

負債合計  5,290,860 44.3 5,319,980 44.7  4,654,818 41.4

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  1,314,100 11.0 ― ―  1,314,100 11.7

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  1,824,791 ―  1,824,791 

資本剰余金合計  1,824,791 15.3 ― ―  1,824,791 16.2

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  72,459 ―  72,459 

２ 任意積立金  3,330,000 ―  3,330,000 

３ 中間(当期)未処分利益  209,756 ―  464,358 

利益剰余金合計  3,612,215 30.2 ― ―  3,866,817 34.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金  39,603 0.3 ― ―  62,331 0.6

Ⅴ 自己株式  △129,938 △1.1 ― ―  △487,670 △4.3

資本合計  6,660,772 55.7 ― ―  6,580,369 58.6

負債及び資本合計  11,951,633 100.0 ― ―  11,235,188 100.0
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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 
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   ― 1,314,100 11.1  ―

２ 資本剰余金     

 資本準備金  ― 1,824,791  ― 

資本剰余金合計   ― 1,824,791 15.3  ―

３ 利益剰余金     

(1) 利益準備金  ― 72,459  ― 

(2) その他利益剰余金     

別途積立金  ― 3,560,000  ― 

繰越利益剰余金  ― 250,267  ― 

利益剰余金合計   ― 3,882,726 32.6  ―

４ 自己株式   ― △490,139 △4.1  ―

株主資本合計   ― 6,531,477 54.9  ―

Ⅱ 評価・換算差額等     

  その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 41,908   ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― 41,908 0.4  ―

純資産合計   ― 6,573,386 55.3  ―

負債純資産合計   ― 11,893,366 100.0  ―
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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 
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  8,623,468 100.0 8,106,875 100.0  17,862,970 100.0

Ⅱ 売上原価  5,292,284 61.4 5,016,038 61.9  11,018,024 61.7

売上総利益  3,331,184 38.6 3,090,837 38.1  6,844,945 38.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,961,184 34.3 2,934,620 36.2  6,014,442 33.7

営業利益  369,999 4.3 156,216 1.9  830,503 4.6

Ⅳ 営業外収益 ※１ 93,372 1.1 85,522 1.1  208,391 1.2

Ⅴ 営業外費用 ※２ 19,344 0.2 17,125 0.2  37,322 0.2

経常利益  444,027 5.2 224,613 2.8  1,001,572 5.6

Ⅵ 特別利益 ※４ ― ― 1,253 0.0  ― ―

Ⅶ 特別損失 ※５ 262,546 3.1 5,330 0.1  262,674 1.5

税引前中間(当期)純利
益 

 181,481 2.1 220,535 2.7  738,897 4.1

法人税、住民税 
及び事業税 

 194,930 98,948  446,638 

法人税等調整額  △106,798 88,132 1.0 3,209 102,158 1.2 △113,991 332,646 1.8

中間(当期)純利益  93,348 1.1 118,377 1.5  406,250 2.3

前期繰越利益  116,408 ―   116,408

中間配当額  ― ―   58,299

中間(当期)未処分利益  209,756 ―   464,358
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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  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 1,314,100 1,824,791 1,824,791 

中間会計期間中の変動額  

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) 1,314,100 1,824,791 1,824,791 

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計 
自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 72,459 3,330,000 464,358 3,866,817 △487,670 6,518,038

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当 △73,968 △73,968  △73,968

 役員賞与 △28,500 △28,500  △28,500

 中間純利益 118,377 118,377  118,377

 自己株式の取得  △2,469 △2,469

 別途積立金の積立 230,000 △230,000   

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― 230,000 △214,091 15,908 △2,469 13,439

平成18年９月30日残高(千円) 72,459 3,560,000 250,267 3,882,726 △490,139 6,531,477

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 62,331 62,331 6,580,369

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 △73,968

 役員賞与 △28,500

 中間純利益 118,377

  自己株式の取得 △2,469

  別途積立金の積立 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△20,422 △20,422 △20,422

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△20,422 △20,422 △6,983

平成18年９月30日残高(千円) 41,908 41,908 6,573,386
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中間財務諸表作成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 

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 

時価のあるもの 

中間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、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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間期末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により処

理、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 

その他有価証券 

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、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 

(2) 商品 

オートバックス商品 

売価還元法による原価法 

(2) 商品 

オートバックス商品 

同左 

(2) 商品 

オートバックス商品 

同左 

(3) 貯蔵品 

最終仕入原価法 

(3) 貯蔵品 

同左 

(3) 貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

建物(建物附属設備を除く) 

定額法 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

建物(建物附属設備を除く)

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

建物(建物附属設備を除く)

同左 

建物以外の有形固定資産 

定率法 

 なお、耐用年数は、次の通り

であります。 

建物    ８年～34年 

構築物   ８年～45年 

機械及び装置８年～17年 

車輌運搬具    ６年 

工具器具備品３年～20年 

 また、残存価額については、

取得価額の５～10％としており

ます。 

建物以外の有形固定資産 

同左 

建物以外の有形固定資産 

同左 

(2) 長期前払費用 

定額法 

 なお、耐用年数につきまして

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) 長期前払費用 

同左 

(2) 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 

(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

に回収の可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち当中

間会計期間に負担すべき額を計

上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち当期

に負担すべき額を計上しており

ます。 

(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

務に基づき当期において発生し

ている額を計上しております。

なお、数理計算上の差異は、

発生時に全額費用処理しており

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 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 

消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。 

５ 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 

同左 

５ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

同左 
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会計方針の変更 

 
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。 

 これにより販売費及び一般管理 

費が10,109千円減少し、特別損失 

が251,062千円増加しております。 

 この結果、営業利益、経常利益 

が10,109千円増加し、税引前中間 

純利益は240,952千円減少しており 

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） 

（自己株式及び準備金の額の減少等

 に関する会計基準等の一部改正）

 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）並びに改正後の「自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 最終改 

正平成18年８月11日 企業会計基準

第１号）及び「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 最 

終改正平成18年８月11日 企業会計

基準適用指針第２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6,573,386千円で 

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。 

(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 

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。 

 これにより販売費及び一般管理 

費が20,219千円減少し、特別損失 

が251,062千円増加しております。 

 この結果、営業利益、経常利益 

が20,219千円増加し、税引前当期 

純利益は230,842千円減少しており 

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) 

 

――――――――― 

 

（企業結合に係る会計基準等) 

 当中間会計期間から「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 

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）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」（企業会計基準委員 

会 平成17年12月27日 企業会計基

準適用指針第10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。 

 

 

 

 

――――――――― 

 

   

 

 

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流動資産の「その他」に含め
て表示しておりました「短期貸付金」（前中間会計期間
399,735千円）につきましては、総資産額の100分の5を
超えたため、当中間会計期間より区分掲記しておりま
す。 

 

――――――――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
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 
1,301,220千円

 

※１
 

有形固定資産
の減価償却 

累計額 
1,429,134千円

 

※１ 
 
 

有形固定資産 
の減価償却 

累計額 
1,367,936千円

 
※２ 担保に供している資産 

建物 814,090千円

土地 2,313,870千円

投資有価証券 35,125千円

差入保証金 160,000千円

計 3,323,086千円

上記に対応する債務 

短期借入金 
(一年内返済予定 
長期借入金を含む) 

 1,409,520千円

長期借入金 563,880千円

計 1,973,400千円
 

※２ 担保に供している資産 

建物 773,752千円

土地 2,313,870千円

投資有価証券 36,150千円

差入保証金 160,000千円

計 3,283,773千円

上記に対応する債務 

短期借入金 
(一年内返済予定 
長期借入金を含む) 

 1,512,240千円

長期借入金 784,740千円

計 2,296,980千円
 

※２ 担保に供している資産 

建物 793,267千円

土地 2,313,870千円

投資有価証券 43,810千円

差入保証金 160,000千円

計 3,310,948千円

上記に対応する債務 

短期借入金 
(一年内返済予定 
長期借入金を含む) 

 1,459,480千円

長期借入金 397,960千円

計 1,857,440千円
 

３ 保証債務 

次の通り債務保証を行ってお

ります。 

被保証者 
保証債務 
残高 

(千円)
内容 

㈱アイディーエ
ム 

700,000 銀行借入 

㈱パーソンズ 17,040 銀行借入 

㈱アクシス 11,254 仕入債務 

㈱アドバンス 132 仕入債務 

 

３ 保証債務 

次の通り債務保証を行ってお

ります。 

被保証者 
保証債務
残高 

(千円)
内容 

㈱パーソンズ 19,667 銀行借入 

㈱アクシス 18,192 仕入債務 

 

３ 保証債務 

次の通り債務保証を行ってお

ります。 

被保証者 
保証債務
残高 

(千円)
内容 

㈱パーソンズ 7,920 銀行借入 

㈱アクシス 12,077 仕入債務 

㈱アドバンス 363 仕入債務 

 

４ 消費税等の取扱 

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。 

――――― 

 

４ 消費税等の取扱 

同左 

 

 

 

※５ 当中間会計期間末日は、金融

機関休業日のため、買掛金の

未決済分が772,016千円含ま

れております。 

 

――――― 

 

 

 

 

――――― 
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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 営業外収益の主要項目 

受取利息 10,265千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 2,911千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 20,328千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 17,713千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 14,802千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 34,416千円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 67,136千円

無形固定資産 65千円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 61,346千円

無形固定資産 65千円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 134,938千円

無形固定資産 130千円
 

 

        ――――――――― 

 

 

 

※５ 特別損失の主要項目 

減損損失 251,062千円

固定資産 
除却損 

11,484千円

 

 

 当中間会計期間において、当社 

は下記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 

東京都 

調布市 

転貸 

店舗 

長期前 

払費用 

 

 当社は、事業資産については、 

管理会計上の区分で、賃貸資産は 

、個別物件単位でグルーピングし 

ております。 

 上記転貸店舗につきましては、 

当社が店舗を閉鎖後、賃貸借契約 

を解約せず物件を転貸しておりま 

すが、現在の支払家賃と受取家賃 

の水準を考慮すると、当該物件の 

長期前払費用の未償却残高は全額 

回収不能と判断し、全額減損損失 

（251,062千円）として特別損失に 

計上しました。 

 

※４ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金 
戻入益 

1,095千円

固定資産 
売却益 

158千円

 

※５ 特別損失の主要項目 

賃貸借契約 

解約損 
5,219千円

固定資産 
売却損 

111千円

 

 

 

        ――――――――― 

 

 

        ――――――――― 

 

 

 

※５ 特別損失の主要項目 

減損損失 251,062千円

固定資産 
除却損 

11,612千円

 

 

 当事業年度において、当社は下 

記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 

東京都 

調布市 

転貸 

店舗 

長期前 

払費用 

 

 当社は、事業資産については、 

管理会計上の区分で、賃貸資産は 

、個別物件単位でグルーピングし 

ております。 

 上記転貸店舗につきましては、 

当社が店舗を閉鎖後、賃貸借契約 

を解約せず物件を転貸しておりま 

すが、現在の支払家賃と受取家賃 

の水準を考慮すると、当該物件の 

長期前払費用の未償却残高は全額 

回収不能と判断し、全額減損損失 

（251,062千円）として特別損失に 

計上しました。 
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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） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 587,130 2,200 ― 589,330 
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 2,200株 

 

(リース取引関係) 

ＥＤＮＥＴにより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) 

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) 

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。 

 
(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） 

当社は、平成 18 年７月 13 日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をして

おります。 

当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。 

１ 平成 18 年 10 月１日付をもって平成 18 年９月 30 日（ただし、当日は株主名簿管理人の休業日につき、

実質上は、平成 18 年９月 29 日）を基準日として株主の所有株式数を１株につき 1.5 株の割合をもって

分割する。 

２ 分割により増加する株式数     普通株式 3,375,600 株 

 

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。 

 
 


