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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）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益又は営業損失(△) 経常利益又は経常損失(△)

 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

18年９月中間期 8,737,493 (△12.1) △93,902 (  －  ) △76,136 (  －  )

17年９月中間期 9,942,868 ( △4.4) 411,559 (△40.4) 431,659 (△36.9)

18年３月期 19,949,356  682,268  727,042  

 
中間(当期)純利益　　　　　　　

又は中間純損失(△)
１株当たり中間(当期)純利益　又

は中間純損失(△)

 千円 ％ 円 銭

18年９月中間期 △807,477 (  －  ) △73 49

17年９月中間期 225,071 (△38.1) 20 48

18年３月期 373,328  31 84

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 10,987,130株 17年９月中間期 10,987,870株 18年３月期 10,987,626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

 千円 千円 ％ 円 銭

18年９月中間期 17,937,734 6,872,608 38.3 625 51

17年９月中間期 21,116,649 8,781,737 41.6 799 22

18年３月期 20,352,978 9,119,528 44.8 827 88

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 10,987,130株 17年９月中間期 10,987,870株 18年３月期 10,987,130株

 ②期末自己株式数 18年９月中間期 12,870株 17年９月中間期 12,130株 18年３月期 12,870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 当期純損失

  千円 千円 千円

通　期 17,800,000 170,000 △680,000

（参考） １株当たり予想当期純損失（通期） △61円89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 － 10 10

19年３月期（実績） － － －

19年３月期（予想） － 10 10

 

※　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 1,317,550 1,079,969 1,230,137

２．受取手形  ※３ 5,711,800 3,863,731 5,395,568

３．売掛金 3,135,507 3,205,082 2,878,356

４．たな卸資産 3,986,350 4,129,368 3,606,097

５．繰延税金資産 154,020 345,554 144,478

６．その他  ※４ 161,311 132,636 149,621

　　貸倒引当金 △26,000 △177,000 △24,000

流動資産合計 14,440,541 68.4 12,579,342 70.1 13,380,259 65.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 ※1.2 1,416,373 1,334,976 1,371,119

(2）土地 ※２ 1,496,590 1,377,602 1,496,590

(3）その他 ※１ 66,433 51,617 52,344

有形固定資産合計 2,979,398 2,764,196 2,920,054

２．無形固定資産 9,701 9,701 9,701

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※２ 1,997,101 1,693,008 2,345,088

(2）土地再評価に係
る繰延税金資産

924,614 － 924,614

(3) 更生債権等 － 1,022,787 9,042

(4) その他 ※1.2 1,032,345 1,116,568 983,612

　　貸倒引当金 △267,052 △1,247,870 △219,394

投資その他の資産
合計

3,687,008 2,584,494 4,042,963

固定資産合計 6,676,107 31.6 5,358,391 29.9 6,972,718 34.3

資産合計 21,116,649 100.0 17,937,734 100.0 20,352,978 100.0
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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 4,388,047 3,901,563 3,862,319

２．買掛金 1,028,821 778,468 900,026

３．短期借入金 ※２ 4,783,550 3,737,500 4,513,750

４．未払法人税等 221,313 8,625 112,744

５．賞与引当金 280,000 190,000 270,000

６．売上割戻引当金 14,806 14,914 13,907

７．その他 314,130 272,407 300,824

流動負債合計 11,030,669 52.2 8,903,479 49.6 9,973,572 49.0

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 649,750 1,697,500 479,000

２．繰延税金負債 421,689 217,134 542,294

３．役員退職金引当金 204,616 221,576 213,096

４．その他 28,187 25,437 25,487

固定負債合計 1,304,242 6.2 2,161,647 12.1 1,259,877 6.2

負債合計 12,334,911 58.4 11,065,126 61.7 11,233,449 55.2
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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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,857,196 8.8 － － 1,857,196 9.1

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,577,320 － 1,577,320

資本剰余金合計 1,577,320 7.5 － － 1,577,320 7.8

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 220,000 － 220,000

２．任意積立金 5,436,756 － 5,436,756

３．中間（当期）未処
分利益

346,282 － 494,539

利益剰余金合計 6,003,038 28.4 － － 6,151,295 30.2

Ⅳ　土地再評価差額金 △1,386,921 △6.6 － － △1,386,921 △6.8

Ⅴ　その他有価証券評価
差額金

735,031 3.5 － － 924,966 4.5

Ⅵ　自己株式 △3,926 △0.0 － － △4,327 △0.0

資本合計 8,781,737 41.6 － － 9,119,528 44.8

負債及び資本合計 21,116,649 100.0 － － 20,352,978 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 1,857,196 10.3 － －

２．資本剰余金

　(1)資本準備金 － 1,577,320 －

資本剰余金合計 － － 1,577,320 8.8 － －

３．利益剰余金

　(1)利益準備金 － 220,000 －

　(2)その他利益剰余金

　　固定資産圧縮積立
金

－ 193,010 －

　　別途積立金 － 5,480,000 －

　　繰越利益剰余金 － △682,563 －

利益剰余金合計 － － 5,210,446 29.1 － －

４．自己株式 － － △4,327 △0.0 － －

　株主資本合計 － － 8,640,634 48.2 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評
価差額金

－ － 543,509 3.0 － －

２．土地再評価差額金 － － △2,311,535 △12.9 － －

評価・換算差額等合
計

－ － △1,768,025 △9.9 － －

純資産合計 － － 6,872,608 38.3 － －

負債純資産合計 － － 17,937,734 100.0 － －
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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 9,942,868 100.0 8,737,493 100.0 19,949,356 100.0

Ⅱ　売上原価 6,461,736 65.0 5,841,232 66.9 13,225,485 66.3

売上総利益 3,481,131 35.0 2,896,260 33.1 6,723,870 33.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※５ 3,069,571 30.9 2,990,163 34.2 6,041,601 30.3

営業利益又は営業
損失(△)

411,559 4.1 △93,902 △1.1 682,268 3.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 76,261 0.8 84,703 1.0 153,258 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※2.5 56,161 0.6 66,937 0.8 108,485 0.5

経常利益又は経常
損失(△)

431,659 4.3 △76,136 △0.9 727,042 3.7

Ⅵ　特別利益 ※３ 20,452 0.2 5,298 0.1 26,363 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４ 17,956 0.2 1,006,280 11.5 42,468 0.2

税引前中間（当
期）純利益又は中
間純損失(△)

434,155 4.3 △1,077,118 △12.3 710,937 3.6

法人税、住民税及
び事業税

210,700 2,290 335,700

法人税等調整額 △1,616 209,084 2.1 △271,931 △269,641 △3.1 1,909 337,609 1.7

中間（当期）純利
益又は中間純損失
(△)

225,071 2.2 △807,477 △9.2 373,328 1.9

前期繰越利益 121,210 － 121,210

中間（当期）未処
分利益

346,282 － 494,539
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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
利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余金
合計

固定資産圧
縮積立金

 別途積立
金

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,857,196 1,577,320 220,000 206,756 5,230,000 494,539 6,151,295 △4,327 9,581,483

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金取崩額

（千円）（注）
   △9,303  9,303 －  －

剰余金の配当（千円）（注）      △109,871 △109,871  △109,871

役員賞与（千円）（注）      △23,500 △23,500  △23,500

別途積立金積立額（千円）

（注） 
    250,000 △250,000 －  －

固定資産圧縮積立金取崩額

（当期分）（千円）
   △4,442  4,442 －  －

中間純損失（千円）      △807,477 △807,477  △807,477

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

        －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － △13,745 250,000 △1,177,103 △940,849 － △940,849

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,857,196 1,577,320 220,000 193,010 5,480,000 △682,563 5,210,446 △4,327 8,640,634

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
924,966 △1,386,921 △461,954 9,119,528

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金取崩額

（千円）（注）
   －

剰余金の配当（千円）（注）    △109,871

役員賞与（千円）（注）    △23,500

別途積立金積立額（千円）

（注） 
   －

固定資産圧縮積立金取崩額

（当期分）（千円） 
   －

中間純損失（千円）    △807,477

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△381,457 △924,614 △1,306,071 △1,306,071

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△381,457 △924,614 △1,306,071 △2,246,920

平成18年９月30日　残高

（千円）
543,509 △2,311,535 △1,768,025 6,872,608

 （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

　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

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

　中間決算日の市場価格等に

基づく時価法を採用しており

ます。(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

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法を採用しており

ます。(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

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づ

く時価法を採用しております。

(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）デリバティブ

　時価法を採用しております。

(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

　きもの

　総平均法による原価法を採

用しております。

ジュエリー及びファッション

　個別法による原価法を採用

しております。

(3）たな卸資産

同左

(3）たな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産及び投資その他の資

産のその他（投資不動産）

　定率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　　　　　　３年～50年

有形固定資産及び投資その他の資

産のその他（投資不動産）

同左

有形固定資産及び投資その他の資

産のその他（投資不動産）

同左

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

額のうち当中間会計期間の負担

額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、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。
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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）売上割戻引当金

　売上割戻金の支出に備えるた

め、中間会計期間末売掛金に対

し支出見込率を乗じた額を計上

しております。

(3) 売上割戻引当金

同左

(3）売上割戻引当金

　売上割戻金の支出に備えるた

め、期末売掛金に対し支出見込

率を乗じた額を計上しておりま

す。

(4）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

平均残存勤務期間以内の一定の

年数(10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。

　なお当中間会計期間末では退

職給付債務から未認識数理計算

上の差異を控除した金額に対し

年金資産残高が超過しているこ

とから、中間貸借対照表上当該

超過額（35,815千円）を投資そ

の他の資産の「その他」に計上

しております。

(4）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

平均残存勤務期間以内の一定の

年数(10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。

　なお当中間会計期間末では退

職給付債務から未認識数理計算

上の差異を控除した金額に対し

年金資産残高が超過しているこ

とから、中間貸借対照表上当該

超過額（51,266千円）を投資そ

の他の資産の「その他」に計上

しております。

(4）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

平均残存勤務期間以内の一定の

年数(10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。

　なお当事業年度末では退職給

付債務から未認識数理計算上の

差異を控除した金額に対し年金

資産残高が超過していることか

ら、貸借対照表上当該超過額

（36,979千円）を投資その他の

資産の「その他」に計上してお

ります。

(5) 役員退職金引当金

　役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく当中間

会計期間末要支給見積額を計上

しております。

(5) 役員退職金引当金

同左

(5）役員退職金引当金

　役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要

支給見積額を計上しております。

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

５．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

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

 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜き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
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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。これによる損益に与える影響

はありません。

────── （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。これによる損益に与える影響はあり

ません。

────── （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

対照表の純資産の分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6,872,608千円であります。

　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）

（中間貸借対照表） （中間貸借対照表）

　前中間期において「その他」に含めて表示しておりました投資事業

有限責任組合への出資（前中間会計期間末の額は99,351千円）は、当

事業年度において証券取引法の改正に伴い、「金融商品会計に関する

実務指針」が改正され、投資事業有限責任組合及びこれに関する組合

への出資（証券取引法第２条２項において有価証券とされるもの）を

有価証券と表示されることになったため、当該出資額（当事業年度末

の額は97,556千円）は「投資有価証券」に含めて表示しております。

──────　

──────  前中間会計期間末において投資その他の資産の「その他」に含めて表

示しておりました更生債権等（前中間会計期間末の額は61,751千円）

は、資産の総額の100分の５を超えたため、当中間会計期間末において

区分掲記しております。

－ 9 －



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　減価償却累計額 ※１　減価償却累計額 ※１　減価償却累計額

有形固定資産 2,098,386千円

投資その他の資産の

その他（投資不動

産）

442,511千円

有形固定資産 2,169,045千円

投資その他の資産の

その他（投資不動

産）

459,701千円

有形固定資産 2,132,094千円

投資その他の資産の

その他（投資不動

産）

448,826千円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

建物 974,949千円

土地 1,094,879千円

投資有価証券 574,336千円

投資その他の資産の

その他（投資不動

産）

392,190千円

合計 3,036,356千円

建物 922,713千円

土地 1,094,879千円

投資有価証券 599,048千円

投資その他の資産の

その他（投資不動

産）

380,056千円

合計 2,996,697千円

建物 947,820千円

土地 1,094,879千円

投資有価証券 716,134千円

投資その他の資産の

その他（投資不動

産）

385,921千円

合計 3,144,756千円

上記担保に対応する債務 上記担保に対応する債務 上記担保に対応する債務

短期借入金 3,245,496千円

長期借入金 618,100千円

合計 3,863,596千円

短期借入金 2,281,388千円

長期借入金 1,631,700千円

合計 3,913,088千円

短期借入金 3,347,334千円

長期借入金 479,000千円

合計 3,826,334千円

 ──────

 

 ※３　中間会計期間末日満期手形

　中間会計期間末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済処理を

しております。なお、当中間会計期間の末

日は金融機関の休日であったため、次の中

間会計期間末日満期手形が中間会計期間末

残高に含まれております。

 ──────

 

  　　受取手形　　　　　　　　365,863千円  

※４　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、流動資産の「その他」に含めて

おります。

※４　消費税等の取扱い

同左

 ──────
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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 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 1,392千円

受取配当金 12,526千円

不動産賃貸料 32,589千円

有価証券売却益 16,623千円

受取利息 1,729千円

受取配当金 15,252千円

不動産賃貸料 37,411千円

有価証券売却益 19,121千円

受取利息 2,953千円

受取配当金 23,368千円

不動産賃貸料 66,729千円

有価証券売益 41,571千円

※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

支払利息 27,188千円

不動産賃貸関係費 26,426千円

支払利息 35,805千円

不動産賃貸関係費 22,499千円

支払利息 54,465千円

不動産賃貸関係費 48,544千円

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入額 20,452千円 貸倒引当金戻入額 5,298千円 貸倒引当金戻入額 26,363千円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 770千円

貸倒引当金繰入額 17,186千円

固定資産売却損 134千円

貸倒引当金繰入額 1,006,114千円

固定資産除却損 15,187千円

貸倒引当金繰入額 27,245千円

※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額

有形固定資産 49,165千円

投資その他の資産の

その他（投資不動

産）

6,314千円

有形固定資産 43,517千円

投資その他の資産の

その他（投資不動

産）

5,916千円

有形固定資産 96,117千円

投資その他の資産の

その他（投資不動

産）

12,629千円
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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）

　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

　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（借主側）

　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（借主側）

(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
産のその他
(器具及び備
品)

75,077 37,306 37,771

合計 75,077 37,306 37,771

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
産のその他
(器具及び備
品)

67,493 44,617 22,876

合計 67,493 44,617 22,876

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
産のその他
(器具及び備
品)

67,493 37,643 29,849

合計 67,493 37,643 29,849

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

同左 （注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

(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

(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

(2）未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 14,895千円

１年超 22,876千円

合計 37,771千円

１年以内 13,947千円

１年超 8,929千円

合計 22,876千円

１年以内 13,947千円

１年超 15,902千円

合計 29,849千円

（注）　未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

同左 （注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。

(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、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 12,365千円

減価償却費相当額 12,365千円

支払リース料 6,973千円

減価償却費相当額 6,973千円

支払リース料 20,286千円

減価償却費相当額 20,286千円

(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

（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。

（減損損失について）

同左

（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 799円22銭

１株当たり中間純利益

金額

20円48銭

１株当たり純資産額   625 円51銭

１株当たり中間純損失

金額

 △73 円49銭

１株当たり純資産額 827円88銭

１株当たり当期純利益

金額

31円84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。

　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。

　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）純利益金額又は中間純損失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）純利益金額又は中

間純損失金額

中間（当期）純利益又は中間損失(△)（千

円）
225,071 △807,477 373,328

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 23,500

（うち利益処分による役員賞与金） － － (23,500)

普通株式に係る中間（当期）純利益金額

又は中間純損失金額(△)（千円）
225,071 △807,477 349,828

期中平均株式数（株） 10,987,870 10,987,130 10,987,626
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(3) 部門別売上高

区分

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）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

き　も　の 6,345,626 63.8 5,537,887 63.4 12,765,459 64.0

ジュエリー 2,295,128 23.1 1,805,039 20.6 4,370,339 21.9

ファッション 1,302,113 13.1 1,394,566 16.0 2,813,557 14.1

合　計 9,942,868 100.0 8,737,493 100.0 19,949,356 100.0

（注）　金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。
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