
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） 

３．配当状況 

※ 上記の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いて作成したものです。実際の業績は 

今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。業績予想に関する事項は、資料の５～６ページをご参照下

さい。 

(財)財務会計基準機構会員

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年11月17日

上場会社名 株式会社マツモトキヨシ 上場取引所 東 

コード番号 9875 本社所在都道府県 千葉県 

(URL http://www.matsukiyo.co.jp) 

代  表  者  代表取締役社長   松本南海雄 

問合せ先責任者  取締役財務本部長 唐樋和明 ＴＥＬ （047）344－5111 

決算取締役会開催日 平成18年11月17日 配当支払開始日 平成18年12月８日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 100株）     

(1)経営成績                          （百万円未満は切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 157,022 3.9 5,372 △8.8 6,295 △4.5

17年９月中間期 151,140 5.0 5,890 △14.0 6,592 △13.4

18年３月期 300,252 12,824 14,376 

  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 △539 － △10 07

17年９月中間期 △2,330 － △43 50

18年３月期 2,056 37 53

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 53,573,856株17年９月中間期 53,574,444株 18年３月期 53,574,315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 182,233 95,681 52.5 1,785 99

17年９月中間期 174,071 93,443 53.7 1,744 19

18年３月期 181,581 97,345 53.6 1,816 17

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 53,573,595株17年９月中間期 53,574,248株 18年３月期 53,573,966株

  ②期末自己株式数 18年９月中間期 5,419株17年９月中間期 4,766株 18年３月期 5,048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 317,000   14,000 3,500

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 65円33銭 

・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 10.00 20.00 30.00

19年３月期（実績） 10.00 －
30.00

19年３月期（予想） － 20.00
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６．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（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  23,094   19,866   22,832   

２ 売掛金  5,439   7,955   7,553   

３ たな卸資産  35,021   39,212   39,111   

４ 繰延税金資産  4,977   2,926   2,623   

５ その他  10,308   9,592   12,717   

貸倒引当金  △60   △368   △107   

流動資産合計   78,780 45.3  79,185 43.5  84,731 46.7 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

（1）建物 ※１ 10,359   10,263   10,778   

（2）土地   36,452   36,197   36,197   

（3）その他 ※１ 1,601   1,762   1,776   

計  48,414   48,223   48,752   

２ 無形固定資産  1,368   884   873   

３ 投資その他の資産           

（1）関係会社株式  －   11,904   4,388   

（2）差入敷金保証金  30,495   30,592   30,944   

（3）繰延税金資産  5,957   2,961   5,564   

（4）その他  9,245   9,498   6,538   

 貸倒引当金  △189   △1,015   △211   

計  45,508   53,940   47,223   

固定資産合計   95,291 54.7  103,048 56.5  96,850 53.3 

資産合計   174,071 100.0  182,233 100.0  181,581 100.0 
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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（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形  407   354   284   

２ 買掛金  42,575   44,516   42,641   

３ １年内返済予定長
期借入金 

  －   2,500   5,000   

４ 未払法人税等  3,481   2,613   710   

５ 賞与引当金  2,002   1,969   1,855   

６ 販売促進引当金  1,811   3,073   2,448   

７ 関係会社整理損失
引当金   －   8   －   

８ その他  5,058   4,847   4,828   

流動負債合計   55,337 31.8  59,881 32.9  57,769 31.8 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金   21,250   22,500   22,500   

２ 退職給付引当金  2,441   2,405   2,537   

３ 役員退職慰労引当
金  824   894   851   

４ その他  775   869   578   

固定負債合計   25,290 14.5  26,670 14.6  26,467 14.6 

負債合計   80,628 46.3  86,551 47.5  84,236 46.4 
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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（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   21,086 12.1  － －  21,086 11.6 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  21,866   －   21,866   

資本剰余金合計   21,866 12.6  － －  21,866 12.0 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  540   －   540   

２ 任意積立金  51,365   －   51,365   

３ 当期未処分利益又
は中間未処理損失
（△） 

 △1,578   －   2,272   

利益剰余金合計   50,327 28.9  － －  54,177 29.9 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   176 0.1  － －  228 0.1 

Ⅴ 自己株式   △12 △0.0  － －  △13 △0.0 

資本合計   93,443 53.7  － －  97,345 53.6 

負債資本合計   174,071 100.0  － －  181,581 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   － －  21,086 11.6  － － 

２ 資本剰余金           

 (1) 資本準備金  －   21,866   －   

資本剰余金合計   － －  21,866 12.0  － － 

３ 利益剰余金           

 (1) 利益準備金  －   540   －   

 (2) その他利益剰余
金           

   別途積立金  －   51,365   －   

   繰越利益剰余金  －   615   －   

利益剰余金合計   － －  52,521 28.8  － － 

４ 自己株式   － －  △14 △0.0  － － 

株主資本合計   － －  95,459 52.4  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券評
価差額金   － －  222 0.1  － － 

評価・換算差額等合
計   － －  222 0.1  － － 

純資産合計   － －  95,681 52.5  － － 

負債純資産合計   － －  182,233 100.0  － － 
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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（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 ※1,2  151,140 100.0  157,022 100.0  300,252 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  114,999 76.1  119,327 76.0  226,025 75.3 

売上総利益 ※１  36,141 23.9  37,695 24.0  74,227 24.7 

Ⅲ 営業収入   728 0.5  893 0.6  1,457 0.5 

営業総利益   36,869 24.4  38,588 24.6  75,685 25.2 

Ⅳ 販売費及び一般管理
費 

※３  30,979 20.5  33,216 21.2  62,861 20.9 

営業利益   5,890 3.9  5,372 3.4  12,824 4.3 

Ⅴ 営業外収益 ※４  852 0.6  1,130 0.7  1,852 0.6 

Ⅵ 営業外費用 ※５  150 0.1  207 0.1  299 0.1 

経常利益   6,592 4.4  6,295 4.0  14,376 4.8 

Ⅶ 特別利益   29 0.0  0 0.0  74 0.0 

Ⅷ 特別損失 ※6,7  10,374 6.9  1,952 1.2  10,593 3.5 

税引前中間（当
期）純利益又は中
間純損失（△） 

  △3,752 △2.5  4,342 2.8  3,857 1.3 

法人税、住民税及
び事業税  3,333   2,577   3,846   

法人税等調整額  △4,756 △1,422 △1.0 2,304 4,882 3.1 △2,045 1,801 0.6 

当期純利益又は中
間純損失（△）   △2,330 △1.5  △539 △0.3  2,056 0.7 

前期繰越利益   751   －   751  

中間配当額   －   －   535  

当期未処分利益又
は中間未処理損失
（△） 

  △1,578   －   2,272  
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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） 

 （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。 

  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    

（百万円） 
21,086 21,866 21,866 540 51,365 2,272 54,177 △13 97,116

中間会計期間中の変動額                 

剰余金の配当（注）       △1,071 △1,071  △1,071

役員賞与（注）       △45 △45  △45

中間純損失       △539 △539  △539

自己株式の取得          △1 △1

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    

（百万円） － － － － － △1,656 △1,656 △1 △1,657

平成18年９月30日 残高      

（百万円） 
21,086 21,866 21,866 540 51,365 615 52,521 △14 95,459

 評価・換算差額等 

純資産合計 
 

 その他有価証券

評価差額金 

評価・換算差額等

合計  

平成18年３月31日 残高    

（百万円） 228 228 97,345

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）    △1,071

役員賞与（注）    △45

中間純損失    △539

自己株式の取得    △1

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） △5 △5 △5

中間会計期間中の変動額合計    

（百万円） 
△5 △5 △1,663

平成18年９月30日 残高      

（百万円） 222 222 95,681
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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 

 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）を採用しておりま

す。 

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）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 

商品 

 生鮮食品は最終仕入原価法を

採用しております。その他の商

品は売価還元法による低価法を

採用しております。 

（追加情報） 

 従来、商品（生鮮食品を除

く。）の評価基準及び評価方法

は、売価還元法による原価法に

よっておりましたが、前事業年

度の下期において売価還元法に

よる低価法に変更いたしまし

た。 

 なお、前中間会計期間は変更

後の方法によった場合に比べ

て、営業利益及び経常利益は 

1,024百万円多く、税引前中間純

利益は6,121百万円多く計上され

ております。 

(2）たな卸資産 

商品 

 生鮮食品は最終仕入原価法を

採用しております。その他の商

品は売価還元法による低価法を

採用しております。 

(2）たな卸資産 

商品 

同左 

 貯蔵品 

 最終仕入原価法を採用してお

ります。 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

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) 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については定額

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    ８年～34年 

 その他   ５年～20年 

(1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については定額

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    ８年～34年 

 その他   ４年～20年 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産及び長期前払費

用 

 定額法を採用しております。

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）無形固定資産及び長期前払費

用 

同左 

(2）無形固定資産及び長期前払費

用 

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）販売促進引当金 

 販売促進を目的とするポイン

トカード制度により付与された

ポイントの使用に備えるため、

過去の使用実績率に基づき将来

使用されると見込まれる額を計

上しております。 

(3）販売促進引当金 

同左 

(3）販売促進引当金 

同左 

 (4）      ────── (4）関係会社整理損失引当金 

 関係会社の整理に係る損失に

備えるため、当該損失発生見込

額を計上しております。  

(4）      ────── 
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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) 

 (5）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（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。 

(5）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。  

 過去勤務債務は、その発生時

の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

定額法により費用処理しており

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。 

(5）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（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。 

 (6）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間会

計期間末要支給額を計上してお

ります。 

(6）役員退職慰労引当金 

同左 

(6）役員退職慰労引当金  

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく事業年

度末要支給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。 

同左 同左 

５．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。

なお、仮払消費税等、仮受消費

税等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に321百万円含めて表

示しております。 

  消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

なお、仮払消費税等、仮受消費

税等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に316百万円含めて表

示しております。 

  消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 
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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の変更  

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) 

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10,308百万

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。  

────── （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159百万

円増加し、税引前当期純利益は10,239百万円

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額に相当する金

額は95,681百万円であります。  

 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。 

────── 

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）  

 前中間会計期間まで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「関係会社株式」は、資産の総額の100分の５を超えた

ため区分掲記いたしました。 

 なお、前中間会計期間における「関係会社株式」は、4,384百万円

であります。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

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 

13,489百万円 13,987百万円 13,699百万円 

当座貸越契約及びコミットメントライン契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行５行と当座貸越契約及びコ

ミットメントライン設定契約を締結してお

ります。この契約に基づく当中間会計期間

末の借入金未実行残高は次のとおりであり

ます。 

当座貸越契約及びコ

ミットメントライン

の総額 

11,000百万円 

借入実行残高 － 

差引額 11,000 

当座貸越契約及びコミットメントライン契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行４行と当座貸越契約及びコ

ミットメントライン設定契約を締結してお

ります。この契約に基づく当中間会計期間

末の借入金未実行残高は次のとおりであり

ます。 

当座貸越契約及びコ

ミットメントライン

の総額 

11,000百万円 

借入実行残高 － 

差引額 11,000 

当座貸越契約及びコミットメントライン契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行４行と当座貸越契約及びコ

ミットメントライン設定契約を締結してお

ります。この契約に基づく当事業年度末の

借入金未実行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越契約及びコ

ミットメントライン

の総額 

11,000百万円 

借入実行残高 － 

差引額 11,000 

   

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．この中には、売上仕入（いわゆる消化

仕入）契約に基づくテナントの売上に係

るものが次のとおり含まれております。 

※１．この中には、売上仕入（いわゆる消化

仕入）契約に基づくテナントの売上に係

るものが次のとおり含まれております。 

※１．この中には、売上仕入（いわゆる消化

仕入）契約に基づくテナントの売上に係

るものが次のとおり含まれております。 

売上高 215百万円 

売上原価 176百万円 

売上総利益 38百万円 

売上高 169百万円

売上原価 138百万円

売上総利益 30百万円

売上高 366百万円

売上原価 297百万円

売上総利益 68百万円

※２．この中には、卸売上高（フランチャイ

ジー及び子会社等への商品供給）が  

7,982百万円含まれております。  

※２．この中には、卸売上高（フランチャイ

ジー及び子会社等への商品供給）が  

8,015百万円含まれております。  

※２．この中には、卸売上高（フランチャイ

ジー及び子会社等への商品供給)が 

15,499百万円含まれております。  

※３．減価償却実施額 ※３．減価償却実施額 ※３．減価償却実施額 

有形固定資産 776百万円 

無形固定資産 114百万円 

有形固定資産 758百万円

無形固定資産 115百万円

有形固定資産 1,562百万円

無形固定資産 225百万円

※４．営業外収益の主要項目 ※４．営業外収益の主要項目 ※４．営業外収益の主要項目 

受取利息 99百万円 

仕入割引 158百万円 

発注処理手数料 200百万円 

器具備品受贈益 163百万円 

受取利息 124百万円

受取配当金 356百万円

仕入割引 101百万円

発注処理手数料 210百万円

器具備品受贈益 153百万円

受取利息 228百万円

仕入割引 304百万円

発注処理手数料 395百万円

器具備品受贈益 535百万円

※５．営業外費用の主要項目 ※５．営業外費用の主要項目 ※５．営業外費用の主要項目 

支払利息 39百万円 

貸倒引当金繰入額 94百万円 

支払利息 60百万円

貸倒引当金繰入額 123百万円

支払利息 70百万円

貸倒引当金繰入額 195百万円

※６．特別損失の主要項目 ※６．特別損失の主要項目 ※６．特別損失の主要項目 

減損損失 10,308百万円 減損損失 637百万円

貸倒引当金繰入額 991百万円

減損損失 10,399百万円
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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) 

※７．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

いたしました。 

場所 用途 種類 減損損失 
 (百万円)  

千葉県 
35件 

店舗及び
遊休資産 

土地及び建
物、その他 

4,551 

東京都 
17件 

店舗 
土地及び建
物、その他 

3,932 

埼玉県 
 7件 

店舗 
土地及び建
物、その他 

1,315 

その他 
28件 

店舗及び
遊休資産 

土地及び建
物、その他 

508 

※７．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

いたしました。 

場所 用途 種類 減損損失 
 (百万円) 

千葉県 
17件 

店舗 
建物、その
他 

129

東京都 
 9件 

店舗 
建物、その
他 

77

埼玉県 
12件 

店舗 
建物、その
他 

192

その他 
17件 

店舗 
建物、その
他 

238

※７. 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いた

しました。 

場所 用途 種類 減損損失 
 (百万円) 

千葉県
39件 

店舗及び
遊休資産 

土地及び建
物、その他 

4,607

東京都 
18件 

店舗 
土地及び建
物、その他 

3,936

埼玉県 
 7件 

店舗 
土地及び建
物、その他 

1,315

その他 
30件 

店舗及び
遊休資産 

土地及び建
物、その他 

539

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として店舗を基本単位とし、遊休資産

については物件単位ごとにグルーピングして

おります。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナ

スである資産グループ及び土地等の時価の下

落が著しい資産グループについては、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

10,308百万円を減損損失として特別損失に計

上いたしました。 

 その内訳は、次のとおりであります。 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として店舗を基本単位とし、遊休資産

については物件単位ごとにグルーピングして

おります。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナ

スである資産グループ及び土地等の時価の下

落が著しい資産グループについては、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

637百万円を減損損失として特別損失に計上

いたしました。 

 その内訳は、次のとおりであります。 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として店舗を基本単位とし、遊休資産

については物件単位ごとにグルーピングして

おります。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナ

スである資産グループ及び土地等の時価の下

落が著しい資産グループについては、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

10,399百万円を減損損失として特別損失に計

上いたしました。 

 その内訳は、次のとおりであります。 

建物 848百万円 

土地 8,826  

その他 633  

計 10,308 

建物 318百万円 

その他 318  

計 637 

建物 896百万円 

土地 8,827  

その他 674  

計 10,399 

 なお、資産グループごとの回収可能価額は

正味売却価額と使用価値のうち、いずれか高

い方の金額で測定しております。重要性の高

い資産グループの不動産についての正味売却

価額は、不動産鑑定評価基準に基づく不動産

鑑定士による評価額を基準とし、使用価値は

将来キャッシュ・フローを6.8％で割り引い

て算出しております。 

 なお、資産グループごとの回収可能価額は

正味売却価額と使用価値のうち、いずれか高

い方の金額で測定しております。重要性の高

い資産グループの不動産についての正味売却

価額は、不動産鑑定評価基準に基づく不動産

鑑定士による評価額を基準とし、使用価値は

将来キャッシュ・フローを9.3％で割り引い

て算出しております。 

 なお、資産グループごとの回収可能価額は

正味売却価額と使用価値のうち、いずれか高

い方の金額で測定しております。重要性の高

い資産グループの不動産についての正味売却

価額は、不動産鑑定評価基準に基づく不動産

鑑定士による評価額を基準とし、使用価値は

将来キャッシュ・フローを6.8％で割り引い

て算出しております。 
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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 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行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） 

（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

(4）その他 

① 平成18年11月17日開催の取締役会において、中間配当について次のとおり決議いたしました。 

中間配当金の総額     535百万円 

１株当たりの金額      10円00銭 

 
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（注） 5 0 － 5 

合計 5 0 － 5 

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 1,744.19円 

１株当たり中間純損失金額 43.50円 

 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。  

１株当たり純資産額 1,785.99円 

１株当たり中間純損失金額 10.07円 

 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。  

１株当たり純資産額 1,816.17円 

１株当たり当期純利益金額 37.53円 

 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。   

  

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) 

当期純利益又は中間純損失（△）（百万円） △2,330 △539 2,056 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 45 

（うち利益処分による役員賞与金） （－) （－) （45)  

普通株式に係る当期純利益又は普通株式に係る中間
純損失（△）（百万円） 

△2,330 △539 2,010 

期中平均株式数（千株） 53,574 53,573 53,574 
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