
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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  82円25銭 

３．配当状況 

※ 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は添付資料の８ページを参照して下さい。 

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

会社名 株式会社 デンコードー 上場取引所  ＪＱ 

コード番号 8290 本社所在都道府県 宮城県 

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

代表者 役職名 代表取締役 

  氏名 井上 元延 

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長 

  氏名 井上 公延 ＴＥＬ  （022）382－8815 

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－年－月－日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 100株）     

(1）経営成績 （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。

 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 51,200 ( △2.7) 91 (△72.9) 856 (△21.0)

17年9月中間期 52,614 (  0.2) 337 ( 103.3) 1,084 (  0.1)

18年3月期 116,279  1,434  3,053  

 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 367 (  35.9) 25 22

17年9月中間期 270 (△48.8) 18 28

18年3月期 1,252  84 08

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 14,580,007株 17年9月中間期 14,803,394株 18年3月期 14,775,285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 （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。

 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 43,964 20,248 46.1 1,387 93

17年9月中間期 42,876 19,427 45.3 1,311 08

18年3月期 45,398 20,279 44.7 1,392 59

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 14,589,315株 17年9月中間期 14,817,906株 18年3月期 14,555,549株

②期末自己株式数 18年9月中間期    858,337株 17年9月中間期 629,746株 18年3月期    892,103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 115,100   2,600   1,200   

・現金配当 １株当たり配当金（円）

 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － － － 20 － 20

19年３月期（実績） － － － － － 
20

19年３月期（予想） － － － 20 － 
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６．個別中間財務諸表等 
(1) 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（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   2,074     1,687     1,956     

２．売掛金   2,824     2,640     3,822     

３．有価証券   0     0     0     

４．たな卸資産   14,000     14,802     14,607     

５．その他   1,143     1,219     1,312     

貸倒引当金   △0     △0     △0     

流動資産合計     20,043 46.7   20,348 46.3   21,699 47.8 

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産 ※１                   

(1）建物 ※２ 9,052     9,986     9,931     

(2）土地 ※２ 4,272     4,155     4,181     

(3）その他   1,337     1,202     1,073     

有形固定資産合計     14,662     15,343     15,186   

２．無形固定資産     49     76     85   

３．投資その他の資産                     

(1）長期貸付金   －     2,394     －     

(2）差入保証金・敷
金 

  5,189     2,910     5,270     

(3）その他   3,020     2,935     3,200     

貸倒引当金   △89     △44     △44     

投資その他の資産
合計 

    8,120     8,196     8,426   

固定資産合計     22,833 53.3   23,615 53.7   23,698 52.2 

資産合計     42,876 100.0   43,964 100.0   45,398 100.0 

                      

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１．支払手形   667     595     1,159     

２．買掛金   5,903     5,981     6,871     

３．短期借入金 ※２ 5,353     7,938     5,758     

４．未払法人税等    506     288     942     

５．賞与引当金   623     620     633     

６．ポイント割引引当
金 

  669     748     746     

７．その他   2,088     1,656     2,384     

流動負債合計     15,810 36.9   17,829 40.5   18,496 40.7 
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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
（％）

Ⅱ 固定負債                     

１．長期借入金 ※２ 4,867     3,070     3,846     

２．退職給付引当金   2,166     2,183     2,146     

３．役員退職慰労引当
金 

  413     413     413     

４．その他   190     218     215     

固定負債合計     7,638 17.8   5,886 13.4   6,621 14.6 

負債合計     23,448 54.7   23,715 53.9   25,118 55.3 

                      

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     2,866 6.7   － －   2,866 6.3 

Ⅱ 資本剰余金                     

１．資本準備金   2,518     －     2,518     

資本剰余金合計     2,518 5.9   － －   2,518 5.6 

Ⅲ 利益剰余金                     

１．利益準備金   293     －     293     

２．任意積立金   13,222     －     13,222     

３．中間（当期）未処
分利益 

  598     －     1,569     

利益剰余金合計     14,113 32.9   － －   15,085 33.2 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    415 1.0   － －   628 1.4 

Ⅴ 自己株式     △486 △1.2   － －   △818 △1.8 

資本合計     19,427 45.3   － －   20,279 44.7 

負債資本合計     42,876 100.0   － －   45,398 100.0 

                      

（純資産の部）             

Ⅰ 株主資本                  

１. 資本金    － －  2,866 6.5   － － 

２. 資本剰余金             

(1）資本準備金   －   2,518   －    

資本剰余金合計    － －  2,518 5.7   － － 

３. 利益剰余金             

(1）利益準備金   －   293   －    

(2）その他利益剰余
金 

               

固定資産圧縮積
立金 

  －   188   －    

別途積立金   －   13,924   －    

繰越利益剰余金   －   731   －     

利益剰余金合計    － －  15,138 34.5   － － 

４. 自己株式    － －  △787 △1.8   － － 

株主資本合計    － －  19,736 44.9   － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

１. その他有価証券評
価差額金 

   － －  512 1.2   － － 

評価・換算差額等合
計 

   － －  512 1.2   － － 

純資産合計    － －  20,248 46.1   － － 

負債純資産合計    － －  43,964 100.0   － － 
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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     52,614 100.0 51,200 100.0   116,279 100.0 

Ⅱ 売上原価     42,023 79.9 40,680 79.5   93,476 80.4

売上総利益     10,590 20.1 10,520 20.5   22,803 19.6

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    10,253 19.5 10,429 20.3   21,369 18.4

営業利益     337 0.6 91 0.2   1,434 1.2

Ⅳ 営業外収益 ※２   831 1.6 845 1.7   1,806 1.6

Ⅴ 営業外費用 ※３   84 0.1 80 0.2   186 0.2

経常利益     1,084 2.1 856 1.7   3,053 2.6

Ⅵ 特別利益 ※４   － － 118 0.2   59 0.0

Ⅶ 特別損失 ※５   475 0.9 246 0.5   626 0.5

税引前中間（当
期）純利益 

    608 1.2 728 1.4   2,486 2.1

法人税、住民税及
び事業税 

  468 251 1,371 

法人税等調整額   △130 338 0.7 109 360 0.7 △136 1,234 1.0

中間（当期）純利
益 

    270 0.5 367 0.7   1,252 1.1

前期繰越利益     335 －   335

自己株式処分差損     7 －   17

中間（当期）未処
分利益 

    598 －   1,569
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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）                (単位：百万円） 

 

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 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 2,866 2,518 2,518 293 197 13,024 1,569 15,085 △818 19,651 

中間会計期間中の変動額           

固定資産圧縮積立金の繰入         24   △24 －   － 

固定資産圧縮積立金の取崩         △32   32 －   － 

別途積立金の積立           900 △900 －   － 

利益処分による剰余金の配

当 
            △291 △291   △291 

利益処分による役員賞与             △10 △10   △10 

中間純利益             367 367   367 

自己株式の取得                 △0 △0 

自己株式の処分             △12 △12 31 18 

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         △8 900 △837 53 30 84 

平成18年９月30日 残高 2,866 2,518 2,518 293 188 13,924 731 15,138 △787 19,736 

 

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） 
628 628 20,279 

中間会計期間中の変動額    

 固定資産圧縮積立金の繰入     － 

 固定資産圧縮積立金の取崩     － 

 別途積立金の積立     － 

 利益処分による剰余金の配

当 
    △291 

利益処分による役員賞与     △10 

中間純利益     367 

自己株式の取得     △0 

自己株式の処分     18 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△115 △115 △115 

中間会計期間中の変動額合計 △115 △115 △30 

平成18年９月30日 残高 512 512 20,248 
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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 

(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）たな卸資産 

商品 

総平均法による低価法 

ただし、オーディオ・ビジ

ュアルソフト、ＴＶゲーム

ソフト・機器および書籍に

ついては、移動平均法によ

る原価法もしくは売価還元

法による原価法 

(2）たな卸資産 

商品 

同左 

(2）たな卸資産 

商品 

同左 

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（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、耐用年数および残存価

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。 

(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 

耐用年数については、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。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備え

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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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）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与

に充てるため、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。 

(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

に充てるため、将来の支給見

込額のうち当期の負担額を計

上しております。 

  (3）ポイント割引引当金 

将来のメンバーズカードのポ

イントの使用による売上値引

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

と見込まれる金額を計上して

おります。 

(3）ポイント割引引当金 

同左 

(3）ポイント割引引当金 

同左 

  (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

職給付債務および年金資産の

見込額に基づき、当中間会計

期間末に発生していると認め

られる額を計上しておりま

す。 

なお、数理計算上の差異は、

３年による定額法によりそれ

ぞれ発生した期から費用処理

しております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(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

職給付債務および年金資産に

基づき、当事業年度末に発生

していると認められる額を計

上しております。 

なお、数理計算上の差異は、

３年による定額法によりそれ

ぞれ発生した期から費用処理

しております。 

  (5）役員退職慰労引当金 

平成16年6月29日定時株主総

会の日をもって役員の退職慰

労金制度を廃止し、内規に基

づく制度廃止時の要支給額を

役員の退任時に支払うことと

なったため、当該支給予定額

を計上しております。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

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 

(1）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。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

(1）消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

  (2）税金費用に関する事項 

中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当事

業年度において予定している

利益処分方式による固定資産

圧縮積立金の積立て及び取崩

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。 

(2）税金費用に関する事項 

中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当事

業年度において予定している

固定資産圧縮積立金の積立て

及び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。 

───── 
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会計処理の変更 

表示方法の変更  

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

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） 

（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463百万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。 

(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

20,248百万円であります。 

 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。 

 （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。 

 これにより税引前当期純利益は590百万円

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。 

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） 

 流動負債の「未払法人税等」は、前中間会計期間末は「その他」に

含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末においては重要性が

増したため区分掲記しております。なお、前中間会計期間末の「その

他」に含まれている「未払法人税等」は405百万円であります。 

 （中間貸借対照表） 

 投資その他の資産の「長期貸付金」は、前中間会計期間末は「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末においては資

産総額の100分の５超となったため区分掲記しております。なお、前

中間会計期間末の「その他」に含まれている「長期貸付金」は120百

万円であります。 

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 

      11,505百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

            12,289百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

            11,980百万円 

※２ 担保提供資産 

下記資産は短期借入金 645百万円、

長期借入金（一年以内返済長期借入金

を含む） 2,285百万円の担保に供して

おります。 

※２ 担保提供資産 

下記資産は短期借入金 870百万円、

長期借入金（一年以内返済長期借入金

を含む） 2,290百万円の担保に供して

おります。 

※２ 担保提供資産 

下記資産は短期借入金   687百万円、

長期借入金（一年以内返済長期借入金

を含む) 2,402百万円の担保に供して

おります。 

建物 469百万円

土地 2,077 

 計 2,546 

建物 984百万円

土地 1,664 

 計 2,649 

建物 445百万円

土地 2,002 

 計 2,447 

 ３ 保証債務 

長期未払金及びリース債務に対する保

証債務 

 ３ 保証債務 

長期未払金及びリース債務に対する保

証債務 

 ３ 保証債務 

長期未払金及びリース債務に対する保

証債務 

株式会社エコプラス    865百万円 株式会社エコプラス    960百万円 株式会社エコプラス  1,167百万円
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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 減価償却実施額  １ 減価償却実施額  １ 減価償却実施額 

有形固定資産    518百万円

無形固定資産  0百万円

有形固定資産     557百万円

無形固定資産   0百万円

有形固定資産      1,119百万円

無形固定資産   1百万円

※２ 営業外収益のうち重要なもの ※２ 営業外収益のうち重要なもの ※２ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息   17百万円

仕入割引    605百万円

  

受取利息     16百万円

仕入割引       567百万円

  

受取利息     34百万円

仕入割引      1,313百万円

  
※３ 営業外費用のうち重要なもの ※３ 営業外費用のうち重要なもの ※３ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息   36百万円

不動産管理費用   43百万円

支払利息     37百万円

不動産管理費用     31百万円

支払利息     71百万円

不動産管理費用     98百万円

※４     ────── ※４ 特別利益のうち重要なもの ※４      ────── 

 固定資産売却益  

 建物     21百万円

 土地  95 

 その他  0 

 計  118 

 

※５ 特別損失のうち重要なもの ※５ 特別損失のうち重要なもの ※５ 特別損失のうち重要なもの 

固定資産除却損  

 建物    0百万円

 その他  9 

 計  9 

減損損失（注） 463百万円 

固定資産除却損  

 建物     58百万円

 その他  35 

 計  93 

減損損失（注） 132百万円

固定資産除却損  

建物 

器具備品 

      16百万円

5      

その他 8 

 計 30 

減損損失（注） 590百万円

 （注）減損損失の内訳 

  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。 

  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、また、賃貸不動産等については物件

単位ごとにグルーピングしております。 

 上記の資産について、収益性が低下又

は用途変更が予定されている資産グルー

プ及び、主要資産の市場価格が帳簿価額

より著しく下落している資産グループの

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として特別損失に計

上しております。 

 なお、資産グループごとの回収可能価

額は、正味売却価額により測定してお

り、土地・建物については不動産鑑定士

からの評価額を基準としております。な

お、閉鎖後廃棄を予定している店舗設備

については、原則として正味売却価額を

零として評価しております。 

用途 場所 種類 金額 

 店 舗 

 北海道 

 山形県 

その他  

建物  131百万円

その他  2  

賃貸 

不動産  

 宮城県 

 福島県 

 その他 

建物 218 

土地   75 

その他 6 

 遊休 

不動産 
 宮城県 土地 29 

合計      463 

 （注）減損損失の内訳 

  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。 

  

  

  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、また、賃貸不動産等については物件

単位ごとにグルーピングしております。

 上記の資産について、収益性が低下又

は用途変更が予定されている資産グルー

プ及び、主要資産の市場価格が帳簿価額

より著しく下落している資産グループの

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として特別損失に計

上しております。 

 なお、資産グループごとの回収可能価

額は、正味売却価額により測定してお

り、土地・建物については不動産鑑定士

からの評価額を基準としております。な

お、閉鎖後廃棄を予定している店舗設備

については、原則として正味売却価額を

零として評価しております。 

用途 場所 種類 金額 

 店 舗  秋田県 建物    10百万円

 遊休 

不動産 

 青森県 

 岩手県 

建物 

土地 

 60 

 61 

合計      132 

 （注）減損損失の内訳 

  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。 

  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、また、賃貸不動産等については物件

単位ごとにグルーピングしております。

 上記の資産について、収益性が低下又

は用途変更が予定されている資産グルー

プ及び、主要資産の市場価格が帳簿価額

より著しく下落している資産グループの

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として特別損失に計

上しております。 

 なお、資産グループごとの回収可能価

額は、正味売却価額により測定してお

り、土地・建物については不動産鑑定士

からの評価額を基準としております。な

お、閉鎖後廃棄を予定している店舗設備

については、原則として正味売却価額を

零として評価しております。 

用途 場所 種類 金額 

 店 舗 

 北海道 

 山形県 

その他  

建物   127百万円

その他  6  

賃貸 

不動産  

 宮城県 

 福島県 

 その他 

建物  253 

土地   166 

その他  6 

 遊休 

不動産 
 宮城県 土地  29 

合計      590 
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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 

 （変動事由の概要） 

普通株式の自己株式の株式数の増加234株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

普通株式の自己株式の株式数の減少34,000株は、ストックオプションの行使による減少であります。 

（リース取引関係） 

 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） 892,103 234 34,000 858,337 

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 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

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及び中間

期末残高相当額 

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及び期末

残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

有形固定資産
その他 

1,648 868 779 

無形固定資産 187 80 106 

合計 1,835 949 886 

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

有形固定資産
その他 

1,525 778 746

無形固定資産 187 118 68

合計 1,712 897 815

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

期末残
高相当
額 
(百万円)

有形固定資産
その他 

1,623 899 724

無形固定資産 187 99 87

合計 1,810 999 811

（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。 

（注）    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 

２．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 

１年内    353百万円

１年超 532 

合計 886 

１年内      315百万円

１年超 499 

合計 815 

１年内     330百万円

１年超 481 

合計 811 

（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。 

（注）    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．支払リース料及び減価償却費相

当額 

３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料  196百万円

減価償却費相当額  196百万円

支払リース料  192百万円

減価償却費相当額 192百万円

支払リース料   389百万円

減価償却費相当額   389百万円

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 
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（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） 

    該当事項はありません。 

(2) その他 

 該当事項はありません。 

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） 

オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

未経過リース料 

１年内 2,333百万円

１年超 22,293 

合計 24,627 

１年内 2,443百万円

１年超 23,888 

合計 26,332 

１年内 2,461百万円

１年超 24,812 

合計  27,274 

（貸主側） 

未経過リース料 

（貸主側） 

未経過リース料 

（貸主側） 

未経過リース料 

１年内   122百万円

１年超  611 

合計  733 

１年内 180百万円

１年超  714 

合計  894 

１年内 192百万円

１年超  793 

合計  986 
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