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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 （百万円未満切捨）

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 9,355 (2.2) 587 (145.2) 447 (381.6)

17年９月中間期 9,154 (△2.9) 239 (△47.9) 117 (△65.4)

18年３月期 18,155 444 261

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 210 (－) 11 78

17年９月中間期 △728 (－) △40 80

18年３月期 △1,084 △60 69

(注) ①期中平均株式数 18年９月中間期
17,860,232 
株

17年９月中間期17,860,936株 18年３月期17,860,780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 （百万円未満切捨）

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 21,197 6,097 28.7 341 41

17年９月中間期 21,265 6,356 29.9 355 88

18年３月期 20,363 6,079 29.9 340 36

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 17,859,779株 17年９月中間期 17,860,818株 18年３月期 17,860,416株

②期末自己株式数 18年９月中間期 154,597株 17年９月中間期 153,558株 18年３月期 153,960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 19,150 500 148

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 　８円28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 － 3.75 3.75

19年３月期（実績） － －
3.75

19年３月期（予想） － 3.75

 

 

※　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。従いまして、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。



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 ※２ 3,326,310 4,328,592 2,974,047

２　受取手形 ※３ 192,692 173,787 163,055

３　売掛金 352,471 405,918 519,588

４　たな卸資産 2,989,505 2,870,663 2,811,333

５　繰延税金資産 19,998 105,881 108,191

６　その他 334,345 341,706 366,294

７　貸倒引当金 △3,348 △6,183 △4,254

流動資産合計 7,211,975 33.9 8,220,364 38.8 6,938,256 34.1

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1)　建物 ※２ 207,911 311,036 323,046

(2)　造作 612,257 622,914 623,787

(3)　土地 ※２ 1,224,645 1,223,956 1,224,645

(4)　その他 404,039 390,943 392,975

有形固定資産合計 2,448,854 11.5 2,548,851 12.0 2,564,455 12.6

２　無形固定資産 97,628 0.5 71,393 0.3 76,519 0.4

３　投資その他の資産

(1)　投資有価証券 ※２ 3,346,503 2,891,774 3,066,339

(2)　出資金 36,957 17,734 18,285

(3)　長期貸付金 1,641,111 1,262,813 1,245,780

(4)　繰延税金資産 874,866 862,826 944,252

(5)　営業保証金 ※２ 3,809,700 3,749,010 3,932,038

(6)　差入保証金 ※２ 1,844,503 1,651,074 1,696,436

(7)　その他 ※２ 1,253,701 873,015 803,816

(8)　貸倒引当金 △1,300,063 △951,704 △923,163

投資その他の資産
合計

11,507,282 54.1 10,356,545 48.9 10,783,786 52.9

固定資産合計 14,053,765 66.1 12,976,789 61.2 13,424,760 65.9

資産合計 21,265,740 100.0 21,197,154 100.0 20,363,016 100.0

－ 1 －



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 ※３ 439,974 547,359 480,176

２　買掛金 632,523 596,979 807,535

３　短期借入金 ※２ 6,027,124 7,158,714 7,202,024

４　未払法人税等 55,000 58,000 49,000

５　賞与引当金 － 152,000 141,000

６　その他 1,266,657 1,187,670 943,545

流動負債合計 8,421,279 39.6 9,700,723 45.8 9,623,281 47.2

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 ※２ 5,616,514 4,629,773 3,881,635

２　退職給付引当金 461,038 386,863 382,109

３　役員退職慰労引当
金

282,051 294,942 288,722

４　その他 128,446 87,214 108,160

固定負債合計 6,488,050 30.5 5,398,792 25.4 4,660,626 22.9

負債合計 14,909,329 70.1 15,099,515 71.2 14,283,907 70.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金 3,915,768 18.4 － － 3,915,768 19.2

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 978,942 － 978,942

２　その他資本剰余金 1,614,830 － 1,614,830

資本剰余金合計 2,593,772 12.2 － － 2,593,772 12.7

Ⅲ　利益剰余金

１　任意積立金 20,640 － 20,640

２　中間(当期)未処理
損失(△)

△611,385 － △966,525

利益剰余金合計 △590,745 △2.8 － － △945,885 △4.6

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

505,629 2.4 － － 583,595 2.9

Ⅴ　自己株式 △68,014 △0.3 － － △68,142 △0.3

資本合計 6,356,411 29.9 － － 6,079,108 29.9

負債・資本合計 21,265,740 100.0 － － 20,363,016 100.0

－ 2 －



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  － － 3,915,768 18.5 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 978,942 －

(2）その他資本剰余金  － 585,265 －

資本剰余金合計  － － 1,564,207 7.4 － －

３　利益剰余金  

    その他利益剰余金     

買換資産圧縮積立金  － 16,703 －

繰越利益剰余金  － 210,567 －

利益剰余金合計  － － 227,270 1.0 － －

４　自己株式  － － △68,337 △0.3 － －

株主資本合計  － － 5,638,908 26.6 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

 　その他有価証券評価差
額金

 －  435,401  －  

評価・換算差額等合計  － － 435,401 2.1 － －

Ⅲ　新株予約権  － － 23,328 0.1 － －

純資産合計  － － 6,097,638 28.8 － －

負債、純資産合計  － － 21,197,154 100.0 － －

－ 3 －



(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 9,154,264 100.0 9,355,599 100.0 18,155,948 100.0

Ⅱ　売上原価 3,523,522 38.5 3,481,912 37.2 7,025,561 38.7

売上総利益 5,630,741 61.5 5,873,686 62.8 11,130,386 61.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１ 5,391,225 58.9 5,286,489 56.5 10,685,453 58.9

営業利益 239,516 2.6 587,196 6.3 444,932 2.4

Ⅳ　営業外収益 ※２ 66,347 0.7 53,470 0.6 190,083 1.0

Ⅴ　営業外費用 ※１
※３ 188,522 2.0 192,842 2.1 373,889 2.0

経常利益 117,341 1.3 447,824 4.8 261,126 1.4

Ⅵ　特別利益 ※４ 11,624 0.1 3,747 0.0 156,547 0.9

Ⅶ　特別損失 ※５
※６ 774,276 8.5 24,150 0.2 1,590,202 8.8

税引前中間純利益
又は中間(当期)純
損失(△)

△645,311 △7.1 427,421 4.6 △1,172,528 △6.5

法人税、住民税及
び事業税

70,838 33,321 106,410

法人税等調整額 12,735 83,574 0.9 183,533 216,854 2.3 △194,913 △88,502 △0.5

中間純利益又は中
間(当期)純損失
(△)

△728,885 △8.0 210,567 2.3 △1,084,025 △6.0

前期繰越利益 117,499 － 117,499

中間(当期)未処理
損失(△)

△611,385 － △966,525

－ 4 －



　(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
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計買換資産圧

縮積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
3,915,768 978,942 1,614,830 2,593,772 20,640 △966,525 △945,885 △68,142 5,495,513

中間会計期間中の変動額

買換資産圧縮積立金の取崩 － － － － △3,937 3,937 － － －

剰余金の配当 － － △66,976 △66,976 － － － － △66,976

資本剰余金から利益剰余金へ

の振替額
－ － △962,588 △962,588 － 962,588 962,588 － －

中間純利益 － － － － － 210,567 210,567 － 210,567

自己株式の取得 － － － － － － － △195 △195

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

（千円）
－ － △1,029,565 △1,029,565 △3,937 1,177,092 1,173,155 △195 143,395

平成18年９月30日　残高

（千円）
3,915,768 978,942 585,265 1,564,207 16,703 210,567 227,270 △68,337 5,638,908

評価・換算差額等

新株予約権 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

（千円）
583,595 583,595 － 6,079,108

中間会計期間中の変動額

買換資産圧縮積立金の取崩 － － － －

剰余金の配当 － － － △66,976

資本剰余金から利益剰余金へ

の振替額
－ － － －

中間純利益 － － － 210,567

自己株式の取得 － － － △195

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△148,193 △148,193 23,328 △124,865

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△148,193 △148,193 23,328 18,530

平成18年９月30日　残高

（千円）
435,401 435,401 23,328 6,097,638

－ 5 －



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 (1）有価証券 (1）有価証券

① 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 子会社株式及び関連会社株式

同左

① 子会社株式及び関連会社株式

同左

② その他有価証券 ② その他有価証券 ② 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)

時価のあるもの

決算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

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産

商品 商品 商品 

仏壇

個別法による原価法

仏壇

 同左

仏壇

 同左

仏具

先入先出法による原価法

仏具

 同左

仏具

 同左

その他

個別法による原価法

その他

 同左

その他

 同左

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に

取得した建物(付属設備を除

く)及び造作については、定額

法を採用しております。

(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

営業権は商法施行規則の規定に

基づき均等償却(５年)しており

ます。

(2）無形固定資産

のれんは５年均等償却、ソフト

ウェア(自社利用)は、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基づ

く定額法によっております。

(2）無形固定資産

営業権は商法施行規則の規定に

基づき均等償却(５年)しており

ます。

(3）長期前払費用

定額法を採用しております。

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

－ 6 －



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　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

を計上しております。 

 

 (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

を計上しております。  

(追加情報）

当期に給与規程を改定したこと

により、次期以降、年俸制を廃

止することとなったため、将来

の賞与支給見込額のうち、当期

負担額を新たに賞与引当金とし

て計上しております。 

(2）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。

過去勤務債務については、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

よる按分額を費用から減額処理

しております。

数理計算上の差異は、発生年度

に全額費用処理しております。

(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、発生年度

に全額費用処理しております。

(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。

過去勤務債務については、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

よる按分額を費用から減額処理

しております。

数理計算上の差異は、発生年度

に全額費用処理しております。

(3）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく中間期末

要支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく期末要支

給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)

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　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満たす金利

オプション及び金利スワップに

ついては、特例処理を採用して

おります。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利オプション取引、金利ス

ワップ取引

ヘッジ手段

 同左

ヘッジ手段

 同左

ヘッジ対象

借入金

 ヘッジ対象

 同左

 ヘッジ対象

 同左

(3）ヘッジ方針

金利の変動による大きな損失を

回避する目的で金利オプション

取引及び金利スワップ取引を利

用しております。ヘッジ対象の

識別を取引単位で行なう方法

(個別ヘッジ)によっております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

特例処理の要件の判定をもって

有効性の判定に代えております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(5）その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの

金利オプション及び金利スワッ

プの実行・管理は、経理部にて

行なっており、取引に関する管

理規定は特に設けておりません

が、取引は全て事前に取締役会

にて充分な検討のうえ実施する

こととしております。

(5）その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの

　　　　　同左

(5）その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの

　　　　　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)

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

(1）利益処分方式による圧縮積立金

の取扱い

中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当期にお

いて予定している利益処分によ

る買換資産圧縮積立金の取崩し

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。

(1）利益処分方式による圧縮積立金

の取扱い 

同左

─────

(2）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、税抜方式によっておりま

す。

なお、仮払消費税等と仮受消費

税等とを相殺した差額28,547千

円は、流動負債の「その他」に

含めております。

(2）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、税抜方式によっておりま

す。

なお、仮払消費税等と仮受消費

税等とを相殺した差額87,156千

円は、流動負債の「その他」に

含めております。

(1）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 

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損失は、288,672千円

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、税引前当期純損失は、288,186千

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

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(企業会計基準委員会 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(企業会計基準委員会 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

6,074,310千円であります。

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。

─────

─────

 

(ストック・オプション等に関する会計基準)

当中間会計期間より、「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準」(企業会計基準第８号

(企業会計基準委員会 平成17年12月27日)）及

び「ストック・オプション等に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号

（企業会計基準委員会 最終改正平成18年５月

31日)）を適用しております。

これにより営業利益、経常利益及び税引前中

間純利益は、それぞれ23,328千円減少してお

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は、

3,146,868千円であります。

有形固定資産の減価償却累計額は,

3,104,708千円であります。

有形固定資産の減価償却累計額は、

3,128,538千円であります。

※２

担保に供している
資産

金額（千円）

建物 132,611

土地 1,023,804

定期預金 190,000

投資有価証券 1,209,203

差入保証金 976,955

投資その他の資産
その他

245,641

計 3,778,216

担保に供している
資産

金額（千円）

建物 222,172

土地 1,023,804

定期預金 190,000

投資有価証券 1,138,313

営業保証金 326,700

差入保証金 955,407

投資その他の資産
その他

253,812

計 4,110,209

担保に供している
資産

金額（千円）

建物 231,329

土地 1,023,804

定期預金 190,000

投資有価証券 1,347,872

営業保証金 363,000

差入保証金 961,254

投資その他の資産
その他

249,727

計 4,366,988

上記に対応する債
務等

金額（千円）

長期借入金
(１年以内返済分
を含む)

3,652,980

計 3,652,980

上記に対応する債
務等

金額（千円）

長期借入金
(１年以内返済分
を含む)

4,044,960

計 4,044,960

上記に対応する債
務等

金額（千円）

長期借入金
(１年以内返済分
を含む)

3,658,500

計 3,658,500

※３

───── 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して

おります。なお、当中間会計期間末日は金

融機関が休日のため、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　　　15,049千円

　支払手形　　　14,476千円

───── 

保証債務 保証債務 保証債務

(1) 関係会社の銀行借入に対する保証

㈱ホームセンターコマツ 420,000千円

G.V.C.DEVELOPMENT 
COMPANY LIMITED 169,906千円

（外貨額1,446千米ドル）

計 589,906千円

偶発債務

(1) 関係会社の銀行借入に対する保証

㈱ホームセンターコマツ 529,600千円

G.V.C. DEVELOPMENT
COMPANY LIMITED 192,284千円

（外貨額1,698千米ドル）

計 721,884千円

(1) 関係会社の銀行借入に対する保証

㈱ホームセンターコマツ 400,000千円

G.V.C. DEVELOPMENT
COMPANY LIMITED 140,770千円

（外貨額1,193千米ドル）

計 540,770千円

(2) 信用状開設に対する保証

㈱はせがわ仏壇工房 300,000千円

(2) 信用状開設に対する保証

㈱はせがわ仏壇工房 200,000千円

(2) 信用状開設に対する保証

㈱はせがわ仏壇工房 200,000千円

－ 11 －



（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 減価償却実施額 減価償却実施額

有形固定資産 64,418千円

無形固定資産 21,109千円

有形固定資産 71,794千円

無形固定資産 10,006千円

有形固定資産 142,934千円

無形固定資産 42,219千円

※２

営業外収益のうち主なもの 営業外収益のうち主なもの 営業外収益のうち主なもの

受取利息 10,530千円

受取配当金 11,435千円

為替差益 18,495千円

受取利息 10,990千円

受取配当金 12,318千円

   

受取利息 92,827千円

受取配当金 19,472千円

経営受託収入 27,601千円

※３

営業外費用のうち主なもの 営業外費用のうち主なもの 営業外費用のうち主なもの

支払利息 122,156千円

営業権償却 21,109千円

支払利息 121,907千円

貸倒引当金繰入額 25,928千円

支払利息 242,697千円

営業権償却 42,219千円

※４

特別利益のうち主なもの

投資有価証券売却
益

11,624千円

特別利益のうち主なもの

固定資産売却益 3,747千円

特別利益のうち主なもの

投資有価証券売却

益
83,213千円

業務提携解約返戻

金
73,333千円

※５

特別損失のうち主なもの 特別損失のうち主なもの 特別損失のうち主なもの

固定資産売却・除
却損

44,168千円

関係会社株式評価
損

247,929千円

貸倒引当金繰入額 62,490千円

店舗閉鎖損失 94,969千円

減損損失 289,159千円

固定資産売却・除
却損

12,177千円

減損損失 10,932千円

   

   

   

固定資産売却・除
却損

95,823千円

関係会社株式評価
損

129,337千円

貸倒引当金繰入額 125,201千円

店舗閉鎖損失 75,969千円

減損損失 289,159千円

海外投資損失 795,451千円

※６

減損損失

当中間会計期間において、以下の資産につ

いて減損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所
減損損失
(千円)

遊休不動産 土地・建物等
福岡県
田川郡他

264,204

遊休不動産 借地権・建物
長野県
茅野市

24,954

 合　　計 289,159

事業用資産については、独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位によっ

て資産のグルーピングを行ない、遊休資産

については、個別の資産単位毎に把握して

おります。

その結果、近年の継続的な地価の下落によ

り、帳簿価額に対して市場価格が著しく下

落した状況にある資産について、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。

その内訳は、土地255,115千円、建物

26,110千円、借地権7,145千円、その他787

千円であります。

当該資産の回収可能価額は、正味売却価額

(固定資産税評価額又は取引事例価格を参

考)により測定しております。

減損損失

当中間会計期間において、以下の資産につ

いて減損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所
減損損失
(千円)

日立店 造作・構築物等
茨城県
日立市

10,932

 合　　計 10,932

事業用資産については、独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位によっ

て資産のグルーピングを行ない、店舗設備

資産については、個別の資産単位毎に把握

しております。

その結果、閉店が見込まれている店舗設備

資産について、当該資産の除却額及び原状

復帰費用の見込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、造作3,041千円、構築物1,434

千円、その他956千円及び現状復帰費用見

込額5,500千円であります。

減損損失

当期において、以下の資産について減損損

失を計上いたしました。

用途 種類 場所
減損損失
(千円)

遊休不動産 土地・建物等
福岡県
田川郡他

264,204

遊休不動産 借地権・建物
長野県
茅野市

24,954

合　　計 289,159

事業用資産については、独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位によっ

て資産のグルーピングを行ない、遊休資産

については、個別の資産単位毎に把握して

おります。 

その結果、近年の継続的な地価の下落によ

り、帳簿価額に対して市場価格が著しく下

落した資産グループについて、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。

その内訳は、土地255,115千円、建物

26,110千円、借地権7,145千円、その他787

千円であります。 

なお、当該資産グループの回収可能価額の

算定に関しては、固定資産税評価額又は取

引事例価格を参考にした正味売却価額によ

り算定しております。
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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

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 153,960 637 － 154,597

合計 153,960 637 － 154,597

 (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加637株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

（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)

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

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

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)

什器備品 244,112 101,127 142,985

その他 740,785 419,618 321,167

合計 984,898 520,745 464,152

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)

什器備品 242,378 145,267 97,110

その他 747,756 568,386 179,370

合計 990,134 713,653 276,480

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)

什器備品 242,378 120,887 121,490

その他 740,785 493,827 246,958

合計 983,163 614,715 368,448

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 196,625千円

１年超 274,229千円

計 470,854千円

１年以内 159,119千円

１年超 122,743千円

計 281,862千円

１年以内 192,155千円

１年超 182,645千円

計 374,801千円

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

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

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 98,618千円

減価償却費相当額 95,330千円

支払利息相当額 3,268千円

支払リース料 102,274千円

減価償却費相当額 98,938千円

支払利息相当額 2,365千円

支払リース料 200,820千円

減価償却費相当額 194,457千円

支払利息相当額 6,256千円

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相

　当額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

 (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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（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）

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 355.88円

１株当たり中間純損失 40.80円

１株当たり純資産額 341.41円

１株当たり中間純利益 11.78円

１株当たり純資産額 340.36円

１株当たり当期純損失 60.69円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益に

ついては、中間純損失を計上したため記載して

おりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が

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に

ついては、１株当たり当期純損失であり、また、

希薄化効果を有している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。

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)

中間純利益又は中間(当期)純損失(△)　(千

円)
△728,885 210,567 △1,084,025

普通株主に帰属しない金額(千円) － － －

普通株式に係る中間純利益又は中間(当期)

純損失(△)(千円)
△728,885 210,567 △1,084,025

期中平均株式数(千株) 17,860 17,860 17,860

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定

に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権1,148千株 新株予約権1,226千株 新株予約権1,088千株

 

（重要な後発事象）

　　　　　該当事項はありません。
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