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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）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売 上 高 [国内全店小売売上高] 営 業 利 益 経 常 利 益

 百万円  ％ 百万円 　％ 百万円 　％ 

18年 9月中間期 31,930 [34,365] △2.6 [△2.3] 4,604 △16.2 4,856 △13.2

17年 9月中間期 32,781 [35,180] △2.9 [△1.5] 5,490 △8.3 5,596 △9.4

18年 3月期 62,543 [67,201]   9,173  9,405  

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 2,924 △2.1 55 26

17年 9月中間期 2,985 △8.5 56 88

18年 3月期 4,813 91 14

（注）①期中平均株式数 18年 9月中間期 52,921,353株 17年 9月中間期 52,484,940株 18年 3月期 52,669,006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。　

④「国内全店小売売上高」は、直営店の小売売上高と、のれん自立店の小売売上高との合計額であります。　

(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 65,487 55,255 84.4 1,043 59

17年 9月中間期 64,086 53,582 83.6 1,014 43

18年 3月期 63,591 53,991 84.9 1,020 33

（注）①期末発行済株式数 18年 9月中間期 52,946,971株 17年 9月中間期 52,821,024株 18年 3月期 52,903,123株 

②期末自己株式数 18年 9月中間期 3,110,503株 17年 9月中間期 3,236,450株 18年 3月期 3,154,351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）  

売上高
[国内全店小売売上高]

経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 60,888 [65,653] 7,511 3,841

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　72円56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 31.50 31.50 63.00

19年 3月期（実績） 31.50 －  

19年 3月期（予想） － 31.50 63.00

※　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５ページを参照して下さい。
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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 20,856 23,615 21,596

２．売掛金 2,472 2,656 2,469

３．有価証券 821 822 821

４．たな卸資産 7,197 7,508 7,237

５．繰延税金資産 1,920 1,717 1,655

６．その他 1,897 1,750 1,689

　　貸倒引当金 -21 -119 -105

流動資産合計 35,144 54.8 37,951 58.0 35,363 55.6

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1) 建物 3,821 3,804 3,846

 (2) 器具備品 1,425 1,515 1,451

 (3) その他 1,418 1,391 1,405

有形固定資産合計 6,665 6,710 6,703

２．無形固定資産 242 238 239

３．投資その他の資産

 (1) 投資有価証券 5,751 5,471 5,788

 (2) 出資金 838 660 520

 (3) 長期貸付金 1,513 1,437 1,480

 (4) 繰延税金資産 115 247 180

 (5) 敷金及び保証金 11,802 11,068 11,484

 (6) 建設協力金 1,784 1,525 1,641

 (7) その他 240 187 196

　　　貸倒引当金 -14 -11 -9

投資その他の資産合計 22,033 20,586 21,284

固定資産合計 28,941 45.2 27,536 42.0 28,228 44.4

資産合計 64,086 100.0 65,487 100.0 63,591 100.0
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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 410 481 428

２．買掛金 1,367 1,418 1,733

３．未払金 2,205 2,541 2,355

４．未払法人税等 3,095 2,305 2,070

５．賞与引当金 1,780 1,760 1,435

６．役員賞与引当金 － 6 －

７．その他 1,256 1,333 1,179

流動負債合計 10,115 15.8 9,847 15.0 9,202 14.5

Ⅱ　固定負債

１．預り保証金 387 385 397

固定負債合計 387 0.6 385 0.6 397 0.6

負債合計 10,503 16.4 10,232 15.6 9,599 15.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金 5,901 9.2 － － 5,901 9.3

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 6,829 － 6,829

資本剰余金合計 6,829 10.6 － － 6,829 10.7

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 582 － 582

２．任意積立金 41,589 － 41,589

３．中間（当期）未処分利
益

4,661 － 4,799

利益剰余金合計 46,832 73.1 － － 46,971 73.9

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

301 0.5 － － 413 0.6

Ⅴ　自己株式 -6,281 -9.8 － － -6,123 -9.6

資本合計 53,582 83.6 － － 53,991 84.9

負債及び資本合計 64,086 100.0 － － 63,591 100.0
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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
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － － 5,901 9.0 － －

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  － 6,829 －

資本剰余金合計  － － 6,829 10.4 － －

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  － 582 －

(2）その他利益剰余金     

海外投資積立金  － 3,220 －

配当平均積立金  － 2,270 －

圧縮積立金  － 8 －

別途積立金  － 37,490 －

繰越利益剰余金  － 4,631 －

利益剰余金合計  － － 48,201 73.6 － －

４．自己株式  － － -6,039 -9.2 － －

株主資本合計  － － 54,893 83.8 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

 － － 362 0.6 － －

評価・換算差額等合計  － － 362 0.6 － －

純資産合計  － － 55,255 84.4 － －

負債純資産合計  － － 65,487 100.0 － －
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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　（注） 32,781 100.0 31,930 100.0 62,543 100.0

Ⅱ　売上原価           

 １.商品期首たな卸
高

7,098   6,397   7,098   

 ２.中間（当期）商
品仕入高

8,637   9,174   16,804   

 　合計 15,736   15,571   23,903   

 ３.他勘定振替高 －   －   112   

４.商品中間期末
(期末)たな卸高

6,899   6,985   6,929   

 　差引売上原価  8,837 27.0  8,586 26.9  16,861 27.0

 ５.商品評価損  460 1.4  314 1.0  532 0.8

 　売上原価  9,297 28.4  8,901 27.9  17,393 27.8

売上総利益 23,484 71.6 23,028 72.1 45,149 72.2

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

17,993 54.9 18,424 57.7 35,976 57.5

営業利益 5,490 16.7 4,604 14.4 9,173 14.7

Ⅳ　営業外収益 ※１ 116 0.3 272 0.9 286 0.4

Ⅴ　営業外費用 10 0.0 19 0.1 54 0.1

経常利益 5,596 17.0 4,856 15.2 9,405 15.0

Ⅵ　特別利益 － － － － － －

Ⅶ　特別損失 ※２ 268 0.8 126 0.4 1,021 1.6

税引前中間（当
期）純利益

5,328 16.2 4,730 14.8 8,383 13.4

法人税、住民税及
び事業税

2,633 1,900 3,736

法人税等調整額 -290 2,342 7.1 -94 1,806 5.6 -167 3,569 5.7

中間（当期）純利
益

2,985 9.1 2,924 9.2 4,813 7.7

前期繰越利益 1,803 － 1,803

自己株式処分差
損 

127 － 152

中間配当額 － － 1,663

中間（当期）未処
分利益

4,661 － 4,799

 （注）直営店の小売売上高と、のれん自立店の小売売上高との合計額である「国内全店小売売上高」は、次のとおりであります。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（前中間会計期間）　　　　　（当中間会計期間）　　　　　（前事業年度）

　　　　　国内全店小売売上高　　　　　35,180百万円　　　　　　　　34,365百万円　　　　　　　67,201百万円
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

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

海外
投資
積立金

配当
平均
積立金

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

（百万円）
5,901 6,829 6,829 582 3,220 2,270 9 36,090 4,799 46,971

中間会計期間中の変動額

圧縮積立金の取崩（注）       -0  0 －

別途積立金の積立（注)        1,400 -1,400 －

剰余金の配当（注）         -1,666 -1,666

役員賞与（注)         -13 -13

中間純利益         2,924 2,924

自己株式の取得          －

自己株式の処分         -13 -13

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）
－ － － － － － -0 1,400 -168 1,230

平成18年９月30日　残高

（百万円）
5,901 6,829 6,829 582 3,220 2,270 8 37,490 4,631 48,201

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

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）
-6,123 53,578 413 413 53,991

中間会計期間中の変動額

圧縮積立金の取崩（注）  －   －

別途積立金の積立（注)  －   －

剰余金の配当（注）  -1,666   -1,666

役員賞与（注)  -13   -13

中間純利益  2,924   2,924

自己株式の取得 -4 -4   -4

自己株式の処分 89 75   75

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
  -51 -51 -51

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
84 1,314 -51 -51 1,263

平成18年９月30日　残高

（百万円）
-6,039 54,893 362 362 55,255

 （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

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法)

子会社株式及び関連会社株式

　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）

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左 

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）

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

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

　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

　移動平均法による原価法

貯蔵品

　主に移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品

同左

貯蔵品

同左

(2）たな卸資産

商品

同左

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

　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（建物附属設備を

除く）については、定額法により

償却しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　３年～60年

器具備品　　２年～20年

　また、取得価額が10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産につ

いては、３年間で均等償却してお

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

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

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）

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

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上して

おります。

(3) ─────

 

(2）賞与引当金

同左

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上しており

ます。

（会計方針の変更）

　当中間会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計

基準第４号　平成17年11月29

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６百万円減少しております。

(2）賞与引当金

同左

(3) ─────

 

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方法

税抜方式を採用しております。

仮払消費税等及び仮受消費税等の中

間期末残高の相殺後の金額は、流動

負債の「その他」に含めて表示して

おります。

消費税等の会計処理方法

同左

消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。
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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利

益は178百万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。

───── (損益計算書)

  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182百万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に相当する金額

は、55,255百万円であります。

　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。

─────

注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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

　有形固定資産

 

　　　　　　　　　14,293百万円 

 

　　　　　　　　　13,759百万円 

 

　　　　　　　　 　14,205百万円

２．偶発債務

　保証債務 OPTIQUE PARIS-MIKI(M)SDN BHD

リース債務保証    0百万円

（11千M＄)

取引先

銀行借入保証 0百万円 

計      1百万円

のれん自立店

リース債務保証 193百万円 

計   193百万円

PARIS-MIKI INTERNATIONAL GmbH

銀行借入保証    2百万円

（20千EUR)

のれん自立店

リース債務保証 219百万円 

計    222百万円
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（中間損益計算書関係）

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．営業外収益のうち重要

なもの    

受取利息 14百万円   13百万円   27百万円 

※２．特別損失   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

失を計上しました。

(1)　減損損失を認識した資産グ

ループの概要

場所 用途 種類 

北海道

エリア 

店舗

設備 

建物及び

構築物 

米国ワシン

トン州

店舗・事

務所設備

建物及び

器具備品

兵庫県

姫路市
遊休資産 土地

(2)　減損損失の認識に至った経緯

  収益性が悪化しているエリア地域、

及び、将来において具体的な使用計

画がなく、かつ、市場価格が下落し

ている遊休資産について、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計上いたしま

した。

(3)　減損損失の内訳

 建物 　  96百万円

 構築物 2  

 器具備品 9  

 土地 70  

  計 178   

(4)　資産のグルーピングの方法

  原則として、店舗資産、賃貸資産、

遊休資産及び共用資産に分類し、店

舗資産については、管理会計上の区

分に基づいたエリア地域別にグルー

ピングを行っております。

(5)　回収可能価額の算定方法

　遊休土地は、正味売却価額により

測定し、相続税評価額を基準に算定

した時価により評価しておりま

す。

　上記以外の資産については、使用

価値により測定し、将来キャッ

シュ・フローを5.7％で割り引いて

算定しております。

  当中間会計期間において、当社は

以下の資産について減損損失を計上

しました。 

(1)　減損損失を認識した資産の概

要

用途 種類 

店舗設備 
建物及び構築

物 

(2)　減損損失の認識に至った経緯

  店舗用資産について、当中間会計

期間において、収益性等の観点から

退店若しくは移転の意思決定をした

店舗に係る固定資産の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として計上いたしました。

(3)　減損損失の内訳

 建物 　    38百万円

 構築物  1

  計  40 

 

 

 

　

  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

計上しました。

(1)　減損損失を認識した資産グ

ループの概要

場所 用途 種類 

北海道

エリア 

店舗

設備 

建物及び

構築物 

米国ワシン

トン州

店舗・事

務所設備

建物及び

器具備品

兵庫県

姫路市
遊休資産 土地

(2)　減損損失の認識に至った経緯

  収益性が悪化しているエリア地域、

及び、将来において具体的な使用計

画がなく、かつ、市場価格が下落し

ている遊休資産について、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計上いたしま

した。

(3)　減損損失の内訳

 建物 　    99百万円

 構築物 　2 

 器具備品 　9 

 土地 　70 

  計 182

(4)　資産のグルーピングの方法

  原則として、店舗資産、賃貸資産、

遊休資産及び共用資産に分類し、店

舗資産については、管理会計上の区

分に基づいたエリア地域別にグルー

ピングを行っております。

(5)　回収可能価額の算定方法

　遊休土地は、正味売却価額により

測定し、相続税評価額を基準に算定

した時価により評価しておりま

す。

　上記以外の資産については、使用

価値により測定し、将来キャッ

シュ・フローを5.7％で割り引いて

算定しております。

３．減価償却実施額    

有形固定資産 492百万円    484百万円     1,027百万円 

無形固定資産  　　　　　　　　　 　16  　　　　　　　　　　 10  　　　　　　　　　　 29
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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
（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 3,154 2 45 3,110

合計 3,154 2 45 3,110

 （注）普通株式の自己株式の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加、減少45千株は、ストックオプションの行

使45千株及び単元未満株式の買増し０千株による減少であります。

 

 (リース取引関係)

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）

　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

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

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)

器具
備品

395 130 265

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)

器具
備品

389 203 186

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)

器具
備品

395 170 225

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

百万円

１年内 77

１年超 190

計 268

百万円

１年内 73

１年超 116

計 190

百万円

１年内 77

１年超 151

計 229

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

百万円

支払リース料 41

減価償却費相当

額
39

支払利息相当額 2

百万円

支払リース料 40

減価償却費相当

額
38

支払利息相当額 1

百万円

支払リース料 82

減価償却費相当

額
79

支払利息相当額 4

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

得価額相当額との差額を利息相当

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

 (有価証券関係)

　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）及び前事業年度末（平成18年

３月31日）における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。
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（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  1,014.42円

１株当たり中間純利益金額    56.88円

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額
  56.45円

１株当たり純資産額   1,043.59円

１株当たり中間純利益金額 55.26円

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額
55.03円

１株当たり純資産額 1,020.33円

１株当たり当期純利益金額  91.14円

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
90.57円

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益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

中間（当期）純利益（百万円） 2,985 2,924 4,813

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 13

（うち利益処分による役員賞与金） － － (13)

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 2,985 2,924 4,800

期中平均株式数（千株） 52,484 52,921 52,669

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － －

普通株式増加数（千株） 406 217 332

（うち新株予約権） (406) (217) (332)

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）純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

平成17年６月24日定時株主

総会決議による新株予約権

１種類（新株予約権の数989

個　目的となる株式の数　

98千株）

平成16年６月25日定時株主

総会決議による新株予約権

１種類（新株予約権の数

15,208個　目的となる株式

の数　1,520千株）

 

平成17年６月24日定時株主

総会決議による新株予約権

１種類（新株予約権の数942

個　目的となる株式の数　

94千株） 

平成17年６月24日定時株主

総会決議による新株予約権

１種類（新株予約権の数971

個　目的となる株式の数97

千株）

（重要な後発事象）

 

 　　該当事項はありません。
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