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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 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 15,929 9.0 △108 － 84 △94.5

17年９月中間期 14,612 5.6 1,312 46.6 1,539 40.2

18年３月期 31,751 2,792 3,422

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 △119 － △8 67

17年９月中間期 854 50.2 62 25

18年３月期 1,824 132 91

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 13,728,958株 17年９月中間期 13,728,967株 18年３月期 13,728,967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 26,693 14,807 55.5 1,078 53

17年９月中間期 26,540 15,279 57.6 1,112 97

18年３月期 29,598 16,233 54.8 1,182 41

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 13,728,940株 17年９月中間期 13,728,967株 18年３月期 13,728,967株

②期末自己株式数 18年９月中間期 11,233株 17年９月中間期 11,206株 18年３月期 11,206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 36,167 2,500 1,313

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　95円65銭

３．配当状況

・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 － － － 94.0 － 94.0

19年３月期（実績） － － － － －
77.0

19年３月期（予想） － － － 77.0 －

※　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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５．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（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 11,669 8,641 11,328

２．営業未収入金 774 1,027 1,227

３．たな卸資産 31 101 62

４．繰延税金資産 504 445 552

５．その他 ※２ 1,568 1,242 1,348

貸倒引当金 △48 △80 △87

流動資産合計 14,499 54.6 11,377 42.6 14,432 48.8

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物  2,927 3,637 3,580

２．土地  3,131 3,131 3,131

３．その他 229 319 365

有形固定資産合計 6,288 23.7 7,088 26.6 7,077 23.9

(2）無形固定資産 612 2.3 756 2.8 749 2.5

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 ※２ 1,632 3,079 2,940

２．繰延税金資産 283 359 340

３．差入保証金 2,505 2,955 2,954

４．その他 908 1,249 1,275

貸倒引当金 △188 △171 △171

投資その他の資産　
合計

5,140 19.4 7,471 28.0 7,339 24.8

固定資産合計 12,041 45.4 15,316 57.4 15,166 51.2

資産合計 26,540 100.0 26,693 100.0 29,598 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．営業未払金 578 651 977

２．未払法人税等 673 97 1,009

３．賞与引当金 953 900 952

４．営業預り金 7,233 7,652 8,187

５．その他  886 1,549 1,253

流動負債合計 10,325 38.9 10,850 40.6 12,380 41.9

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 711 812 768

２．役員退職慰労引
　　当金

4 － 4

３．その他  219 223 212

固定負債合計 935 3.5 1,035 3.9 985 3.3

負債合計 11,260 42.4 11,886 44.5 13,365 45.2
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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（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 2,622 9.9 － － 2,622 8.8

Ⅱ　資本剰余金

(1）資本準備金 2,831 － 2,831

資本剰余金合計 2,831 10.7 － － 2,831 9.6

Ⅲ　利益剰余金

(1）利益準備金 390 － 390

(2）任意積立金 6,137 － 6,137

(3）中間(当期)未処分
利益

3,160 － 4,130

利益剰余金合計 9,688 36.5 － － 10,658 36.0

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

147 0.5 － － 131 0.4

Ⅴ　自己株式 △9 △0.0 － － △9 △0.0

資本合計 15,279 57.6 － － 16,233 54.8

負債・資本合計 26,540 100.0 － － 29,598 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１　資本金 － － 2,622 9.8 － －

２　資本剰余金

(1）資本準備金 － 2,831 －

資本剰余金合計 － － 2,831 10.6 － －

３　利益剰余金

(1）利益準備金 － 390 －

(2）その他利益剰余金

　　特別償却準備金 － 5 －

　　別途積立金 － 6,629 －

　　繰越利益剰余金 － 2,224 －

利益剰余金合計 － － 9,248 34.6 － －

４　自己株式 － － △9 △0.0 － －

株主資本合計 － － 14,692 55.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評価
差額金

－ － 114 0.5 － －

評価・換算差額等合計 － － 114 0.5 － －

純資産合計 － － 14,807 55.5 － －

負債・純資産合計 － － 26,693 100.0 － －
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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　営業収益 14,612 100.0 15,929 100.0 31,751 100.0

Ⅱ　営業原価 3,272 22.4 3,585 22.5 6,721 21.2

営業総利益 11,340 77.6 12,343 77.5 25,029 78.8

Ⅲ　販売費及び一般管理
　　費

10,027 68.6 12,451 78.2 22,237 70.0

営業利益(損失) 1,312 9.0 △108 △0.7 2,792 8.8

Ⅳ　営業外収益 ※１ 271 1.8 248 1.6 731 2.3

Ⅴ　営業外費用 ※２ 43 0.3 55 0.3 102 0.3

経常利益 1,539 10.5 84 0.6 3,422 10.8

Ⅵ　特別利益
※３
 

29 0.2 4 0.0 2 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 35 0.2 45 0.3 52 0.2

税引前中間(当期)
純利益

1,534 10.5 43 0.3 3,371 10.6

法人税、住民税及
び事業税

608 63 1,570

法人税等調整額 70 679 4.7 99 162 1.0 △23 1,546 4.9

中間（当期）純利
益（純損失）

854 5.8 △119 △0.7 1,824 5.7

前期繰越利益 2,306 2,343 2,306

中間(当期)未処分
利益

3,160 2,224 4,130
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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

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

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

特別償却
準備金

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）
2,622 2,831  2,831 390 8 6,129 4,130 10,658 △9 16,102

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩(注)

　　
     △3  3 －  －

別途積立金の積立(注)        △500 －  －

剰余金の配当(注)        △1,290 △1,290  △1,290

中間純利益        △119 △119  △119

自己株式の取得           －

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

（百万円）

           

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － － △3 500 △1,905 △1,409 － △1,409

平成18年 9月30日　残高

（百万円）
2,622 2,831  2,831 390 5 6,629 2,224 9,248 △9 14,692

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）
131 131 16,233

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩(注)   －

別途積立金の積立(注)   －

剰余金の配当(注)   △1,290

中間純利益   △119

自己株式の取得   －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

△16 △16 △16

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△16 △16 △1,426

平成18年 9月30日　残高

（百万円）
114 114 14,807

（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

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）を

採用しております。

（1）有価証券

満期保有目的債券

同　　 左

（1）有価証券

満期保有目的債券

同　　 左

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。

子会社株式及び関連会社株

式

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

貯蔵品

最終仕入原価法による原

価法を採用しております。

（2）たな卸資産

貯蔵品

同　　 左

（2）たな卸資産

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（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 　　　18年～50年

工具器具及び備品 

4年～ 6年

（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

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

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、賞与

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。

（2）賞与引当金

同　　 左

（2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備え

るため、賞与支給見込額の当

期負担額を計上しております。

(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。

（3）退職給付引当金

同　　　左

（3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職給

付債務の見込額を計上してお

ります。

なお、数理計算上の差異は、

発生年度に一括費用処理して

おります。

(4）役員退職慰労引当金

役員の退任に際し支給する

退職慰労金に充てるため、役

員退職慰労金支給に関する内

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

──────

（4）役員退職慰労引当金

役員の退任に際し支給する

退職慰労金に充てるため、役

員退職慰労金支給に関する内

規に基づく期末要支給額を計

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

(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。

(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） ────── （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。

　 　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部

の表示に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号平成17

年12月９日）を摘要しております。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は14,807百万円であります。

　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。
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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．有形固定資産の減価償

却累計額

1,849 百万円 2,145 百万円 1,976 百万円

※２．担保に供している資産

並び担保付債務

担保資産

有価証券 914 百万円

投資有価証券 935 百万円

　計 1,849 百万円

担保資産

有価証券 309 百万円

投資有価証券 2,357 百万円

　計 2,666 百万円

担保資産

有価証券 309 百万円

投資有価証券 2,271 百万円

　計 2,580 百万円

 （注）有価証券及び投資有価証券

（割引国債）は、宅地建物取引

業法に基づく営業保証金として

法務局に供託しております。

 （注）有価証券及び投資有価証券

（割引国債）は、宅地建物取引

業法に基づく営業保証金として

法務局に供託しております。

（注）有価証券及び投資有価証券

（割引国債）は、宅地建物取引

業法に基づく営業保証金として

法務局に供託しております。

（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．営業外収益の主要項目 受取利息 1 百万円

有価証券利息 3 百万円

受取配当金 38 百万円

長期預り金振替益 43 百万円

不動産賃貸収入 125 百万円

受取利息 2 百万円

有価証券利息 8 百万円

受取配当金 1 百万円

長期預り金振替益 35 百万円

不動産賃貸収入 113 百万円

受取利息 2 百万円

有価証券利息 8 百万円

受取配当金 40 百万円

長期預り金振替益 307 百万円

不動産賃貸収入 223 百万円

※２．営業外費用の主要項目 店舗等解約原状回復

費
9 百万円

不動産賃貸原価 15 百万円

　　　　　－ － 

店舗等解約原状回復

費
18 百万円

不動産賃貸原価 21 百万円

契約違約金 2 百万円

店舗等解約原状回復

費
32 百万円

不動産賃貸原価 35 百万円

契約違約金 10 百万円

※３．特別利益の主要項目 貸倒引当金戻入益 27 百万円 役員退職慰労引当金

戻入益 
4 百万円

   

※４．特別損失の主要項目 固定資産除却損 11 百万円

過年度看板掲載料 24 百万円

固定資産除却損 13 百万円

過年度業務委託料 31 百万円

固定資産除却損 28 百万円

過年度看板掲載料 24 百万円

　５．減価償却実施額 有形固定資産 137 百万円

無形固定資産 31 百万円

有形固定資産 181 百万円

無形固定資産 41 百万円

有形固定資産 301 百万円

無形固定資産 66 百万円
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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（注） 11,206 27 － 11,233

合計 11,206 27 － 11,233

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加27株は、単元未満株の買取りによる増加であります。
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（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）

１．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)

固定資産
「その他」

367 347 20

合計 367 347 20

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)

固定資産
「その他」

25 18 7

合計 25 18 7

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)

固定資産
「その他」

58 47 11

合計 58 47 11

（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 15 百万円

１年超 5 百万円

合計 20 百万円

１年内 6 百万円

１年超 1 百万円

合計 7 百万円

１年内 7 百万円

１年超 4 百万円

合計 11 百万円

（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

支払リース料 42 百万円

減価償却費相当額 40 百万円

支払利息相当額 0 百万円

支払リース料 4 百万円

減価償却費相当額 4 百万円

支払利息相当額 0 百万円

支払リース料 56 百万円

減価償却費相当額 53 百万円

支払利息相当額 0 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

（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

２．オペレーティング・リース取引　

　未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引　

　未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引　

　未経過リース料

１年内 9 百万円

１年超 2 百万円

合計 12 百万円

１年内 22 百万円

１年超 22 百万円

合計 45 百万円

１年内 24 百万円

１年超 33 百万円

合計 57 百万円
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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 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

       1,112円97銭        1,078円53銭 1,182円41銭

１株当たり中間純利益金額 １株当たり中間純損失金額 １株当たり当期純利益金額

    62円25銭       8円67銭 132円91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（当期）純利益又は中間順損失（△）

（百万円）
854 △119 1,824

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－)  (－)  (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益　　

（百万円）
854 △119 1,824

期中平均株式数（株） 13,728,967 13,728,958 13,728,967

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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