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１．18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）百万円未満切捨て表示。

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 1,847 △18.0 240 △60.7 △206 －

17年９月中間期 2,253 1.4 612 △11.4 172 △8.7

18年３月期 4,498 △1.5 1,119 △17.6 366 △13.6

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 △5,026 － △114.39

17年９月中間期 △131 － △3.00

18年３月期 293 59.0 6.67

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 43,945,338株 17年９月中間期 43,948,224株 18年３月期 43,947,445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 66,162 12,192 18.4 277.46

17年９月中間期 70,646 17,338 24.5 394.54

18年３月期 70,206 17,791 25.3 404.84

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 43,944,451株 17年９月中間期 43,947,412株 18年３月期 43,946,288株

②期末自己株式数 18年９月中間期 34,612株 17年９月中間期 31,651株 18年３月期 32,775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 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 4,200 0 △4,900

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）△111円50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  － 4.0 4.0

19年３月期（実績）  － －  

19年３月期（予想） － 未定 未定 

 

（注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、様々

な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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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 ※２ 3,575 1,892 3,988

２．受取手形  － 0 －

３．有価証券 － － 100

４．その他 ※３ 1,334 823 851

５．繰延税金資産 2,442 － －

流動資産合計 7,352 10.4 2,716 4.1 4,940 7.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

（1）建　物 ※２ 14,401 14,050 14,362

（2）土　地 ※２ 25,980 23,458 24,984

（3）その他 689 770 818

有形固定資産合計 41,071 38,279 40,165

２．無形固定資産 239 209 235

３．投資その他の資産

（1）投資有価証券 ※２ 14,818 20,602 17,226

（2）長期貸付金 11,009 11,762 11,760

（3）その他 1,436 1,395 1,434

（4）投資評価引当金 △1,883 △4,800 △1,883

（5）貸倒引当金 △3,398 △4,003 △3,673

投資その他の資産合計 21,983 24,957 24,864

固定資産合計 63,294 89.6 63,446 95.9 65,265 93.0

資　産　合　計 70,646 100.0 66,162 100.0 70,206 100.0
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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 93 39 320

２．短期借入金 ※２ 10,844 12,944 9,844

３．一年以内返済予定の長期借入金 ※２ 8,425 10,394 11,598

４．一年以内償還予定の社債 280 280 280

５．未払法人税等 2,620 17 414

６．賞与引当金 6 13 7

７．関係会社整理損失引当金 4,160 － －

８．預り金 － 11,422 5,893

９．その他 ※３ 2,015 582 931

流動負債合計 28,445 40.3 35,694 54.0 29,289 41.7

Ⅱ　固定負債

１．社　債 840 560 700

２．長期借入金 ※２ 22,544 16,499 20,946

３．繰延税金負債 892 640 911

４．退職給付引当金 7 15 7

５．関係会社事業損失引当金 － 27 －

６．長期預り金 351 349 349

７．その他 226 184 210

固定負債合計 24,862 35.2 18,275 27.6 23,125 33.0

負　債　合　計 53,307 75.5 53,969 81.6 52,415 74.7

（資　本　の　部）

Ⅰ　資本金 12,313 17.4 － － 12,313 17.5

Ⅱ　資本剰余金

　　資本準備金 896 － 896

資本剰余金合計 896 1.3 － － 896 1.3

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 69 － 69

２．任意積立金 2,600 － 2,600

３．中間（当期）未処分利益 169 － 594

利益剰余金合計 2,838 4.0 － － 3,263 4.6

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 1,300 1.8 － － 1,328 1.9

Ⅴ　自己株式 △9 △0.0 － － △10 △0.0

資　本　合　計 17,338 24.5 － － 17,791 25.3

負 債 ・ 資 本 合 計 70,646 100.0 － － 70,206 100.0
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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  － － 12,313 18.6 － －

２　資本剰余金  

(1) 資本準備金 － 896 －

資本剰余金合計 － － 896 1.3 － －

３　利益剰余金  

(1) 利益準備金 － 87 －

(2) その他利益剰余金    

別途積立金 － 2,600 －

繰越利益剰余金 － △4,626 －

利益剰余金合計  － － △1,939 △2.9 － －

４　自己株式  － － △11 △0.0 － －

株主資本合計  － － 11,259 17.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

１　その他有価証券評価

差額金
－ － 933 1.4 － －

評価・換算差額等合計 － － 933 1.4 － －

純資産合計 － － 12,192 18.4 － －

負債純資産合計 － － 66,162 100.0 － －
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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 2,253 100.0 1,847 100.0 4,498 100.0

Ⅱ　売上原価 1,110 49.3 1,049 56.8 2,325 51.7

売上総利益 1,143 50.7 798 43.2 2,172 48.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 530 23.5 557 30.2 1,052 23.4

営業利益 612 27.2 240 13.0 1,119 24.9

Ⅳ　営業外収益 ※１ 39 1.7 31 1.7 97 2.1

Ⅴ　営業外費用 ※２ 480 21.3 478 25.9 850 18.9

経常利益又は経常損失(△) 172 7.6 △206 △11.2 366 8.1

Ⅵ　特別利益 ※３ 9,741 432.3 50 2.7 10,823 240.6

Ⅶ　特別損失 ※４ 9,883 438.5 4,869 263.5 10,336 229.7

税引前中間（当期）純利益又は中
間純損失(△)

30 1.4 △5,025 △272.0 853 19.0

法人税、住民税及び事業税 2,575 1 530

法人税等調整額 △2,412 162 7.2 － 1 0.0 30 560 12.5

中間（当期）純利益 △131 △5.8 △5,026 △272.0 293 6.5

前期繰越利益 301 － 301

中間（当期）未処分利益 169 － 594
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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

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）
12,313 896 896 69 2,600 594 3,263 △10 16,463

中間会計期間中の変動額

利益準備金の積立て(注）    18  △18 －  －

剰余金の配当（注）      △175 △175  △175

中間純損失      △5,026 △5,026  △5,026

自己株式の取得        △0 △0

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）
－ － － 18 － △5,220 △5,202 △0 △5,203

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （百万円）
12,313 896 896 87 2,600 △4,626 △1,939 △11 11,259

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）
1,328 1,328 17,791

中間会計期間中の変動額

利益準備金の積立て(注)   －

剰余金の配当(注）   △175

中間純損失   △5,026

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△395 △395 △395

中間会計期間中の変動額　合計

　　　　 （百万円）
△395 △395 △5,598

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （百万円）
933 933 12,192

 (注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分の項目であります。
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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）

（1）有価証券

満期保有目的の債券

…　同　　　左

（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

…総平均法による原価法

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

…中間決算日前１ヶ月の市

場価格の平均に基づく時

価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、

売却原価は総平均法によ

り算定。）

その他有価証券

時価のあるもの

…中間決算日前１ヶ月の市

場価格の平均に基づく時

価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、

売却原価は総平均法によ

り算定。）

その他有価証券

時価のあるもの

…期末日前１ヶ月の市場価

格の平均に基づく時価法

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は総平均法により算

定。）

時価のないもの

…総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）デリバティブ

時価法

（2）デリバティブ

　　同　　　左

（2）デリバティブ

　　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、建物のうち賃貸併用

ビル及び平成10年４月１日以

降に取得した建物（その付属

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

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

（3）長期前払費用

定額法を採用しております。

（3）長期前払費用

同　　　左

（3）長期前払費用

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

債権等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

従業員賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額を計上

しております。

（2）賞与引当金

同　　　左

（2）賞与引当金

同　　　左

（3）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。

なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額

を費用処理しております。

また、数理計算上の差異及び

過去勤務債務の費用処理方法

は以下のとおりであります。

数理計算上の差異

…各期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（15年）によ

る定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌期から

費用処理することとしてお

ります。

過去勤務債務

…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（３年）による定額法

により按分した額を費用処

理することとしております。

（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。　　　

なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額

を費用処理しております。 

また、数理計算上の差異の費

用処理方法は以下のとおりで

あります。

数理計算上の差異 

…各期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（15年）によ

る定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌期から

費用処理することとしてお

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

込額に基づき計上しておりま

す。

なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額

を費用処理しております。

また、数理計算上の差異及び

過去勤務債務の費用処理方法

は以下のとおりであります。

数理計算上の差異

…各期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（15年）によ

る定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌期から

費用処理することとしてお

ります。

 過去勤務債務

 …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（３年）による定額法

により按分した額を費用処

理することとしております。

（4）関係会社整理損失引当金

関係会社の譲渡処理等に伴い、

発生すると見込まれる損失額

を計上しております。

（4） 　　─────

　　　

(4）　　　 ─────

（追加情報）

関係会社である三生興産㈱を

平成17年10月31日付で外部へ

株式譲渡しております。

 

 

（5）投資評価引当金

関係会社等への投資に係る損

失に備えるため、関係会社等

の財政状態等を勘案して計上

しております。

（5）投資評価引当金

同　　　左

（5）投資評価引当金

同　　　左

（6）関係会社事業損失引当金

　　　　　─────

（6）関係会社事業損失引当金

関係会社の事業の損失に備え

るため、関係会社に対する出

資金額及び貸付金を超えて、

当社が負担することとなる損

失見込額を計上しております。

（6）関係会社事業損失引当金

　　　　　─────
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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

繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。

また、ヘッジ会計の特例処理

の要件を充たす金利スワップ

については、特例処理によっ

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

金利スワップ取引…

金利変動リスクを低減する目

的で利用しております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　同　　　左

 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同　　　左

（3）ヘッジ方針

対象資産、負債の範囲内で取

り組んでおり、投機的な取引

は行わない方針であります。

当社では、デリバティブ取引

に関する管理方針である「市

場リスク管理規定」に基づき、

取引実施部署において厳正な

管理を行い、内部牽制機能が

有効に作用する体制をとって

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

金利スワップ取引…

ヘッジ開始時から有効性判定

時点までの、ヘッジ手段及び

ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動の累計額を比較する

方法によっております。なお、

特例処理を採用している金利

スワップについては、有効性

の判定を省略しております。

（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

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

消費税等の会計処理

税抜き方式を採用しております。

ただし、固定資産に係る控除対象

外消費税等は投資その他の資産の

「その他」に計上し、法人税法の

規定する期間と同一の期間にわた

り償却しております。

消費税等の会計処理

　　　　同　　　左

消費税等の会計処理

同　　　左

－ 9 －



会計処理の変更

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）

当中間会計期間から「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

準委員会　平成15年10月31日　企業会計基準

適用指針第６号）を適用しております。

これにより税金等調整前中間純利益が1,824

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

中間財務諸表規則に基づき当該各資産の金額

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」（企業会計基準委

員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用

指針第６号）を適用しております。

これにより税引前当期純利益が1,824百万円

減少しております。

なお、今回の減損物件については、平成18年

３月31日現在全て売却済みであります。

────── （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

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12,192百万円であります。

　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

等規則により作成しております。

──────

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）

（貸借対照表）

　前中間会計期間において流動負債の「その他」に含めて表示してお

りました「未払法人税等」は、負債資本の合計額の100分の1を超えた

ため区分掲記しております。

なお、前中間会計期間における「未払法人税等」は85百万円でありま

す。

(貸借対照表）

　前中間会計期間において流動負債の「その他」に含めて表示してお

りました「預り金」は、負債純資産の合計の100分の５を超えたため

区分掲記しております。

なお、前中間会計期間における「預り金」は344百万円であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

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

11,254百万円 12,087百万円 11,661百万円

※２　担保資産 ※２　担保資産 ※２　担保資産

担保提供資産
担保権によって担保されて
いる債務

区　分
帳簿価額
（百万円）

区　分
期末残高
（百万円）

預　　金 963
短期借入金 5,357

建　　物 6,469

土　　地 18,115 長期借入金
（一年以内返
済分含む）

23,583

投資有価証券 1,013

合　計 26,561 合　計 28,941

担保提供資産
担保権によって担保されて
いる債務

区　分
帳簿価額
（百万円）

区　分
期末残高
（百万円）

預　　金 378
短期借入金 6,909

建　　物 6,313

土　　地 17,445 長期借入金
（一年以内返
済分含む）

22,256

投資有価証券 634

合　計 24,770 合　計 29,165

担保提供資産
担保権によって担保されて
いる債務

区　分
帳簿価額
（百万円）

区　分
期末残高
（百万円）

預　　金 823
短期借入金 3,085

建　　物 6,468

土　　地 17,445 長期借入金
（一年以内返
済分含む）

26,536

投資有価証券 815

合　計 25,551 合　計 29,621

※３　仮受消費税等及び仮払消費税等は、相

殺のうえ金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示し

ております。

※３　仮受消費税等及び仮払消費税等は、相

殺のうえ金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示し

ております。

※３　　　　 　 ─────

　４　保証債務 　４　保証債務 　４　保証債務

㈱車検館（関係会社）

の仕入債務
3百万円

㈱エース・オートサー

ビス（関係会社）の借

入金

110百万円

三生興産㈱（関係会

社）の借入金
365百万円

㈱エース・オートリー

ス（関係会社）の借入

金

7,700百万円

東京日産ドライビング

カレッジ㈱（関係会

社）の社債

1,300百万円

従業員財形貯蓄住宅資

金制度の利用者
26百万円

合　計 9,504百万円

㈱車検館（関係会社）

の仕入債務
2百万円

㈱エース・オートリー

ス（関係会社）の借入

金

13,100百万円

東京日産ドライビング

カレッジ㈱（関係会

社）の社債

1,200百万円

T.N.C.オートモーティ

ブ会社
300百万円

従業員財形貯蓄住宅資

金制度の利用者
22百万円

合　計 14,624百万円

㈱車検館（関係会社）

の仕入債務
4百万円

㈱エース・オートリー

ス（関係会社）の借入

金

7,400百万円

㈱エース・オートサー

ビス（関係会社）の借

入金

100百万円

東京日産ドライビング

カレッジ㈱（関係会

社）の私募債

1,250百万円

従業員財形貯蓄住宅資

金制度
24百万円

合　計 8,778百万円

　５　平成13年11月16日付の契約で、当社所

有の杉並土地を財団法人民間都市開発

推進機構に1,140百万円で譲渡しており

ます。なお、当該土地は契約締結日か

ら７年以内の間に民間都市開発の推進

に関する特別措置法等に定めるところ

に従い、買い取りの請求があった場合

は、当社が同機構から譲り受ける予定

であります。また、建物等は、平成15

年２月に完成しております。

　５　　　　　同　　　左 　５　　　　　同　　　左

　６　平成14年11月28日付の契約で、当社所

有の荒川土地を財団法人民間都市開発

推進機構に1,150百万円で譲渡しており

ます。なお、当該土地は契約締結日か

ら７年以内の間に民間都市開発の推進

に関する特別措置法等に定めるところ

に従い、買い取りの請求があった場合

は、当社が同機構から譲り受ける予定

であります。また、建物等は、平成17

年２月に完成しております。

　６　　　　　同　　　左 　６　　　　　同　　　左
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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　営業外収益のうち主要な項目 ※１　営業外収益のうち主要な項目 ※１　営業外収益のうち主要な項目

受取利息 6百万円

受取配当金 27百万円

受取利息 7百万円

受取配当金 21百万円

受取利息

受取配当金

12

72

百万円

百万円

※２　営業外費用のうち主要な項目 ※２　営業外費用のうち主要な項目 ※２　営業外費用のうち主要な項目

支払利息 445百万円 支払利息 382百万円 支払利息 774百万円

※３　特別利益のうち主要な項目 ※３　特別利益のうち主要な項目 ※３　特別利益のうち主要な項目

固定資産売却益 9,695百万円 貸倒引当金戻入益 42百万円 投資有価証券売却益 1,024百万円

固定資産売却益 9,724百万円

※４　特別損失のうち主要な項目 ※４　特別損失のうち主要な項目 ※４　特別損失のうち主要な項目

関係会社整理損失引当

金繰入額

4,160百万円

貸倒引当金繰入額 490百万円

固定資産除却・売却損 3,408百万円

減損損失 1,824百万円

投資評価引当金繰入額 2,917百万円

貸倒引当金繰入額 372百万円

減損損失 1,534百万円

関係会社整理損失引当

金繰入額

4,160百万円

貸倒引当金繰入額 788百万円

固定資産除却・売却損 3,526百万円

減損損失 1,824百万円

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 532百万円

無形固定資産 27百万円

有形固定資産 492百万円

無形固定資産 34百万円

有形固定資産 1,109百万円

無形固定資産 59百万円

６　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

上しております。

場 所 主な用途 種 類
減損損失

（百万円）

東京都

(江東区)
店 舗

土地及び

建物等
1,803

長野県

(安曇野市)
遊休資産 土 地 21

当社は、管理会計上の区分に従い、主

として店舗ごとに資産グループ化を行っ

ております。

継続的な地価の下落により、資産性が

著しく低下した上記の２物件の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（1,824百万円）として

特別損失に計上しました。

なお、当該店舗は平成17年９月30日に

売買契約を締結し、平成18年３月末日

に物件引渡しを行う予定のため、実際

の売却価額を正味売却額としておりま

す。その内訳は、土地（1,512百万

円）、建物等（291百万円）であります。

また、遊休資産については、固定資産

税評価額により評価しております。

６　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

上しております。

場 所 主な用途 種 類
減損損失

（百万円）

東京都

(世田谷区)
店 舗 土地 1,534

 当社グループは、管理会計上の区分に

従い、主として店舗ごとに資産グルー

プ化を行っております。

組織変更に伴い資産グループを見直し

た結果、資産性が著しく低下した上記

物件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（1,534百

万円）として特別損失に計上しまし

た。

なお、当資産グループの回収可能性価

額は使用価値により測定しており、将

来キャッシュフローを3.57％で割り引

いて算定しております。

６　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

上しております。

場 所 主な用途 種 類
減損損失

（百万円）

東京都

(江東区)
店 舗

土地及び

建物等
1,803

長野県

(安曇野市)
遊休資産 土 地 21

当社は、管理会計上の区分に従い、主

として店舗ごとに資産グループ化を行っ

ております。

継続的な地価の下落により、資産性が

著しく低下した上記の２物件の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（1,824百万円）として

特別損失に計上しました。

なお、当該店舗は平成17年９月30日に

売買契約を締結し、平成18年３月末日

に物件引渡しを行う予定のため、実際

の売却価額を正味売却額としておりま

す。その内訳は、土地（1,512百万

円）、建物等（291百万円）であります。

また、遊休資産については、固定資産

税評価額により評価しております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 　　 １．発行済株式の種類及び総数並びに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）

 発行済株式     

 　　普通株式　 43,979,063 － － 43,979,063

合計 43,979,063 － － 43,979,063

 自己株式   －  

 　　普通株式　（注） 32,775 1,837 － 34,612

合計 32,775 1,837 － 34,612

 　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,837株は、単元未満株式の買取による増加であります。
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①　リース取引

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

 

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

子会社株式及び関連会社で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額（百万円） 時　価（百万円） 差　額（百万円）

子会社株式 339 2,338 1,999

（注）関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

子会社株式及び関連会社で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額（百万円） 時　価（百万円） 差　額（百万円）

子会社株式 399 1,540 1,201

（注）関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

子会社株式及び関連会社で時価のあるもの

貸借対照表計上額（百万円） 時　価（百万円） 差　額（百万円）

子会社株式 339 2,657 2,318

（注）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）

　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。
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