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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は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 6,394 (1.9) △391 (　─　) △349 (　─　)

17年９月中間期 6,274 (△13.0) △697 (　─　) △676 (　─　)

18年３月期 14,667  △947  △901  

 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 2,226 (　─　) 119 92

17年９月中間期 △702 (　─　) △37 80

18年３月期 △2,323  △125 10

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 18,565,490株 17年９月中間期 18,577,774株 18年３月期 18,574,011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 9,283 4,133 44.5 222 67

17年９月中間期 11,332 3,458 30.5 186 22

18年３月期 11,203 2,067 18.4 111 34

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 18,562,500株 17年９月中間期 18,572,470株 18年３月期 18,567,274株

 ②期末自己株式数 18年９月中間期 47,500株 17年９月中間期 37,530株 18年３月期 42,726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 15,300  105  2,620  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 140円78銭

３．配当状況

・現金配当

中間期末 期末 年間

18年３月期 － － －

19年３月期（実績） － －
－

19年３月期（予想） － －

※　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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４．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
対前中間期比

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

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円）

構成比

（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金及び預金 ※３ 324,775 222,072 256,111

受取手形 ※５ 179,940 256,812 229,663

売掛金 2,346,917 1,993,071 2,759,248

たな卸資産 ※３ 3,092,450 2,198,736 2,078,506

その他 474,453 465,025 675,552

貸倒引当金 △20,000 △33,000 △25,000

流動資産合計 6,398,537 56.4 5,102,718 54.9 △1,295,819 5,974,082 53.3

Ⅱ　固定資産

有形固定資産

建物
※１

　３
1,003,081 665,349 909,989

土地 ※３ 999,851 544,298 941,740

その他 ※１ 78,209 87,218 79,395

計 2,081,143 18.3 1,296,866 13.9 △784,277 1,931,126 17.2

無形固定資産 107,460 0.9 87,531 0.9 △19,928 96,175 0.8

投資その他の資産

投資有価証券 ※３ 1,387,794 1,545,046 1,791,181

保険積立金 154,886 48,197 156,486

投資不動産
※２

　３
670,279 630,496 659,675

その他 565,218 605,349 627,426

貸倒引当金 △33,223 △32,914 △32,914

計 2,744,955 24.2 2,796,175 30.1 51,220 3,201,855 28.5

固定資産合計 4,933,559 43.5 4,180,573 45.0 △752,985 5,229,156 46.6

資産合計 11,332,096 100.0 9,283,291 100.0 △2,048,804 11,203,238 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

支払手形 ※３ 2,087,665 2,001,823 2,644,917

買掛金 ※３ 946,421 927,181 957,750

短期借入金 ※３ 3,102,800 750,500 2,745,500

未払法人税等 8,549 22,678 7,661

その他 ※６ 311,214 341,656 1,152,471

流動負債合計 6,456,650 56.9 4,043,839 43.5 △2,412,810 7,508,300 67.0

Ⅱ　固定負債

社債 150,000 － 150,000

長期借入金 ※３ 272,000 － 254,000

繰延税金負債 275,507 324,777 434,147

退職給付引当金 719,362 750,323 758,027

その他 － 30,938 31,308

固定負債合計 1,416,869 12.5 1,106,038 11.9 △310,831 1,627,483 14.5

負債合計 7,873,520 69.4 5,149,878 55.4 △2,723,641 9,135,784 81.5
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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
対前中間期比

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

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円）

構成比

（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,720,500 15.1 － － △1,720,500 1,720,500 15.3

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 1,770,567 － 1,770,567

資本剰余金合計 1,770,567 15.6 － － △1,770,567 1,770,567 15.8

Ⅲ　利益剰余金

中間（当期）未処

理損失
430,082 － 2,051,455

利益剰余金合計 △430,082 △3.7 － － 430,082 △2,051,455 △18.3

Ⅳ　その他有価証券評価差

額金
401,581 3.5 － － △401,581 632,816 5.6

Ⅴ　自己株式 △3,990 △0.0 － － 3,990 △4,974 △0.0

資本合計 3,458,575 30.5 － － △3,458,575 2,067,454 18.4

負債・資本合計 11,332,096 100.0 － － △11,332,096 11,203,238 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　　資本金 － － 1,720,500 18.5 1,720,500 － －

　　資本剰余金

　　　資本準備金 － 1,770,567 －

　　資本剰余金計 － － 1,770,567 19.0 1,770,567 － －

　　利益剰余金

　　　その他の利益剰余金

　　　　繰越利益剰余金 － 175,082 －

　　利益剰余金計 － － 175,082 1.8 175,082 － －

自己株式 － － △6,134 △0.0 △6,134 － －

株主資本合計 － － 3,660,015 39.4 3,660,015 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価差

額金
－ － 473,397 5.0 473,397 － －

　　評価・換算差額等合計 － － 473,397 5.0 473,397 － －

純資産合計 － － 4,133,413 44.5 4,133,413 － －

負債・純資産合計 － － 9,283,291 100.0 9,283,291 － －
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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

対前中間期比

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

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ　売上高 6,274,726 100.0 6,394,987 100.0 120,260 14,667,575 100.0

Ⅱ　売上原価 4,683,093 74.6 4,516,677 70.6 △166,416 10,822,151 73.7

売上総利益 1,591,632 25.3 1,878,310 29.3 286,677 3,845,424 26.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,288,904 36.4 2,269,942 35.4 △18,961 4,793,021 32.6

営業損失 697,271 △11.1 391,632 △6.1 △305,638 947,597 △6.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 60,072 0.9 67,354 1.0 7,281 124,687 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※２ 38,888 0.6 25,195 0.3 △13,692 78,108 0.5

経常損失 676,086 △10.7 349,473 △5.4 △326,612 901,018 △6.1

Ⅵ　特別利益 ※３ 178,831 2.8 3,093,199 48.3 2,914,368 203,998 1.3

Ⅶ　特別損失 ※4・7 200,523 3.1 512,022 8.0 311,499 1,618,970 11.0

税引前中間純利益又は中間

（当期）純損失（△）
△697,778 △11.1 2,231,702 34.8 2,929,481 △2,315,990 △15.7

法人税、住民税及び事業税 ※５ 4,501  5,164  7,661  

法人税等調整額 － 4,501 0.0 － 5,164 0.0 663 － 7,661 0.0

中間純利益又は中間（当

期）純損失（△）
△702,279 △11.1 2,226,538 34.8 2,928,817 △2,323,652 △15.8

前期繰越利益 272,196 － 272,196

中間（当期）未処理損失 430,082 － 2,051,455

(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
評価・換算

差額等

純資産合計

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金資本

準備金

その他利益

剰余金 利益

剰余金

合計繰越利益

剰余金

平成18年３月31日残高（千円） 1,720,500 1,770,567 △2,051,455 △2,051,455 △4,974 1,434,637 632,816 2,067,454

中間会計期間中の変動額

自己株式    － △1,160 △1,160  △1,160

中間純利益   2,226,538 2,226,538  2,226,538  2,226,538

株主資本以外の項目の中間会計期間中の

変動額（純額）
   －  － △159,419 △159,419

中間会計期間中の変動額合計（千円） － － 2,226,538 2,226,538 △1,160 2,225,377 △159,419 2,065,958

平成18年９月30日残高(千円） 1,720,500 1,770,567 175,082 175,082 △6,134 3,660,015 473,397 4,133,413
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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

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）たな卸資産

評価基準：原価法

(1）たな卸資産

同左

(1）たな卸資産

同左

評価方法：

商品　　移動平均法

貯蔵品　最終仕入原価法

(2）有価証券 (2）有価証券 (2）有価証券

子会社株式及び関連会社株式： 子会社株式及び関連会社株式： 子会社株式及び関連会社株式：

移動平均法による原価法 同左 移動平均法による原価法

その他の有価証券 その他の有価証券 その他の有価証券

(1）時価のあるもの (1）時価のあるもの (1）時価のあるもの

中間期末日の市場価格等に

基づく時価

（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）

中間期末日の市場価格等に

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）

期末日の市場価格等に基づ

く時価

（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）

(2）時価のないもの (2）時価のないもの (2）時価のないもの

移動平均法による原価法 同左 移動平均法による原価法

２　固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

建物 15年～50年

什器備品 ２年～20年

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産

　定額法によっております。

　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）に基づく定額法に

よっております。

同左 同左

(3）投資不動産 (3）投資不動産 (3）投資不動産

　定率法によっております。 

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物 15年～50年

同左

 

  

同左

 

  

３　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金

　売掛債権、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

別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

同左 同左

(2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金

　従業員賞与の支払に備えるため、

支給見込み額に基づき計上してお

ります。

同左 同左
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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）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (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。

同左 　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、

当期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

（1,065,440千円）については10

年による按分額を費用処理してお

ります。

 数理計算上の差異については、

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（10年）

による按分額を翌期より費用処理

することとしております。

　なお、会計基準変更時差異

（1,065,440千円）については10

年による按分額を費用処理してお

ります。

　数理計算上の差異については、

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（10年）

による按分額を発生翌期より費用

処理することとしております。

４　外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は中間決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

５　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

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）消費税等の会計処理につ

いて

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

同左 　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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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53,702千円増

加しております。

　なお、減損損失累計額につきましては、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53,702千円増加

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減損損失累計額の科目

をもって表示しております。

─────

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

当中間会計期間から「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。従来の資本の

部の合計に相当する金額は、4,133,413千円で

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。

─────

追加情報

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

──────  ──────

　資産の老朽化に伴う資産保有リスクの軽減と

財務体質の強化を図るため、平成18年７月26日

をもって当社所有の川辺本社第一ビル（土地・

建物）を株式会社プロパストに譲渡する旨の売

買契約を平成18年３月22日に締結いたしまし

た。

　なお、本件譲渡により、平成19年３月期にお

いて固定資産売却益31億３千２百万円を計上す

る予定であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

No. 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 2,352,688千円 1,238,291千円 2,196,283千円

※２ 投資不動産の減価償却累計額 232,925千円 230,424千円 238,485千円

 投資不動産の減損損失累計額 5,043千円 －千円 5,043千円

※３ 担保に供している資産

定期預金

商品

建物

土地

投資有価証券

投資不動産

合計

147,000千円

1,538,927千円

796,278千円

910,656千円

1,026,760千円

615,642千円

5,035,265千円

－千円

1,031,130千円

543,592千円

529,262千円

1,133,179千円

610,051千円

3,847,215千円

70,000千円

864,037千円

704,495千円

852,544千円

1,355,581千円

613,912千円

4,460,572千円

上記に対応する債務

支払手形

買掛金

短期借入金

長期借入金

346,382千円

52,111千円

2,689,800千円

272,000千円

282,266千円

84,055千円

750,500千円

－千円

248,612千円

53,972千円

2,485,500千円

254,000千円

　４ 保証債務

パロット株式会社の買入債

務及び借入金

239,681千円 131,566千円 158,939千円

※５ 受取手形割引高 158,104千円 －千円 166,548千円

※６ 消費税等の取扱い 　仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺し、未払消費税等とし

て、流動負債のその他に含めて

表示しております。

同左 ─────
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（中間損益計算書関係）

No. 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 4,006千円 3,650千円 8,305千円

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息 31,307千円 18,266千円 57,850千円

※３ 特別利益のうち重要なもの

固定資産売却益

投資有価証券売却益

貸倒引当金戻入額

貸倒引当金戻入額

18,845千円

124,089千円

35,896千円

3,077,816千円

― 千円

― 千円

41,502千円

127,199千円

30,926千円

※４ 特別損失のうち重要なもの

固定資産売却除却損

役員退職慰労金

特別退職金

商品処分損

商品評価損

減損損失

28,566千円

15,145千円

― 千円

103,109千円

― 千円

53,702千円

93,750千円

101,800千円

4,298千円

245,942千円

29,410千円

― 千円

9,282千円

15,145千円 

358,940千円

1,044,109千円

133,449千円

53,702千円

※５ 法人税、住民税及び事業税の内訳

住民税 4,501千円 5,164千円 7,661千円

　６ 減価償却実施額

有形固定資産

無形固定資産

投資不動産

36,129千円

15,431千円

5,559千円

24,195千円

15,625千円

5,164千円

68,173千円

31,182千円

11,118千円

　

※７ 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

減損損失を計上しました。

───── 　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。

地域 用途 種類
減損損失

（千円）

関東甲信

越地区
遊休土地  土地 41,375

近畿地区
賃貸マン

ション

土地及び

建物等
12,327

地域 用途 種類
減損損失

（千円）

関東甲信

越地区
遊休土地  土地 41,375

近畿地区
賃貸マン

ション

土地及び

建物等
12,327

　当社は、事業所を単位として

グルーピングを行っておりま

す。

　グルーピングの単位である各

支店においては、減損の兆候は

ありませんでしたが、継続的な

地価の下落により、当中間会計

期間において、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（53,702千円）と

して特別損失に計上しまし

た。

　その内訳は、本社41,375千円

（内、土地41,375千円）大阪支

店12,327千円（内、土地7,284

千円、建物5,043千円）であり

ます。

　当社は、事業所を単位として

グルーピングを行っておりま

す。

　グルーピングの単位である各

支店においては、減損の兆候は

ありませんでしたが、継続的な

地価の下落により、当事業年度

において、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（53,702千円）として

特別損失に計上しました。

　その内訳は、本社41,375千円

（内、土地41,375千円）大阪支

店12,327千円（内、土地7,284

千円、建物5,043千円）であり

ます。

　なお、上記資産グループの回

収可能価額は、正味売却価額に

より測定しており、土地及び建

物については、不動産鑑定士に

よる鑑定評価額等により評価し

ております。

　なお、上記資産グループの回

収可能価額は、正味売却価額に

より測定しており、土地及び建

物については、不動産鑑定士に

よる鑑定評価額等により評価し

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） 42,726 4,774 － 47,500

 　　　　　　合計 42,726 4,774 － 47,500

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加4,774株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

－ 10 －



①　リース取引

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
(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 85,044 35,005 50,038

無形固定
資産

71,723 34,646 37,076

その他 633 496 136

合計 157,400 70,148 87,251

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 103,685 46,178 57,507

無形固定
資産

85,423 51,730 33,692

その他 500 475 25

合計 189,608 98,383 91,224

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 101,263 38,407 62,856

無形固定
資産

85,423 43,188 42,234

その他 500 425 75

合計 187,186 82,021 105,165

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

一年内 29,470千円

一年超 61,165千円

合計 90,636千円

一年内 36,301千円

一年超 58,630千円

合計 94,931千円

一年内 35,722千円

一年超 73,115千円

合計 108,837千円

３　当中間期の支払リース料、減価

償却費相当額及び支払利息相当

額

３　当中間期の支払リース料、減価

償却費相当額及び支払利息相当

額

３　当期の支払リース料、減価償却

費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 16,550千円

減価償却費相当額 14,865千円

支払利息相当額 1,934千円

支払リース料 19,860千円

減価償却費相当額 17,871千円

支払利息相当額 2,024千円

支払リース料 36,142千円

減価償却費相当額 32,470千円

支払利息相当額 4,128千円

４　減価償却費相当額の算定方法 ４　減価償却費相当額の算定方法 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。

同左 同左

５　利息相当額の算定方法 ５　利息相当額の算定方法 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。

同左 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

②　有価証券

※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。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 186円22銭 222円67銭   111円34銭

１株当たり当期純利益及び中間純損失

（△）
△ 37円80銭 119円92銭 △ 125円10銭

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益
－ － －

　（注）１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式の発行がない為記載しておりません。

　　　　２　１株当たり中間純利益金額又は、１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりです。

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）
△702,279 2,226,538 △2,323,652

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）
△702,279 2,226,538 △2,323,652

期中平均株式数    18,577,774株 18,565,490株 18,574,011株
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（重要な後発事象）

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

────── （株式取得による子会社化） ──────

１．当社は平成18年10月26日開催の取

締役会において、株式会社モノライ

フの子会社化について決議し、平成

18年10月27日付けで同社代表取締役

社長金子大氏が保有する同社株式を

取得、また、同社に対する7,000万

円の増資を引受けました。その結果、

株式会社モノライフは新たに連結子

会社になりました。

(1)目的

　さらなる事業戦略の強化を目的

として「袋物」の企画販売を事業

とする株式会社モノライフの子会

社化により、「ＰＬＡＹＥＲ

Ｓ」、「収納屋」等の服飾雑貨ブ

ランドの商標権を取得し商圏の拡

大を図るとともに、同社取扱主要

商品の１つである「マイバック」

等のエコロジー対応商品が環境保

全に貢献すること等から、一層の

企業成長と価値向上に繋がるもの

と判断いたしました。又、今般の

増資実行により、株式会社モノラ

イフの資本増強が図れるとともに、

当社の販売網を生かし、安定した

営業政策が可能となり当社との相

乗効果が見込めることから今般株

式を取得することといたしました。

(2)株式取得の相手の名称

金子　大（同社代表取締役）

 (3)株式を取得する会社の名称及び

 規模

  名称：株式会社モノライフ

  事業内容：「袋物」の企画販売

               及び商品開発

  規模：売上高　275百万円

　　　　　　　　(平成18年3期)

  従業員　16名
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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)株式取得の時期

 平成18年10月27日

(5)取得する株式の総数、取得価額

 総額及び取得後の持分比率

 取得する株式の総数：400株

 取得価額総額：無償

 取得後の持分比率：100％

(6)増資の概要

 増資発行株式数：1400株

 払込金額：金7,000万円

 払込期日：平成18年10月27日

 増資の目的：運転資金の増加

 と経営基盤の強化を図る為に

 行うものであります。
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