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平成 18年 12月 25日 
各   位 

会 社 名 ラ オ ッ ク ス 株 式 会 社 
代表者名 代表取締役社長 本多  利範 

                                     （コード番号 8202 東証第 2部） 
問合せ先 常務執行役員 管理本部長 大津 嘉男 

                                                                  （TEL 03-5446-5777） 
 

（修正・数値データ修正あり） 

「平成 19 年 3 月期 中間決算（連結）」及び「平成 19 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要」

の修正及び一部訂正に関するお知らせ 

 

当社が、平成 18年 11月 24日付で発表いたしました「平成 19年 3月期 中間決算短信（連結）」及
び「平成 19年 3月期 個別中間財務諸表の概要」について、修正及び一部訂正がありましたので、下記
のとおりお知らせいたします。 
 修正及び一部訂正箇所を含むページについて、修正前と修正後をそれぞれ添付し、修正及び一部訂正

箇所には下線を付して表示しております。 
 

記 
１ 修正及び一部訂正の理由 
 
  中間連結財務諸表等に関して 
（１） 売上原価 769 百万円の特別損失への振替 

当社及び当社グループは、新物流システムを 6月より稼動させましたが、物流倉庫・運輸の受託業者
のシステム運営にトラブルが多発し、９月末時点で 769百万円の棚卸違算が発生する結果となりました。
この原因について調査を行ったところ、倉庫における仕入商品の検収および配送に係るシステム処理を

適正に行うことが出来なかったことが原因であると判明いたしました。 
従って、これを原因とする棚卸減耗損は売上に対応すべき原価とは認められないため、中間期末にお

ける当該損失額 769,836千円を特別損失として処理することといたしました。 
 
（２） 未収入金 350百万円の取消 
前項（１）の物流関連トラブルに対し、物流業者との協議の結果、上記棚卸減耗損の総額の約半分に

相当する 350百万円を補填することで暫定的に合意し、覚書を入手したことから、未収入金として計上
するとともに、棚卸減耗損と相殺される性格の収益であると判断し、売上原価控除項目として計上して

おりました。 
しかしながら、上記の覚書については、最終的な金額及び決済条件の合意に達することが困難となっ

たため、このたび、未収入金 350百万円及び売上原価控除項目 350百万円を取り消すことといたしまし
た。 
なお、当該異常な棚卸減耗損の損失補填に関しては、今後も引き続き、継続交渉を続けていく所存で

あります。 
 
（３） 販売費及び一般管理費の物流関連経費 268百万円の追加計上 
 前項（１）の物流関連トラブルに起因して、下半期に計上した経費について、その内容を調査した結

果、上半期に処理すべきであると判断される経費が含まれておりましたので、これを修正致します。こ

の結果、損益計算書上の販売費及び一般管理費の物流関連費が 268百万円増加いたします。 
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（４） 前項（１）～（３）の修正処理における中間連結損益計算書への影響 
前項（１）～（３）の修正処理の結果、中間連結損益計算書につきましては、売上総利益は 420百万
円増加し 8,976百万円となり、経常損失は 152百万円減少し 581百万円となります。税金等調整前中間
純損失は 618百万円増加し 732百万円となり、中間純損失は 712百万円となります。 
 
（５）通期見通しへの影響 
通期見通しへの影響額は、経常利益が 152百万円増加いたします。 
 
  個別中間財務諸表等に関して 
 前項（１）～（３）に関する内容は、連結と同様の内容であります。 
 
（４） 前項（１）～（３）の修正処理における中間損益計算書への影響 
 個別における中間損益計算書におきましても影響額は連結と同様となり、売上総利益は 420百万円増
加し 7,585百万円に、経常損失は 152百万円減少し 366百万円となります。また、税引前中間純利益は
618百万円減少し税引前中間純損失 517百万円となり、中間純損失は 528百万円となります。 
 
（５）通期見通しへの影響 
通期見通しへの影響額は、連結と同様に経常利益が 152百万円増加いたします。 

 
２ 修正の内容 
  平成 19年３月期 中間決算短信（連結） 
   １．18年９月期中間期の連結業績 
    (1) 連結経営成績 
    (2) 連結財政状態 
  （３） 経営成績及び財政状態 
   １．経営成績 
    ①当期の概況 
   ２．財政状態 
    ①キャッシュ・フローの状況 
   ４．中間連結財務諸表等 
    ① 中間連結貸借対照表 
    ② 中間連結損益計算書 
    ④ 中間連結株主資本等変動計算書 
    ⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 
    会計処理の変更 
    注記事項 
    （中間連結損益計算書関係） 
    セグメント情報 
    １株当たり情報 
 
  平成 19年３月期 個別中間財務諸表の概要 
   １．18年９月中間期の業績 
    (1) 経営成績 
    (2) 財政状態 
   ６．中間財務諸表等 
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    ① 中間貸借対照表 
    ② 中間損益計算書 
    ③ 中間株主資本等変動計算書 
    会計処理の変更 
 
３ 修正及び訂正の内容 
   ６．中間財務諸表等 
    注記事項 
    （中間損益計算書関係） 
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４ 修正及び一部訂正箇所（下線で表示） 
 
１ページ 
 
1. 18年９月中間期の連結業績（平成 18年４月１日～平成 18年９月 30日） 
 
（修正前） 

 

 (1) 連結経営成績                                   (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 42,451 △21.7 △787 ─ △732 ─ 
17年９月中間期 54,199 △16.0 △539 ─ △113 ─ 
18 年 ３ 月 期 103,406 △19.9 △435 ─ 383 ─ 

 
 中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益 潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益 
 百万円 ％ 円 銭 円 銭 

18年９月中間期 △93 ─ △1 37 ─ ─ 
17年９月中間期 △9,625 ─ △141 73 ─ ─ 
18 年 ３ 月 期 △9,891 ─ △145 65 ─ ─  

 

 
（修正後） 
 (1) 連結経営成績                                   (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 42,451 △21.7 △635 ─ △580 ─ 
17年９月中間期 54,199 △16.0 △539 ─ △113 ─ 
18 年 ３ 月 期 103,406 △19.9 △435 ─ 383 ─ 

 
 中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益 潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益 
 百万円 ％ 円 銭 円 銭 

18年９月中間期 △711 ─ △10 47 ─ ─ 
17年９月中間期 △9,625 ─ △141 73 ─ ─ 
18 年 ３ 月 期 △9,891 ─ △145 65 ─ ─  

 

 
（修正前） 
 (2) 連結財政状態 
 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 54,801 27,814 49.6 400 02 
17年９月中間期 63,609 27,462 43.2 404 37 
18 年 ３ 月 期 58,822 27,298 46.4 401 99  

 

 
（修正後） 
 (2) 連結財政状態 
 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 54,434 27,196 48.8 390 92 
17年９月中間期 63,609 27,462 43.2 404 37 
18 年 ３ 月 期 58,822 27,298 46.4 401 99 
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５ページ 
 
（３） 経営成績及び財政状態 
 
１．経営成績 
 
 ①当期の概況 
 
（修正前） 
 
  （前略） 
  以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は、424億５千１百万円（前年同期比 21.7％減）、経常損失７
億３千２百万円（前年同期は、経常損失 1 億１千３百万円）、中間純損失が、９千３百万円（前年同期は、
中間純損失 96億２千５百万円）となりました。 

 
（修正後） 
 
  （前略） 
  以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は、424億５千１百万円（前年同期比 21.7％減）、経常損失 5 
億 8千万円（前年同期は、経常損失 1億１千３百万円）、中間純損失が、7億 1千１百万円（前年同期は、中
間純損失 96億２千５百万円）となりました。 

 
 
６ページ 
 
２．財政状態 
 
 ①キャッシュ・フローの状況 
 
（修正前） 
 
  （前略） 
  営業活動によるキャッシュ・フローは、△３億３千万円（前年同期は△32億 8千 8百万円）となりまし
た。これは、主に税金等調整前中間純損失１億１千３百万円、減価償却費３億７千万円を計上し、売上債
権が３億９千９百万円、たな卸資産が 17億円それぞれ減少したものの、利息の支払額が２億４千８百万円
生じたとともに、仕入債務が 16億９百万円減少し、未収入金が５億３千３百万円増加したこと等によるも
のであります。 

  （後略） 
 
（修正後） 
 
  （前略） 
  営業活動によるキャッシュ・フローは、△３億３千万円（前年同期は△32億 8千 8百万円）となりまし
た。これは、主に税金等調整前中間純損失 7億 3千１百万円、減価償却費３億７千万円を計上し、売上債
権が３億９千９百万円、たな卸資産が 17億円それぞれ減少したものの、利息の支払額が２億４千８百万円
生じたとともに、仕入債務が 16億９百万円減少し、未収入金が 1億 6千 5百万円増加したこと等によるも
のであります。 
  （後略） 
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9ページ 

4. 中間連結財務諸表等 
（修正前） 

中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

  前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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   6,615,039   4,014,561   1,935,741  

 ２ 受取手形及び 
   売掛金 ※３  2,887,067   1,455,050   1,854,179  

 ３ たな卸資産 ※３  12,229,383   11,554,808   13,255,181  

 ４ 繰延税金資産   494   46   772  

 ５ その他 ※２  2,510,657   3,001,717   2,788,302  

   貸倒引当金   △12,340   △6,117   △9,648  

   流動資産合計   24,230,300 38.1  20,020,065 36.5  19,823,527 33.7 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産           

  (1) 建物 ※1,3 5,712,652   4,774,851   5,488,568   

  (2) 土地 ※３ 14,722,407   11,951,365   14,386,975   

  (3) その他 ※１ 1,098,137 21,533,196 33.9 1,040,377 17,766,593 32.4 941,835 20,817,378 35.4 

 ２ 無形固定資産   3,064,965 4.8  2,128,927 3.9  2,841,245 4.8 

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 繰延税金資産  93   ―   ―   

  (2) 敷金保証金 ※３ 11,939,153   12,387,706   12,122,008   

  (3) その他 ※３ 4,283,567   3,972,280   4,703,766   

    貸倒引当金  △1,441,400 14,781,413 23.2 △1,473,870 14,886,116 27.2 △1,485,200 15,340,574 26.1 

   固定資産合計   39,379,574 61.9  34,781,636 63.5  38,999,197 66.3 

   資産合計   63,609,874 100.0  54,801,701 100.0  58,822,724 100.0 
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  前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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 
   及び買掛金 ※４  7,055,959   4,828,076   6,437,412  

 ２ 短期借入金 ※３  6,580,000   6,800,000   4,134,000  

 ３ 未払法人税等   86,905   77,356   118,152  

 ４ 賞与引当金   144,372   50,104   3,155  

 ５ その他 ※２  2,903,195   3,703,074   2,964,240  

   流動負債合計   16,770,431 26.3  15,458,610 28.2  13,656,959 23.2 

Ⅱ 固定負債           

 １ 長期借入金 ※３  13,550,000   6,750,000   12,300,000  

 ２ 繰延税金負債   666,443   711,430   731,064  

 ３ 退職給付引当金   2,043,375   1,697,135   1,830,648  

 ４ 役員退職慰労引当金   562,714   565,099   564,241  

 ５ 連結調整勘定   116,298   ―   99,684  

 ６ 負ののれん   ―   83,070   ―  

 ７ その他   1,751,671   1,722,078   1,654,112  

   固定負債合計   18,690,501 29.4  11,528,812 21.0  17,179,749 29.2 

   負債合計   35,460,932 55.7  26,987,422 49.2  30,836,708 52.4 

(少数株主持分)           

  少数株主持分   686,706 1.1  ─ ─  687,453 1.2 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   19,011,853 29.9  ─ ─  19,011,853 32.3 

Ⅱ 資本剰余金   16,286,291 25.6  ─ ─  16,286,291 27.7 

Ⅲ 利益剰余金   △7,747,586 △12.2  ─ ─  △8,013,628 △13.6 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   305,040 0.5  ─ ─  409,014 0.7 

Ⅴ 自己株式   △393,362 △0.6  ─ ─  △394,967 △0.7 

   資本合計   27,462,236 43.2  ─ ─  27,298,563 46.4 

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計   63,609,874 100.0  ─ ─  58,822,724 100.0 
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  前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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   ―   19,011,853 34.7  ―  

 ２ 資本剰余金   ―   7,336,022 13.4  ―  

 ３ 利益剰余金   ―   843,467 1.5  ―  

 ４ 自己株式   ―   △396,483 △0.7  ―  

   株主資本合計   ―   26,794,859 48.9  ―  

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券 
   評価差額金   ―   368,388 0.7  ―  

   評価・換算差額等 
   合計   ―   368,388 0.7  ―  

Ⅲ 少数株主持分   ―   651,032 1.2  ―  

   純資産合計   ―   27,814,279 50.8  ―  

   負債純資産合計   ―   54,801,701 100.0  ―  
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（修正後） 

① 中間連結貸借対照表 

  前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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   6,615,039   4,014,561   1,935,741  

 ２ 受取手形及び 
   売掛金 ※３  2,887,067   1,455,050   1,854,179  

 ３ たな卸資産 ※３  12,229,383   11,554,808   13,255,181  

 ４ 繰延税金資産   494   46   772  

 ５ その他 ※２  2,510,657   2,634,217   2,788,302  

   貸倒引当金   △12,340   △6,117   △9,648  

   流動資産合計   24,230,300 38.1  19,652,565 36.1  19,823,527 33.7 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産           

  (1) 建物 ※1,3 5,712,652   4,774,851   5,488,568   

  (2) 土地 ※３ 14,722,407   11,951,365   14,386,975   

  (3) その他 ※１ 1,098,137 21,533,196 33.9 1,040,377 17,766,593 32.6 941,835 20,817,378 35.4 

 ２ 無形固定資産   3,064,965 4.8  2,128,927 3.9  2,841,245 4.8 

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 繰延税金資産  93   ―   ―   

  (2) 敷金保証金 ※３ 11,939,153   12,387,706   12,122,008   

  (3) その他 ※３ 4,283,567   3,972,280   4,703,766   

    貸倒引当金  △1,441,400 14,781,413 23.2 △1,473,870 14,886,116 27.4 △1,485,200 15,340,574 26.1 

   固定資産合計   39,379,574 61.9  34,781,636 63.9  38,999,197 66.3 

   資産合計   63,609,874 100.0  54,434,201 100.0  58,822,724 100.0 
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  前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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 
   及び買掛金 ※４  7,055,959   4,828,076   6,437,412  

 ２ 短期借入金 ※３  6,580,000   6,800,000   4,134,000  

 ３ 未払法人税等   86,905   77,356   118,152  

 ４ 賞与引当金   144,372   50,104   3,155  

 ５ その他 ※２  2,903,195   3,953,498   2,964,240  

   流動負債合計   16,770,431 26.3  15,709,034 28.9  13,656,959 23.2 

Ⅱ 固定負債           

 １ 長期借入金 ※３  13,550,000   6,750,000   12,300,000  

 ２ 繰延税金負債   666,443   711,430   731,064  

 ３ 退職給付引当金   2,043,375   1,697,135   1,830,648  

 ４ 役員退職慰労引当金   562,714   565,099   564,241  

 ５ 連結調整勘定   116,298   ―   99,684  

 ６ 負ののれん   ―   83,070   ―  

 ７ その他   1,751,671   1,722,078   1,654,112  

   固定負債合計   18,690,501 29.4  11,528,812 21.1  17,179,749 29.2 

   負債合計   35,460,932 55.7  27,237,846 50.0  30,836,708 52.4 

(少数株主持分)           

  少数株主持分   686,706 1.1  ─ ─  687,453 1.2 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   19,011,853 29.9  ─ ─  19,011,853 32.3 

Ⅱ 資本剰余金   16,286,291 25.6  ─ ─  16,286,291 27.7 

Ⅲ 利益剰余金   △7,747,586 △12.2  ─ ─  △8,013,628 △13.6 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   305,040 0.5  ─ ─  409,014 0.7 

Ⅴ 自己株式   △393,362 △0.6  ─ ─  △394,967 △0.7 

   資本合計   27,462,236 43.2  ─ ─  27,298,563 46.4 

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計   63,609,874 100.0  ─ ─  58,822,724 100.0 
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  前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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   ― ―  19,011,853 34.9  ― ― 

 ２ 資本剰余金   ― ―  7,336,022 13.4  ― ― 

 ３ 利益剰余金   ― ―  225,543 0.4  ― ― 

 ４ 自己株式   ― ―  △396,483 △0.7  ― ― 

   株主資本合計   ― ―  26,176,935 48.1  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券 
   評価差額金   ― ―  368,388 0.7  ― ― 

   評価・換算差額等 
   合計   ― ―  368,388 0.7  ― ― 

Ⅲ 少数株主持分   ― ―  651,032 1.2  ― ― 

   純資産合計   ― ―  27,196,355 50.0  ― ― 

   負債純資産合計   ― ―  54,434,201 100.0  ― ― 
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11ページ 
（修正前） 
② 中間連結損益計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(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  54,199,710 100.0 42,451,824 100.0 103,406,164 100.0

Ⅱ 売上原価  43,779,226 80.8 33,895,652 79.8 83,243,270 80.5

  売上総利益  10,420,484 19.2 8,556,172 20.2 20,162,894 19.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  
 １ 広告宣伝費  655,385 512,132 1,168,847

 ２ 運搬費  485,898 355,321 863,564

 ３ 給与手当  3,687,192 3,066,480 7,006,720

 ４ 賞与引当金繰入額  144,372 50,104 3,155

 ５ 退職給付費用  417,155 246,387 699,342

 ６ 減価償却費  518,709 344,566 1,057,830

 ７ 賃借料  2,167,218 2,207,600 4,234,705

 ８ その他  2,883,562 10,959,491 20.2 2,561,467 9,344,057 22.0 5,564,688 20,598,851 19.9

   営業損失  539,007 1.0 787,885 1.9 435,957 0.4

Ⅳ 営業外収益  
 １ 受取利息  18,908 18,275 49,384

 ２ 受取配当金  10,771 17,438 16,327

 ３ 仕入割引  410,800 344,366 804,744

 ４ 持分法による 
   投資利益  101,195 ― 276,330

 ５ その他  312,078 853,752 1.6 98,033 478,112 1.1 465,948 1,612,733 1.6
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(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

(％)

Ⅴ 営業外費用  
 １ 支払利息  355,080 250,978 677,708

 ２ 売上割引  24,896 19,436 49,008

 ３ 持分法による投資損 
   失  ― 86,931 ―

 ４ その他  48,663 428,639 0.8 65,650 422,995 1.0 66,491 793,207 0.8

   経常損失  113,894 0.2 732,768 1.7 383,569 0.4

Ⅵ 特別利益  
 １ 固定資産売却益  85,239 1,274,827 83,294

 ２ 貸倒引当金取崩額  ― 14,861 5,200

 ３ 投資有価証券売却益  5,062 16,000 5,062

 ４ その他  ― 90,301 0.2 615 1,306,303 3.1 29,024 122,580 0.1

Ⅶ 特別損失  
 １ 固定資産除却損  85,112 16,929 177,091

 ２ 減損損失 ※１ 9,471,313 ― 10,093,467

 ３ 店舗整理損  15,227 ― 16,297

 ４ 貸倒引当金繰入額  58,600 ― 97,994

 ５ ソフトウェア臨時償 
   却損  ― 590,371 ―

 ６ その他  160,425 9,790,677 18.1 79,902 687,202 1.6 176,166 10,561,015 10.2

   税金等調整前 
   中間(当期)純損失  9,814,270 18.1 113,667 0.3 10,054,866 9.7

   法人税、住民税 
   及び事業税  24,404 18,207 42,098

   法人税等調整額  △30,658 △6,254 0.0 △2,129 16,078 0.0 △23,701 18,397 0.0

   少数株主損失  182,463 0.3 36,571 0.1 181,668 0.1

   中間(当期)純損失  9,625,553 17.8 93,174 0.2 9,891,595 9.6
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（修正後） 
② 中間連結損益計算書 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(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  54,199,710 100.0 42,451,824 100.0 103,406,164 100.0

Ⅱ 売上原価  43,779,226 80.8 33,475,816 78.9 83,243,270 80.5

  売上総利益  10,420,484 19.2 8,976,008 21.1 20,162,894 19.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  
 １ 広告宣伝費  655,385 512,132 1,168,847

 ２ 運搬費  485,898 623,245 863,564

 ３ 給与手当  3,687,192 3,066,480 7,006,720

 ４ 賞与引当金繰入額  144,372 50,104 3,155

 ５ 退職給付費用  417,155 246,387 699,342

 ６ 減価償却費  518,709 344,566 1,057,830

 ７ 賃借料  2,167,218 2,207,600 4,234,705

 ８ その他  2,883,562 10,959,491 20.2 2,561,467 9,611,981 22.6 5,564,688 20,598,851 19.9

   営業損失  539,007 △1.0 635,973 △1.5 435,957 △0.4

Ⅳ 営業外収益  
 １ 受取利息  18,908 18,275 49,384

 ２ 受取配当金  10,771 17,438 16,327

 ３ 仕入割引  410,800 344,366 804,744

 ４ 持分法による 
   投資利益  101,195 ― 276,330

 ５ その他  312,078 853,752 1.6 98,033 478,112 1.1 465,948 1,612,733 1.6
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(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

(％)

Ⅴ 営業外費用  
 １ 支払利息  355,080 250,978 677,708

 ２ 売上割引  24,896 19,436 49,008

 ３ 持分法による投資損 
   失  ― 86,931 ―

 ４ その他  48,663 428,639 0.8 65,650 422,995 1.0 66,491 793,207 0.8

   経常利益又は経常 
損失（△）  △113,894 △0.2 △580,856 △1.4 383,569 0.4

Ⅵ 特別利益  
 １ 固定資産売却益 ※２ 85,239 1,274,827 83,294

 ２ 貸倒引当金取崩額  ― 14,861 5,200

 ３ 投資有価証券売却益  5,062 16,000 5,062

 ４ その他  ― 90,301 0.2 615 1,306,303 3.1 29,024 122,580 0.1

Ⅶ 特別損失  
 １ 固定資産除却損  85,112 16,929 177,091

 ２ 減損損失 ※１ 9,471,313 ― 10,093,467

 ３ 店舗整理損  15,227 ― 16,297

 ４ 貸倒引当金繰入額  58,600 ― 97,994

 ５ ソフトウェア臨時償 
   却損  ― 590,371 ―

 ６ システム障害に伴う

棚卸減耗損 
※３ ― 769,836 ―

 ７ その他  160,425 9,790,677 18.1 79,902 1,457,038 3.4 176,166 10,561,015 10.2

   税金等調整前 
   中間(当期)純損失  9,814,270 △18.1 731,591 △1.7 10,054,866 △9.7

   法人税、住民税 
   及び事業税  24,404 18,207 42,098

   法人税等調整額  △30,658 △6,254 0.0 △2,129 16,078 0.0 △23,701 18,397 0.0

   少数株主損失  182,463 0.3 36,571 0.1 181,668 0.1

   中間(当期)純損失  9,625,553 △17.8 711,098 △1.7 9,891,595 △9.6
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14ページ 

（修正前） 

④ 中間連結株主資本等変動計算書 

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) 
 

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 

平成18年３月31日残高(千円) 19,011,853 16,286,291 △8,013,628 △394,967 26,889,549 

中間連結会計期間中の変動額      

 欠損填補のための資本剰余金取 
 崩  △8,950,269 8,950,269   

 中間純利益   △93,174  △93,174 

 自己株式の取得    △1,516 △1,516 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)      

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)  △8,950,269 8,857,095 △1,516 △94,690 

平成18年９月30日残高(千円) 19,011,853 7,336,022 843,467 △396,483 26,794,859 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

少数株主 
持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 409,014 687,453 27,986,016 

中間連結会計期間中の変動額    

 欠損填補のための資本剰余金取 
 崩    

 中間純利益   △93,174 

 自己株式の取得   △1,516 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △40,626 △36,421 △77,047 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △40,626 △36,421 △171,737 

平成18年９月30日残高(千円) 368,388 651,032 27,814,279 
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（修正後） 

④ 中間連結株主資本等変動計算書 

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) 
 

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 

平成18年３月31日残高(千円) 19,011,853 16,286,291 △8,013,628 △394,967 26,889,549 

中間連結会計期間中の変動額      

 欠損填補のための資本剰余金取 
 崩（注）  △8,950,269 8,950,269  ― 

 中間純損失   △711,098  △711,098 

 自己株式の取得    △1,516 △1,516 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)      

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)  △8,950,269 8,239,171 △1,516 △712,614 

平成18年９月30日残高(千円) 19,011,853 7,336,022 225,543 △396,483 26,176,935 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

少数株主 
持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 409,014 687,453 27,986,016 

中間連結会計期間中の変動額    

 欠損填補のための資本剰余金取 
 崩（注）   ― 

 中間純損失   △711,098 

 自己株式の取得   △1,516 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △40,626 △36,421 △77,047 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △40,626 △36,421 △789,661 

平成18年９月30日残高(千円) 368,388 651,032 27,196,355 

（注）平成 18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。 
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15ページ（修正前） 

⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー     

   税金等調整前中間(当期) 
   純損失  △9,814,270 △113,667 △10,054,866 

   減価償却費  564,312 370,300 1,131,924 
   減損損失  9,471,313 ― 10,093,467 
   連結調整勘定償却額  △11,814 ― △28,428 
   のれん償却額  ― △16,614 ― 
   賞与引当金の増加額 
   (又は減少額(△)）  21,866 46,949 △119,351 

   退職給付引当金の減少額  △568,814 △133,513 △781,541 
   受取利息及び受取配当金  △29,679 △35,713 △65,711 
   支払利息  355,080 250,978 677,708 
   持分法による投資損失 
   (又は投資利益(△))  △101,195 86,931 △276,330 

   売上債権の減少額  898,933 399,129 1,931,821 
   たな卸資産の減少額 
   (又は増加額(△))  △457,381 1,700,373 △1,483,179 

   仕入債務の減少額  △1,014,173 △1,609,336 △1,632,720 
   未収入金の減少額 
   (又は増加額(△))  606,929 △533,284 42,323 

   その他負債の減少額  △1,888,815 △171,737 △1,604,033 
   その他  △757,283 △330,746 △1,108,266 

    小計  △2,724,991 △89,950 △3,277,182 

   利息及び配当金の受取額  37,040 43,342 67,690 
   利息の支払額  △350,465 △248,539 △676,256 
   法人税等の支払額  △72,170 △34,967 △58,029 
   事業構造改善による支出  △85,043 ― △85,043 
   退職特別加算金等の支払額  △93,000 ― △93,000 

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー  △3,288,629 △330,114 △4,121,820 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー     

   有形固定資産の取得による支出  △106,874 △283,434 △621,280 
   有形固定資産の売却による収入  702,832 5,363,121 722,539 
   無形固定資産の取得による支出  △111,321 △28,844 △195,763 
   敷金保証金の差入による支出  △8,874 △552,865 △188,105 
   敷金保証金の返還による収入  662,672 301,236 1,342,300 
   その他  46,931 497,078 △22,133 

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー  1,185,366 5,296,292 1,037,558 
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（修正後） 

⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー     

   税金等調整前中間(当期) 
   純損失  △9,814,270 △731,591 △10,054,866 

   減価償却費  564,312 370,300 1,131,924 
   減損損失  9,471,313 ― 10,093,467 
   連結調整勘定償却額  △11,814 ― △28,428 
   負ののれん償却額  ― △16,614 ― 
   貸倒引当金の増加額 
   (又は減少額(△))  ― △14,861 100,320 

   賞与引当金の増加額 
   (又は減少額(△)）  21,866 46,949 △119,351 

   退職給付引当金の減少額  △568,814 △133,513 △781,541 
   受取利息及び受取配当金  △29,679 △35,713 △65,711 
   支払利息  355,080 250,978 677,708 
   持分法による投資損失 
   (又は投資利益(△))  △101,195 86,931 △276,330 

   投資有価証券売却益  ― △16,000 △5,062 
   固定資産除却損  ― 607,300 157,638 
   固定資産売却益  ― △1,274,827 △83,294 
   売上債権の減少額  898,933 399,129 1,931,821 
   たな卸資産の減少額 
   (又は増加額(△))  △457,381 1,700,373 △1,483,179 

   仕入債務の減少額  △1,014,173 △1,609,336 △1,632,720 
   未収入金の減少額 
   (又は増加額(△))  606,929 △165,784 42,323 
   その他負債の増加額 
   (又は減少額(△))  △1,888,815 96,187 △1,604,033 

   その他  △757,283 350,142 △1,277,868 

    小計  △2,724,991 △89,950 △3,277,182 

   利息及び配当金の受取額  37,040 43,342 67,690 
   利息の支払額  △350,465 △248,539 △676,256 
   法人税等の支払額  △72,170 △34,967 △58,029 
   事業構造改善による支出  △85,043 ― △85,043 
   退職特別加算金等の支払額  △93,000 ― △93,000 

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー  △3,288,629 △330,114 △4,121,820 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー     

   有形固定資産の取得による支出  △106,874 △283,434 △621,280 
   有形固定資産の売却による収入  702,832 5,363,121 722,539 
   投資有価証券の売却による収入  ― 216,000 63,761 
   無形固定資産の取得による支出  △111,321 △28,844 △195,763 
   敷金保証金の差入による支出  △8,874 △552,865 △188,105 
   敷金保証金の返還による収入  662,672 301,236 1,342,300 
   その他  46,931 281,078 △85,894 

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー  1,185,366 5,296,292 1,037,558 
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23ページ 

（修正前） 

会計処理の変更 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

       
―――――― 

（前略） 
(貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準） 
 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日企業会計基準第５号）
および「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」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日企業会計基準適用指針
第８号）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27,163,247千円でありま
す。 
 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結財務諸表は、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成し

ております。 
 

（後略） 

       
―――――― 

  
（修正後） 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

       
―――――― 

（前略） 
 (貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準) 
 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日企業会計基準第５号）
および「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」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日企業会計基準適用指針
第８号）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26,545,323千円でありま
す。 
 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結財務諸表は、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成し

ております。 
（後略） 

 

    
―――――― 
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28ページ 

（修正前） 

（中間連結損益計算書関係） 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（前略） （前略） （前略） 

  
（修正後） 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（前略） 
※２ 固定資産売却益は、主に土 

地売却に係るものであります。 

（前略） 
※２    同左 
 
※３ 当社グループは、新物流シス

テムを６月より稼動させました

が、物流倉庫・運輸の受託業者

のシステム運営にトラブルが多

発し、倉庫における仕入商品の

検収および配送に係るシステム

処理を適正に行うことが出来

ず、多額の棚卸違算が発生しま

した。これを原因とする棚卸減

耗損は売上に対応すべき原価と

は認められないため、中間期末

における当該損失額769,836千
円を特別損失として計上してお

ります。 

（前略） 
※２     同左 
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31ページ 
（修正前） 

セグメント情報 

１ 事業の種類別セグメント情報 

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） 
 物品販売 

事業(千円) 
不動産賃貸 
事業(千円) 

その他 
 (千円) 

計 
(千円) 

消去又は全
社(千円) 

連結 
 (千円) 

 売上高       
(1)外部顧客に対する 
  売上高 

41,605,965 442,909 402,950 42,451,824 ─ 42,451,824 

(2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

96,719 1,338 ─ 98,057 (98,057) ─ 

計 41,702,684 444,247 402,950 42,549,881 (98,057) 42,451,824 
 営業費用 42,647,712 285,477 404,607 43,337,796 (98,087) 43,239,709 
 営業利益又は 
  営業損失(△) △945,028 158,770 △1,657 △787,915 30 △787,885 

（注） １ 事業の区分は、製品の種類・性質、販売市場等の類似性を考慮して決定しております。 
    ２ 各区分の主な事業の内容 
     （１）物品販売事業 …… 家庭用電気製品等の販売業 
     （２）不動産賃貸事業 … 不動産の賃貸業 
     （３）その他 …………… 保険代理業、リサイクル商品販売業及び通信事業代理店業 

 
（修正後） 

セグメント情報 

１ 事業の種類別セグメント情報 

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） 
 物品販売 

事業(千円) 
不動産賃貸 
事業(千円) 

その他 
 (千円) 

計 
(千円) 

消去又は全
社(千円) 

連結 
 (千円) 

 売上高       
(1)外部顧客に対する 
  売上高 

41,596,950 451,924 402,950 42,451,824 ─ 42,451,824 

(2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

89,597 8,460 ─ 98,057 (98,057) ─ 

計 41,686,547 460,384 402,950 42,549,881 (98,057) 42,451,824 
 営業費用 42,495,800 285,477 404,607 43,185,884 (98,087) 43,087,797 
 営業利益又は 
  営業損失(△) △809,253 174,907 △1,657 △636,003 30 △635,973 

（注） １ 事業の区分は、製品の種類・性質、販売市場等の類似性を考慮して決定しております。 
    ２ 各区分の主な事業の内容 
     （１）物品販売事業 …… 家庭用電気製品等の販売業 
     （２）不動産賃貸事業 … 不動産の賃貸業 
     （３）その他 …………… 保険代理業、リサイクル商品販売業及び通信事業代理店業 

３ 「会計処理の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より有形固定資産の減価償却の方法に
係る会計処理を変更しております。 
この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合に比べ、営業費用が「物品販売事業」104,616千
円、「不動産賃貸事業」5,215千円、「その他」1,342千円減少しており、「物品販売事業」の営業損
失が 104,616 千円、「その他」の営業損失が 1,342 千円減少し、「不動産賃貸事業」の営業利益が
5,215千円増加しております。 
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36ページ 
（修正前） 

１株当たり情報 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 404円37銭
 

１株当たり純資産額 400円02銭
 

１株当たり純資産額 401円99銭
 

１株当たり中間純損失 141円73銭
 

１株当たり中間純損失 1円37銭
 

１株当たり当期純損失 145円65銭
 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、１株当たり中間(当期)純損失であるため記載しておりません。 
２ 算定上の基礎 

(1) １株当たり純資産額 
  

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間連結貸借対照表の

純資産の部の合計額 ―――― 27,814,279千円 ―――― 

普通株主に係る純資産

額 ―――― 27,163,247千円 ―――― 

差額の主な内訳    

 少数株主持分 ―――― 651千円 ―――― 

普通株式の発行済株式

数 ―――― 68,637千株 ―――― 

普通株式の自己株式数 ―――― 732千株 ―――― 

1株当たり純資産の算
定に用いられた普通株

式の数 
―――― 67,905千株 ―――― 

  
  

(2) １株当たり中間(当期)純損失 
 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間(当期)純損失 9,625,553千円 93,174千円 9,891,595千円 

普通株主に帰属しない

金額 ―――― ―――― ―――― 

普通株式に係る中間

(当期)純損失 9,625,553千円 93,174千円 9,891,595千円 

普通株式の 
    期中平均株式数 67,916千株 67,906千株 67,914千株 

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29日定時株主
総会決議ストックオプショ

ン(新株予約権方式) 
 
普通株式 914,000株 

 

平成17年６月29日定時株主
総会決議ストックオプショ

ン(新株予約権方式) 
 
普通株式   687,000株 
 

平成17年６月29日定時株主
総会決議ストックオプショ

ン(新株予約権方式) 
 
普通株式   742,000株 
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（修正後） 

１株当たり情報 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 404円37銭
 

１株当たり純資産額 390円92銭
 

１株当たり純資産額 401円99銭
 

１株当たり中間純損失 141円73銭
 

１株当たり中間純損失 10円47銭
 

１株当たり当期純損失 145円65銭
 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、１株当たり中間(当期)純損失であるため記載しておりません。 
２ 算定上の基礎 

(1) １株当たり純資産額 
  

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間連結貸借対照表の

純資産の部の合計額 ―――― 27,196,355千円 ―――― 

普通株主に係る純資産

額 ―――― 26,545,323千円 ―――― 

差額の主な内訳    

 少数株主持分 ―――― 651,032千円 ―――― 

普通株式の発行済株式

数 ―――― 68,642千株 ―――― 

普通株式の自己株式数 ―――― 737千株 ―――― 

1株当たり純資産の算
定に用いられた普通株

式の数 
―――― 67,905千株 ―――― 

  
  

(2) １株当たり中間(当期)純損失 
 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間(当期)純損失 9,625,553千円 711,098千円 9,891,595千円 

普通株主に帰属しない

金額 ―――― ―――― ―――― 

普通株式に係る中間

(当期)純損失 9,625,553千円 711,098千円 9,891,595千円 

普通株式の 
    期中平均株式数 67,916千株 67,906千株 67,914千株 

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29日定時株主
総会決議ストックオプショ

ン(新株予約権方式) 
 
普通株式 914,000株 

 

平成17年６月29日定時株主
総会決議ストックオプショ

ン(新株予約権方式) 
 
普通株式   687,000株 
 

平成17年６月29日定時株主
総会決議ストックオプショ

ン(新株予約権方式) 
 
普通株式   742,000株 
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39ページ 
 
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） 

 
（修正前） 

(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 40,244 △22.1 △637 ─ △518 ─ 
17年９月中間期 51,626 △12.5 △112 ─ 125 ─ 
18 年 ３ 月 期 98,596 △16.9 △210 ─ 248 ─ 

 
 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 90 ─ 1 33 
17年９月中間期 △8,211 ─ △120 90 
18 年 ３ 月 期 △8,950 ─ △131 78  

 
（修正後） 

(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 40,244 △22.1 △485 ─ △366 ─ 
17年９月中間期 51,626 △12.5 △112 ─ 125 ─ 
18 年 ３ 月 期 98,596 △16.9 △210 ─ 248 ─ 

 
 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 △527 ─ △7 77 
17年９月中間期 △8,211 ─ △120 90 
18 年 ３ 月 期 △8,950 ─ △131 78  

 
 
（修正前） 

(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 51,848 26,397 50.9 388 71 
17年９月中間期 60,433 26,981 44.6 397 27 
18 年 ３ 月 期 55,765 26,335 47.2 387 78  

 
（修正後） 

(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 51,481 25,779 50.1 379 61 
17年９月中間期 60,433 26,981 44.6 397 27 
18 年 ３ 月 期 55,765 26,335 47.2 387 78  
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41ページ 
6. 中間財務諸表等 

（修正前） 

中間財務諸表 

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   5,465,078   3,358,307   1,403,385  

 ２ 受取手形   2,084   6,425   137  

 ３ 売掛金 ※３  3,967,004   2,056,970   2,502,709  

 ４ たな卸資産 ※３  9,396,082   9,328,963   10,787,730  

 ５ その他 ※２ 
  2,704,646   2,962,760   2,773,340  

   貸倒引当金   △13,000   △7,000   △10,000  

   流動資産合計   21,521,894 35.6  17,706,425 34.2  17,457,301 31.3 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産           

  (1) 建物 ※1,3  4,147,365   3,447,008   4,132,919  

  (2) 土地 ※３  12,698,351   10,962,479   13,398,089  

  (3) その他 ※１  990,637   959,780   855,739  

   有形固定資産合計   17,836,353 29.5  15,369,267 29.6  18,386,747 33.0 

 ２ 無形固定資産   2,973,107 4.9  2,049,862 4.0  2,761,649 4.9 

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 関係会社株式 ※３  4,275,043   2,907,403   2,907,403  

  (2) 関係会社 
        長期貸付金   7,571,000   6,267,400   7,120,580  

  (3) 敷金保証金 ※３  10,043,033   11,193,408   10,864,197  

  (4) その他 ※３  2,334,077   1,929,051   2,551,294  

    貸倒引当金   △6,121,000   △5,574,000   △6,284,000  

   投資その他の資産 
       合計   18,102,153 30.0  16,723,261 32.2  17,159,474 30.8 

   固定資産合計   38,911,613 64.4  34,142,390 65.8  38,307,870 68.7 

   資産合計   60,433,507 100.0  51,848,815 100.0  55,765,171 100.0 
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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(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 ※４  299,227   159,814   228,903  

 ２ 買掛金   6,741,801   4,653,757   6,194,154  

 ３ 一年内償還予定の 
   社債   ―   ―   2,500,000  

 ４ 短期借入金 ※３  6,580,000   6,800,000   1,751,000  

 ５ 未払法人税等   65,108   67,376   95,470  

 ６ 未払消費税等 ※２  ―   90,642   ―  

 ７ 賞与引当金   102,200   33,000   ―  

 ８ その他   2,436,874   3,126,021   2,523,075  

   流動負債合計   16,225,210 26.9  14,930,611 28.8  13,292,602 23.8 

Ⅱ 固定負債           

 １ 長期借入金 ※３  13,550,000   6,750,000   12,300,000  

 ２ 退職給付引当金   1,830,121   1,603,188   1,736,842  

 ３ 役員退職慰労 
   引当金   559,595   559,595   559,595  

 ４ 関係会社損失引当金   108,000   ―   ―  

 ５ 預り敷金保証金   833,668   938,732   840,306  

 ６ その他   345,590   669,391   700,329  

   固定負債合計   17,226,974 28.5  10,520,906 20.3  16,137,072 29.0 

   負債合計   33,452,184 55.4  25,451,517 49.1  29,429,674 52.8 
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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(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 構成比 

(％) 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   19,011,853 31.4  ─ ─  19,011,853 34.1 

Ⅱ 資本剰余金           

 １ 資本準備金   7,224,078   ─   7,224,078  

 ２ その他資本剰余金   9,062,213   ─   906,213  

   資本剰余金合計   16,286,291 26.9  ─ ─  16,286,291 29.2 

Ⅲ 利益剰余金           

   中間(当期) 
   未処理損失   8,211,565   ─   8,950,269  

   利益剰余金合計   △8,211,565 △13.6  ─ ─  △8,950,269 △16.1 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   285,831 0.5  ─ ─  380,314 0.7 

Ⅴ 自己株式   △391,087 △0.6  ─ ─  △392,692 △0.7 

   資本合計   26,981,323 44.6  ─ ─  26,335,497 47.2 

   負債・資本合計   60,433,507 100.0  ─ ─  55,765,171 100.0 
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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(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   ―   19,011,853 36.7  ―  

 ２ 資本剰余金           

  (1) 資本準備金   ―   4,752,963   ―  

  (2) その他資本剰余金   ―   2,583,058   ―  

   資本剰余金合計   ―   7,336,021 14.1  ―  

 ３ 利益剰余金           

  (1) その他利益剰余金           

    繰越利益剰余金   ―   90,370   ―  

   利益剰余金合計   ―   90,370 0.2  ―  

 ４ 自己株式   ―   △394,208 △0.8  ―  

   株主資本合計   ―   26,044,035 50.2  ―  

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券 
   評価差額金   ―   353,262   ―  

   評価・換算差額等 
   合計   ―   353,262 0.7  ―  

   純資産合計   ―   26,397,298 50.9  ―  

   負債純資産合計   ―   51,848,815 100.0  ―  
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（修正後） 

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   5,465,078   3,358,307   1,403,385  

 ２ 受取手形   2,084   6,425   137  

 ３ 売掛金   3,967,004   2,056,970   2,502,709  

 ４ たな卸資産 ※３  9,396,082   9,328,963   10,787,730  

 ５ その他 ※２ 
  2,704,646   2,595,260   2,773,340  

   貸倒引当金   △13,000   △7,000   △10,000  

   流動資産合計   21,521,894 35.6  17,338,925 33.7  17,457,301 31.3 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産           

  (1) 建物 ※1,3  4,147,365   3,447,008   4,132,919  

  (2) 土地 ※３  12,698,351   10,962,479   13,398,089  

  (3) その他 ※１  990,637   959,780   855,739  

   有形固定資産合計   17,836,353 29.5  15,369,267 29.9  18,386,747 33.0 

 ２ 無形固定資産   2,973,107 4.9  2,049,862 4.0  2,761,649 4.9 

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 関係会社株式 ※３  4,275,043   2,907,403   2,907,403  

  (2) 関係会社 
        長期貸付金   7,571,000   6,267,400   7,120,580  

  (3) 敷金保証金 ※３  10,043,033   11,193,408   10,864,197  

  (4) その他 ※３  2,334,077   1,929,051   2,551,294  

    貸倒引当金   △6,121,000   △5,574,000   △6,284,000  

   投資その他の資産 
       合計   18,102,153 30.0  16,723,261 32.4  17,159,474 30.8 

   固定資産合計   38,911,613 64.4  34,142,390 66.3  38,307,870 68.7 

   資産合計   60,433,507 100.0  51,481,315 100.0  55,765,171 100.0 
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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(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 ※４  299,227   159,814   228,903  

 ２ 買掛金   6,741,801   4,653,757   6,194,154  

 ３ 一年内償還予定の 
   長期借入金   ―   ―   2,500,000  

 ４ 短期借入金 ※３  6,580,000   6,800,000   1,751,000  

 ５ 未払法人税等   65,108   67,376   95,470  

 ６ 賞与引当金   102,200   33,000   ―  

 ７ その他 ※２  2,436,874   3,467,087   2,523,075  

   流動負債合計   16,225,210 26.9  15,181,033 29.5  13,292,602 23.8 

Ⅱ 固定負債           

 １ 長期借入金 ※３  13,550,000   6,750,000   12,300,000  

 ２ 退職給付引当金   1,830,121   1,603,188   1,736,842  

 ３ 役員退職慰労 
   引当金   559,595   559,595   559,595  

 ４ 関係会社損失引当金   108,000   ―   ―  

 ５ 預り敷金保証金   833,668   938,732   840,306  

 ６ その他   345,590   669,391   700,329  

   固定負債合計   17,226,974 28.5  10,520,906 20.4  16,137,072 29.0 

   負債合計   33,452,184 55.4  25,701,940 49.9  29,429,674 52.8 

 



 32

  
  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 

(％) 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   19,011,853 31.4  ─ ─  19,011,853 34.1 

Ⅱ 資本剰余金           

 １ 資本準備金   7,224,078   ─   7,224,078  

 ２ その他資本剰余金   9,062,213   ─   9,062,213  

   資本剰余金合計   16,286,291 26.9  ─ ─  16,286,291 29.2 

Ⅲ 利益剰余金           

   中間(当期) 
   未処理損失   8,211,565   ─   8,950,269  

   利益剰余金合計   △8,211,565 △13.6  ─ ─  △8,950,269 △16.1 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   285,831 0.5  ─ ─  380,314 0.7 

Ⅴ 自己株式   △391,087 △0.6  ─ ─  △392,692 △0.7 

   資本合計   26,981,323 44.6  ─ ─  26,335,497 47.2 

   負債・資本合計   60,433,507 100.0  ─ ─  55,765,171 100.0 
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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(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   ― ―  19,011,853 36.9  ― ― 

 ２ 資本剰余金           

  (1) 資本準備金   ― ―  4,752,963   ― ― 

  (2) その他資本剰余金   ― ―  2,583,058   ― ― 

   資本剰余金合計   ― ―  7,336,021 14.3  ― ― 

 ３ 利益剰余金           

  (1) その他利益剰余金           

    繰越利益剰余金   ― ―  △527,554   ― ― 

   利益剰余金合計   ― ―  △527,554 △1.0  ― ― 

 ４ 自己株式   ― ―  △394,208 △0.8  ― ― 

   株主資本合計   ― ―  25,426,113 49.4  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券 
   評価差額金   ― ―  353,262   ― ― 

   評価・換算差額等 
   合計   ― ―  353,262 0.7  ― ― 

   純資産合計   ― ―  25,779,375 50.1  ― ― 

   負債純資産合計   ― ―  51,481,315 100.0  ― ― 
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44ページ 

（修正前） 

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   51,656,163 100.0  40,244,395 100.0  98,596,206 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  43,010,331 83.3  33,079,528 82.2  81,970,197 83.1 

   売上総利益   8,645,832 16.7  7,164,867 17.8  16,626,009 16.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  8,758,533 16.9  7,802,595 19.4  16,836,302 17.1 

   営業損失   112,701 0.2  637,727 1.6  210,293 0.2 

Ⅳ 営業外収益 ※２  732,823 1.4  510,481 1.3  1,406,165 1.4 

Ⅴ 営業外費用 ※３  494,789 1.0  390,811 1.0  947,802 1.0 

   経常利益又は 
     経常損失(△)   125,333 0.2  △518,058 △1.3  248,070 0.2 

Ⅵ 特別利益   251,645 0.5  1,304,822 3.2  357,706 0.4 

Ⅶ 特別損失 ※4,5  8,576,543 16.6  685,394 1.7  9,534,045 9.7 

   税引前中間純利益又 
   は中間(当期)純損失 
   （△） 

  △8,199,565 15.9  101,370 0.2  △8,928,269 9.1 

   法人税、住民税 
   及び事業税  12,000   11,000   22,000   

   法人税等調整額  ― 12,000 0.0 ― 11,000 0.0 ― 22,000 0.0 

   中間純利益又は中間 
    (当期)純損失(△)   △8,211,565 15.9  90,370 0.2  △8,950,269 9.1 

   前期繰越利益   ―   ―   ―  

   中間(当期) 
       未処理損失   8,211,565   ―   8,950,269  
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（修正後） 

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   51,656,163 100.0  40,244,395 100.0  98,596,206 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  43,010,331 83.3  32,659,692 81.2  81,970,197 83.1 

   売上総利益   8,645,832 16.7  7,584,703 18.8  16,626,009 16.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  8,758,533 16.9  8,070,519 20.1  16,836,302 17.1 

   営業損失   112,701 △0.2  485,816 △1.2  210,293 △0.2 

Ⅳ 営業外収益 ※２  732,823 1.4  510,480 1.3  1,406,165 1.4 

Ⅴ 営業外費用 ※３  494,789 1.0  390,812 1.0  947,802 1.0 

   経常利益又は 
     経常損失(△)   125,333 0.2  △366,146 △0.9  248,070 0.2 

Ⅵ 特別利益 ※４  251,645 0.5  1,304,822 3.2  357,706 0.4 

Ⅶ 特別損失 ※5,6  8,576,543 16.6  1,455,230 3.6  9,534,045 9.7 

   税引前中間(当期)純 
   損失 
    

  8,199,565 △15.9  516,554 △1.3  8,928,269 △9.1 

   法人税、住民税 
   及び事業税  12,000 12,000 0.0 11,000 11,000 0.0 22,000 22,000 0.0 

   中間(当期)純損失   8,211,565 △15.9  527,554 △1.3  8,950,269 △9.1 

   中間(当期) 
       未処理損失   8,211,565   ―   8,950,269  

           

 



 36

45ページ 
（修正前） 
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 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 19,011,853 7,224,078 9,062,213 16,286,291 

中間会計期間中の変動額     
 資本準備金からその他資本剰余 
 金への振替  △2,471,115 2,471,115  
 欠損填補のための資本剰余金 
 取崩   △8,950,269 △8,950,269 

 中間純利益     

 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)     

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)  △2,471,115 △6,479,154 △8,950,269 

平成18年９月30日残高(千円) 19,011,853 4,752,963 2,583,059 7,336,022 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 
自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) ― △8,950,269 △8,950,269 △392,692 25,955,183 

中間会計期間中の変動額      
 資本準備金からその他資本剰余 
 金への振替      
 欠損填補のための資本剰余金 
 取崩  8,950,269 8,950,269   

 中間純利益  90,370 90,370  90,370 

 自己株式の取得    △1,516 △1,516 
 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)  9,040,639 9,040,639 △1,516 88,854 

平成18年９月30日残高(千円) ― 90,370 90,370 △394,208 26,044,037 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 380,314 380,314 26,335,497 

中間会計期間中の変動額    
 資本準備金からその他資本剰余 
 金への振替    
 欠損填補のための資本剰余金 
 取崩    

 中間純利益   90,370 

 自己株式の取得   △1,516 
 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △27,052 △27,052 △27,052 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △27,052 △27,052 61,802 

平成18年９月30日残高(千円) 353,262 353,262 26,397,298 
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（修正後） 

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 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 19,011,853 7,224,078 9,062,213 16,286,291 

中間会計期間中の変動額     
 資本準備金からその他資本剰余 
 金への振替  △2,471,115 2,471,115  
 欠損填補のための資本剰余金 
 取崩（注）   △8,950,269 △8,950,269 

 中間純損失     

 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)     

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)  △2,471,115 △6,479,154 △8,950,269 

平成18年９月30日残高(千円) 19,011,853 4,752,963 2,583,058 7,336,021 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

繰越利益剰余金 
利益剰余金合計 

自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) △8,950,269 △8,950,269 △392,692 25,955,183 

中間会計期間中の変動額     
 資本準備金からその他資本剰余 
 金への振替    ― 
 欠損填補のための資本剰余金 
 取崩（注） 8,950,269 8,950,269  ― 

 中間純損失 △527,554 △527,554  △527,554 

 自己株式の取得   △1,516 △1,516 
 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) 8,422,715 8,422,715 △1,516 △529,070 

平成18年９月30日残高(千円) △527,554 △527,554 △394,208 25,426,113 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 380,314 380,314 26,335,497 

中間会計期間中の変動額    
 資本準備金からその他資本剰余 
 金への振替   ― 
 欠損填補のための資本剰余金 
 取崩（注）   ― 

 中間純損失   △527,554 

 自己株式の取得   △1,516 
 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △27,052 △27,052 △27,052 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △27,052 △27,052 △556,122 

平成18年９月30日残高(千円) 353,262 353,262 25,779,375 

（注）平成 18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。 
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49ページ 

（修正前） 

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) 

     
―――――― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（前略） 
 (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」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日企業会計基準第５号）お
よび「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」

（企業会計基準委員会 平成17年
12月９日企業会計基準適用指針第
８号）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26,397,298千円でありま
す。  
 なお、中間財務諸表規則の改正に

より、当中間会計期間における中間

財務諸表は、改正後の中間財務諸表

規則により作成しております。 
 
(有形固定資産の減価償却の方法の
変更)有形固定資産の減価償却方法
は、従来法人税法の耐用年数及び残

存価額に基づく定率法（但し、平成

10年４月１日以降取得の建物を除
く）によっておりましたが、当中間

会計期間より経済的耐用年数に基づ

く定額法に変更しております。 当

該変更は、当中間会計期間から、店

舗展開方式の従来の中大型店から

「ソリューションストア」と呼ぶ小

型新業態の多店舗化（売場面積1,000
平方メートル以下のいわゆる家電量

販店の゛コンビニ゛化）への変更に

より、店舗投資における資本装備率

が低下したこと、及びそれに伴う新

店舗の収益構造が平均化したことか

ら、減価償却費の収益との合理的対

応及びより適切な費用配分を行うた

めに実施したものであります。この

変更により、従来の方法によった場

合に比べ、減価償却費は98,058千円
減少（うち、耐用年数の短縮による

減価償却費の増加25,824千円を含
む）した結果、営業損失及び経常損

失はそれぞれ同額減少し、税引前中

間純利益は同額増加しております。 

     
―――――― 
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（修正後） 

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) 

     
―――――― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（前略） 
 (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」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日企業会計基準第５号）お
よび「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」

（企業会計基準委員会 平成17年
12月９日企業会計基準適用指針第
８号）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25,779,375千円でありま
す。  
 なお、中間財務諸表規則の改正に

より、当中間会計期間における中間

財務諸表は、改正後の中間財務諸表

規則により作成しております。 
 
(有形固定資産の減価償却の方法の
変更)有形固定資産の減価償却方法
は、従来法人税法の耐用年数及び残

存価額に基づく定率法（但し、平成

10年４月１日以降取得の建物を除
く）によっておりましたが、当中間

会計期間より経済的耐用年数に基づ

く定額法に変更しております。 当

該変更は、当中間会計期間から、店

舗展開方式の従来の中大型店から

「ソリューションストア」と呼ぶ小

型新業態の多店舗化（売場面積1,000
平方メートル以下のいわゆる家電量

販店の゛コンビニ゛化）への変更に

より、店舗投資における資本装備率

が低下したこと、及びそれに伴う新

店舗の収益構造が平均化したことか

ら、減価償却費の収益との合理的対

応及びより適切な費用配分を行うた

めに実施したものであります。この

変更により、従来の方法によった場

合に比べ、減価償却費は98,058千円
減少（うち、耐用年数の短縮による

減価償却費の増加25,824千円を含
む）した結果、営業損失、経常損失

及び税引前中間純損失はそれぞれ同

額減少しております。 
 

     
―――――― 
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54ページ 

（修正前） 
(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 
有形固定資産 285,320千円
無形固定資産 206,725千円

(中略) 
 ※４ 特別損失のうち主なものは次

のとおりであります。 
貸倒引当金 
繰入額 434,000千円

減損損失 7,991,296千円
 

(後略) 
 

※１ 減価償却実施額 
有形固定資産 千円

無形固定資産 千円

(中略) 
 ※４ 特別損失のうち主なものは次

のとおりであります。 
ソフトウェ
ア臨時償却 590,371千円

  
 

(後略) 

※１ 減価償却実施額 
有形固定資産 千円

無形固定資産 千円

(中略) 
 ※４ 特別損失のうち主なものは次

のとおりであります。 
貸倒引当金 
繰入額 587,894千円

減損損失 8,478,254千円
 

(後略) 

 

（修正後） 
(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 
有形固定資産 285,320千円
無形固定資産 206,725千円

(中略) 
 ※４ 特別利益のうち主なものは次

のとおりであります。 
    関係会社損失引当金戻入 
           173,000千円 
 ※５ 特別損失のうち主なものは次

のとおりであります。 
貸倒引当金 
繰入額 434,000千円

減損損失 7,991,296千円
 
 

(後略) 
 

※１ 減価償却実施額 
有形固定資産 162,777千円
無形固定資産 172,188千円

(中略) 
 ※４ 特別利益のうち主なものは次

のとおりであります。 
    土地売却益 
           1,274,821千円 
 ※５ 特別損失のうち主なものは次

のとおりであります。 
ソフトウェ
ア臨時償却 590,371千円
システム障
害に伴う棚
卸減耗損 

769,836千円

 
(後略) 

 

※１ 減価償却実施額 
有形固定資産 585,214千円
無形固定資産 432,520千円

(中略) 
 ※４ 特別利益のうち主なものは次

のとおりであります。 
    関係会社損失引当金戻入 
           281,000千円 
 ※５ 特別損失のうち主なものは次

のとおりであります。 
貸倒引当金 
繰入額 587,894千円

減損損失 8,478,254千円
 
 

(後略) 
 

 


