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上場会社名 株式会社サカタのタネ 上場取引所  東

コード番号 1377 本社所在都道府県 神奈川県

(URL　http://www.sakataseed.co.jp)

代　　表　　者　役職名  代表取締役社長 氏名　高橋　英夫

問合せ先責任者　役職名 常務取締役管理本部長 氏名　坂田　宏 ＴＥＬ （045）945－8800

決算取締役会開催日 平成19年１月９日 配当支払開始日 平成19年2月13日

単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）   

１．平成18年11月中間期の業績（平成18年6月1日～平成18年11月30日）

(1)経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨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11月中間期 15,222 △0.9 566 8.0 1,213 △2.8

17年11月中間期 15,363 △5.2 524 △23.9 1,249 56.2

18年 5月期 32,189  115  944  

 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11月中間期 817 44.8 16 51

17年11月中間期 564 16.1 11 40

18年 5月期 388  7 85

（注）①期中平均株式数 18年11月中間期 49,494,390株 17年11月中間期 49,496,807株 18年5月期 49,496,086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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨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11月中間期 87,102 80,134 92.0 1,619 10

17年11月中間期 87,724 80,499 91.8 1,626 39

18年 5月期 87,937 79,607 90.5 1,608 39

（注）①期末発行済株式数 18年11月中間期 49,493,442株 17年11月中間期 49,495,966株 18年5月期  49,495,040株

 ②期末自己株式数 18年11月中間期  1,417,308株 17年11月中間期 1,414,784株 18年5月期  1,415,710株

２．平成19年５月期の業績予想（平成18年６月１日～平成19年５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 33,000  1,500  900  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）  18円 18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５月期 － 10.0 － 10.0 － 20.0

19年５月期（実績） － 10.0 － － －  

19年５月期（予想） － － － 10.0 －  

※　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。  

なお、上記予想に関する事項は添付資料の連８ページを参照して下さい。
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６．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11月30日)

当中間会計期間末
(平成18年11月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年５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 10,412 9,675 10,182

２．受取手形  2,006 1,771 2,543

３．売掛金 6,706 6,928 7,548

４．有価証券 110 509 1,154

５．たな卸資産 9,816 10,142 9,883

６．その他 1,369 1,630 1,317

７．貸倒引当金 △287 △290 △319

流動資産合計 30,134 34.4 30,367 34.9 32,310 36.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1)建物 ※１ 7,803 9,047 9,295

(2)土地 12,991 12,968 12,966

(3)その他 ※１ 2,395 1,365 1,399

有形固定資産合計 23,190 26.4 23,382 26.8 23,661 26.9

２．無形固定資産 555 0.6 1,249 1.4 1,142 1.3

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 19,253 18,711 17,374

(2)関係会社株式 8,689 9,058 8,689

(3)その他 6,810 4,667 5,120

(4)貸倒引当金 △909 △334 △361

投資その他の資産合計 33,844 38.6 32,102 36.9 30,822 35.1

固定資産合計 57,590 65.6 56,734 65.1 55,627 63.3

資産合計 87,724 100.0 87,102 100.0 87,937 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形  1,630 650 2,478

２．買掛金 1,573 1,810 1,892

３．未払法人税等 519 270 －

４．その他 ※３ 1,889   2,116   2,040   

流動負債合計 5,613 6.4 4,847 5.6 6,411 7.3

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 1,309 1,300 1,346

２．役員退職慰労引当金 209 206 225

３．その他 92 613 346

固定負債合計 1,611 1.8 2,119 2.4 1,918 2.2

負債合計 7,225 8.2 6,967 8.0 8,330 9.5
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前中間会計期間末
(平成17年11月30日)

当中間会計期間末
(平成18年11月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年５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 13,500 15.4 － － － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 10,823 － －

資本剰余金合計 10,823 12.4 － － － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 1,010 － －

２．任意積立金 52,366 － －

３．中間（当期）未処分
利益

1,836 － －

利益剰余金合計 55,213 62.9 － － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

3,051 3.5 － － － －

Ⅴ　自己株式 △2,088 △2.4 － － － －

資本合計 80,499 91.8 － － － －

負債資本合計 87,724 100.0 － － － －

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  13,500 15.5  13,500 15.4

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   10,823   10,823   

(2）その他資本剰余金  －   0   0   

資本剰余金合計   － －  10,823 12.4  10,823 12.3

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   1,010   1,010   

(2）その他利益剰余金           

為替変動積立金  －   300   300   

建設積立金  －   250   250   

海外市場開拓積立金  －   80   80   

圧縮積立金  －   236   236   

別途積立金  －   50,500   51,500   

繰越利益剰余金  －   2,487   1,165   

利益剰余金合計   － －  54,864 63.0  54,542 62.0

４．自己株式   － －  △2,092 △2.4  △2,090 △2.4

株主資本合計   － －  77,095 88.5  76,775 87.3

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  3,039 3.5  2,831 3.2

評価・換算差額等合計   － －  3,039 3.5  2,831 3.2

純資産合計   － －  80,134 92.0  79,607 90.5

負債純資産合計   － －  87,102 100.0  87,937 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（平成17年６月１日から
平成17年11月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年６月１日から
平成18年11月30日まで）

前事業年度の要約損益計算書
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

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 15,363 100.0 15,222 100.0 32,189 100.0

Ⅱ　売上原価 8,731 56.8 8,708 57.2 19,070 59.2

売上総利益 6,632 43.2 6,513 42.8 13,119 40.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 6,107 39.8 5,946 39.1 13,004 40.4

営業利益 524 3.4 566 3.7 115 0.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 732 4.8 673 4.4 876 2.7

Ⅴ　営業外費用  7 0.1 26 0.2 47 0.2

経常利益 1,249 8.1 1,213 8.0 944 2.9

Ⅵ　特別利益 ※３ 80 0.5 48 0.3 374 1.2

Ⅶ　特別損失 ※4,5 517 3.3 4 0.0 622 1.9

税引前中間（当期）
純利益

811 5.3 1,257 8.3 695 2.2

法人税、住民税及び
事業税  512   269   175   

法人税等調整額 △265 246 1.6 171 440 2.9 131 307 1.0

中間（当期）純利益 564 3.7 817 5.4 388 1.2

前期繰越利益 1,272 － －

自己株式処分差損 0 － －

中間配当額 － － －

中間（当期）未処分
利益

1,836 － －
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（平成18年６月１日から平成18年11月30日まで）

株主資本

資本金
(百万円)

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金
(百万円)

その他
資本
剰余金
(百万円)

資本剰余
金合計
(百万円)

利益
準備金
(百万円)

その他利益剰余金

為替変動
積立金
(百万円)

建設
積立金 
(百万円)

海外市場
開拓
積立金 
(百万円)

圧縮
積立金
(百万円)

平成18年５月31日　残高 13,500 10,823 0 10,823 1,010 300 250 80 236

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － － － － －

別途積立金の取崩し － － － － － － － － －

中間純利益 － － － － － － － － －

自己株式の取得 － － － － － － － － －

自己株式の処分 － － △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 － － △0 △0 － － － － －

平成18年11月30日　残高 13,500 10,823 0 10,823 1,010 300 250 80 236

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
(百万円)

利益剰余金

自己株式
(百万円)

株主資本
合計
(百万円)

その他
有価証券
評価差額金
(百万円)

評価・換算
差額等合計
(百万円)

その他利益剰余金
利益剰余
金合計
(百万円)

別途
積立金
(百万円)

繰越利益
剰余金
(百万円)

平成18年５月31日　残高 51,500 1,165 54,542 △2,090 76,775 2,831 2,831 79,607

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － △494 △494 － △494 － － △494

別途積立金の取崩し △1,000 1,000 － － － － － －

中間純利益 － 817 817 － 817 － － 817

自己株式の取得 － － － △2 △2 － － △2

自己株式の処分 － － － 0 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）

－ － － － － 208 208 208

中間会計期間中の変動額合計 △1,000 1,322 322 △2 319 208 208 527

平成18年11月30日　残高 50,500 2,487 54,864 △2,092 77,095 3,039 3,039 80,134
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前事業年度（平成17年６月１日から平成18年５月31日まで）

株主資本

資本金
(百万円)

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金
(百万円)

その他
資本
剰余金
(百万円)

資本剰余
金合計
(百万円)

利益
準備金
(百万円)

その他利益剰余金

為替変動
積立金
(百万円)

建設
積立金 
(百万円)

海外市場
開拓
積立金 
(百万円)

圧縮
積立金
(百万円)

平成17年５月31日　残高 13,500 10,823 － 10,823 1,010 300 250 80 236

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － － － － －

剰余金の配当（中間配当） － － － － － － － － －

利益処分による役員賞与 － － － － － － － － －

別途積立金の取崩し － － － － － － － － －

当期純利益 － － － － － － － － －

自己株式の取得 － － － － － － － － －

自己株式の処分 － － 0 0 － － － － －

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － 0 0 － － － － －

平成18年５月31日　残高 13,500 10,823 0 10,823 1,010 300 250 80 236

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
(百万円)

利益剰余金

自己株式
(百万円)

株主資本
合計
(百万円)

その他
有価証券
評価差額金
(百万円)

評価・換算
差額等合計
(百万円)

その他利益剰余金
利益剰余
金合計
(百万円)

別途
積立金
(百万円)

繰越利益
剰余金
(百万円)

平成17年５月31日　残高 52,500 821 55,198 △2,086 77,435 1,527 1,527 78,962

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － △544 △544 － △544 － － △544

剰余金の配当（中間配当） － △494 △494 － △494 － － △494

利益処分による役員賞与 － △4 △4 － △4 － － △4

別途積立金の取崩し △1,000 1,000 － － － － － －

当期純利益 － 388 388 － 388 － － 388

自己株式の取得 － － － △3 △3 － － △3

自己株式の処分 － － － 0 0 － － 0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － 1,304 1,304 1,304

事業年度中の変動額合計 △1,000 343 △656 △3 △659 1,304 1,304 644

平成18年５月31日　残高 51,500 1,165 54,542 △2,090 76,775 2,831 2,831 79,607

-単 6 -



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
（平成17年６月１日から
平成17年11月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年６月１日から
平成18年11月30日まで）

前事業年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

① 子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採

用しております。

(1) 有価証券

① 子会社及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

① 子会社及び関連会社株式

同左

② 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

基づく時価法を採用してお

ります。（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

り算定しております。）な

お、複合金融商品について

は、複合金融商品全体を一

体として時価評価しており、

評価差額を損益計算書に計

上しております。

② 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

基づく時価法を採用してお

ります。（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

り算定しております。）な

お、複合金融商品について

は、複合金融商品全体を一

体として時価評価しており、

評価差額を損益計算書に計

上しております。

② その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づ

く時価法を採用しておりま

す。（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

算定しております。）なお、

複合金融商品については、

複合金融商品全体を一体と

して時価評価しており、評

価差額を損益計算書に計上

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

商品及び貯蔵品は総平均法によ

る原価法を採用しております。

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法によっております。

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。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

建物及び構築物

２～50年

機械装置及び運搬具

２～15年

その他

２～20年

(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

法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

-単 7 -



前中間会計期間
（平成17年６月１日から
平成17年11月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年６月１日から
平成18年11月30日まで）

前事業年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

売上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

ては貸倒実績率に基づき、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）役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に備え

て、役員賞与支給見込額のうち

当中間会計期間負担額を計上し

ております。なお、当中間会計

期間においては計上しておりま

せん。

（会計方針の変更）

役員賞与については、従来利益

処分により株主総会の決議を経

て利益剰余金の減少としており

ましたが、当中間会計期間より

「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　会計基

準第４号　平成17年11月29日）

に基づき、発生時に費用処理し

ております。なお、これによる

損益に与える影響はありません。

(2）役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に備え

て、役員賞与支給見込額のうち

当中間会計期間負担額を計上し

ております。なお、当中間会計

期間においては計上しておりま

せん。

(2）役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に備え

て、役員賞与支給見込額のうち

当事業年度負担額を計上してお

ります。なお、当事業年度にお

いては計上しておりません。     

(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、当中間期末に発生してい

ると認められる額を計上してお

ります。

数理計算上の差異は、その発生

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（10

年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌事業年

度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

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

づき計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年

度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（10年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理すること

としております。

(4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備える

ため、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

同左

(4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備える

ため、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。
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前中間会計期間
（平成17年６月１日から
平成17年11月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年６月１日から
平成18年11月30日まで）

前事業年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

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かかる方法に

準じた会計処理によっております。

４．リース取引の処理方法

同左

４．リース取引の処理方法

同左

５．その他中間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

消費税等の会計処理は税抜方

式によっております。

５．その他中間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

同左

５．その他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

同左
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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
（平成17年６月１日から
平成17年11月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年６月１日から
平成18年11月30日まで）

前事業年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

（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

２億48百万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。

────── （役員賞与に関する会計基準）

　役員賞与については、従来利益処

分により株主総会の決議を経て利益

剰余金の減少としておりましたが、

当事業年度より「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　

会計基準第４号　平成17年11月29

日）に基づき、発生時に費用処理し

ております。なお、これによる損益

に与える影響はありません。

（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利益は273

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）

　当事業年度より、「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。

　従来の資本の部の合計に相当する

金額は79,607百万円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の

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）

前中間会計期間末
（平成17年11月30日）

当中間会計期間末
（平成18年11月30日）

前事業年度末
（平成18年５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

14,100百万円 14,840百万円 14,487百万円

※２．担保に供している資産

定期預金 21百万円

上記資産について、子会社の１

年以内返済予定の長期借入金４

百万円、長期借入金９百万円の

担保に供しております。

※２．担保に供している資産

定期預金 21百万円

上記資産について、子会社の１

年以内返済予定の長期借入金４

百万円、長期借入金５百万円の

担保に供しております。

※２．担保に供している資産

定期預金 21百万円

上記資産について、子会社の１

年以内返済予定の長期借入金４

百万円、長期借入金９百万円の

担保に供しております。

※３．消費税等の取扱い

前払消費税等及び預り消費税等は、

相殺のうえ流動負債のその他に含

めて表示しております。

※３．消費税等の取扱い

同左

※３．──────

 

４．偶発債務 ４．偶発債務 ４．偶発債務

　　 関係会社の金融機関よりの借入

金に対し次のとおり保証を行っ

ております。

     関係会社の金融機関よりの借入

金に対し次のとおり保証を行っ

ております。

     関係会社の金融機関よりの借入

金に対し次のとおり保証を行っ

ております。

㈱ブロリード 10百万円

㈱飛騨セルトップ 25 

㈱飛騨セルトップ 8百万円

   

㈱ブロリード 25百万円

㈱飛騨セルトップ 21 

関係会社の輸入取引について、

金融機関に支払保証を行ってお

ります。

関係会社の輸入取引について、

金融機関に支払保証を行ってお

ります。

関係会社の輸入取引について、

金融機関に支払保証を行ってお

ります。

Mayford Seeds(Pty)Ltd. Mayford Seeds(Pty)Ltd. Mayford Seeds(Pty)Ltd.

23百万円

 ( 1,280千南アフリカランド)

20百万円

 ( 1,280千南アフリカランド)

21百万円

 ( 1,280千南アフリカランド)
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（平成17年６月１日から
平成17年11月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年６月１日から
平成18年11月30日まで）

前事業年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの

受取利息 28百万円

有価証券利息 34 

受取配当金 223 

為替差益 328 

受取賃貸料 89 

受取利息 32百万円

有価証券利息 32 

受取配当金 244 

為替差益 130 

受取賃貸料

雑収入

83

149

 

受取利息 46百万円

有価証券利息 61 

受取配当金 254 

為替差益 206 

受取賃貸料 176 

雑収入 130 

　２．減価償却実施額 　２．減価償却実施額 　２．減価償却実施額

有形固定資産 360百万円

無形固定資産 108 

有形固定資産 406百万円

無形固定資産 213 

有形固定資産 785百万円

無形固定資産 231 

※３．────── ※３．特別利益のうち重要なもの ※３．特別利益のうち重要なもの

貸倒引当金戻入益 45百万円 投資有価証券売却益 374百万円

※４．特別損失のうち重要なもの ※４．────── ※４．特別損失のうち重要なもの

減損損失 248百万円

投資有価証券評価損 269百万円

   

   

減損損失 252百万円

投資有価証券評価損 207百万円

※５．減損損失

　当中間会計期間において、当社は主

に以下の資産グループにおいて減損損

失を計上いたしました。

場所 種類 場所
減損損失

(百万円)

流通施設
建物及び

構築物等

神奈川県

横浜市
121

遊休資産

（小売店舗）

建物及び

構築物等

神奈川県

藤沢市
120

　当社は管理会計上の単位を資産グ

ループの基礎とし、独立したキャッ

シュフローを生み出す最小単位でグ

ルーピングをしております。また、賃

貸資産及び遊休資産については、個別

の資産グループごとにグルーピングし

ております。

　上記記載の流通施設及び小売店舗に

ついては集約化のため閉鎖することと

なり、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額２億41百万円を減損

損失として当中間会計期間の損失とい

たしました。

　その内訳は、流通施設については建

物及び構築物55百万円、処分費用見込

額65百万円であります。小売店舗につ

いては建物及び構築物97百万円、処分

費用見込額15百万円、その他８百万円

であります。

　なお、回収可能価額は取引事例等を

勘案した合理的な見積による正味売却

価額により測定しております。

※５．―――――― ※５．減損損失

　当事業年度において、当社は主に以

下の資産グループにおいて減損損失を

計上いたしました。

場所 種類 場所
減損損失

(百万円)

流通施設
建物及び

構築物等

神奈川県

横浜市
121

遊休資産

（小売店舗）

建物及び

構築物等

神奈川県

藤沢市
120

　当社は管理会計上の単位を資産グ

ループの基礎とし、独立したキャッ

シュフローを生み出す最小単位でグ

ルーピングをしております。また、賃

貸資産及び遊休資産については、個別

の資産グループごとにグルーピングし

ております。

　上記記載の流通施設及び小売店舗に

ついては集約化のため閉鎖することと

なり、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額２億41百万円を減損

損失として当事業年度の損失といたし

ました。

　その内訳は、流通施設については建

物及び構築物55百万円、処分費用見込

額65百万円であります。小売店舗につ

いては建物及び構築物97百万円、処分

費用見込額15百万円、その他８百万円

であります。

　なお、回収可能価額は取引事例等を

勘案した合理的な見積による正味売却

価額により測定しております。
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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（平成18年６月１日から平成18年11月30日まで）

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）

　自己株式     

　　　普通株式（注） 1,415 1 0 1,417

合計 1,415 1 0 1,417

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加１千株であります。また、普通株

式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株主への単元未満株式の売渡しによる減少０千株であります。

 

 

前事業年度（平成17年６月１日から平成18年５月31日まで）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数
（千株）

当期増加株式数
（千株）

当期減少株式数
（千株）

当期末株式数
（千株）

　自己株式     

　　　普通株式（注） 1,413 2 0 1,415

合計 1,413 2 0 1,415

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加２千株であります。また、普通株

式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株主への単元未満株式の売渡しによる減少０千株であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（平成17年６月１日から
平成17年11月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年６月１日から
平成18年11月30日まで）

前事業年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

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、減損損失累

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、減損損失累

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)

有形固定
資産その
他

505 289 215

無形固定
資産

503 363 140

合計 1,008 653 355

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)

有形固定
資産その
他

530 327 203

無形固定
資産

423 354 69

合計 954 682 272

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)

有形固定
資産その
他

589 333 255

無形固定
資産

518 406 112

合計 1,107 739 367

（注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

（注）　　　　 同左 （注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。

(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等 

    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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 178百万円

１年超 176

合計 355

１年内 113百万円

１年超 158

合計 272

１年内 169百万円

１年超 198

合計 367

（注）未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定

しております。

（注）　　　　 同左 （注）未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

(3）当中間期の支払リース料及び減価

償却費相当額

(3）当中間期の支払リース料、リース

資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額及び減損損失

(3）当期の支払リース料、リース資産

減損勘定の取崩額、減価償却費相

当額及び減損損失

支払リース料 94百万円

減価償却費相当額 94

支払リース料 95百万円

減価償却費相当額 95

支払リース料 190百万円

減価償却費相当額 190

(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
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前中間会計期間
（平成17年６月１日から
平成17年11月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年６月１日から
平成18年11月30日まで）

前事業年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

２． ────── ２．オペレーティング・リース取引 ２． ──────

    未経過リース料

１年内 26百万円

１年超 114

合計 140

 (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
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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）

　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。
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