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１．18 年 11 月中間期の業績（平成 18 年 5 月 21 日 ～ 平成 18 年 11 月 20 日） 

（1）経営成績                            （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高 営業利益 経常利益 

      百万円          ％       百万円          ％      百万円         ％ 

18 年 11 月中間期 

17 年 11 月中間期 
 

 

11,287 

11,237 

(  0.4) 

(△0.0) 

 

 

276 

256 

(   7.7) 

(  40.3) 

 

 

308 

 289 

(  6.6) 

( 39.4) 

1 8 年 5 月 期  23,239   415    481  

 

 
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 

17 年 11 月中間期 
 

 

  278 

△179 

(   ―   )

(   ―   )

 

 

  63 

△36 

36 

22 

1 8 年 5 月 期  △215           △43 52 

（注）① 期中平均株式数 18 年 11 月中間期 4,396,723 株  17 年 11 月中間期 4,944,118 株  18 年 5 月期 4,943,861 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 

 

18 年 11 月中間期 

17 年 11 月中間期 

百万円 

7,743 

8,139 

百万円 

4,201 

4,341 

              ％ 

54.3 

53.3 

円   銭

981    34 

878    19 

1 8 年 5 月 期         9 147 4,287 46.9 867    25 

（注）① 期末発行済株式数 18 年 11 月中間期 4,281,480 株 17 年 11 月中間期 4,944,080 株 18 年 5 月期 4,943,280 株 

② 期末自己株式数  18 年 11 月中間期   681,648 株 17 年 11 月中間期    19,048 株 18 年 5月期    19,848 株 

 

２．19 年 5月期の業績予想（平成 18 年 5 月 21 日 ～ 平成 19 年 5 月 20 日） 

 
売 上 高 経常利益 当期純利益

 

 

 通     期 

百万円 

22,000 

百万円 

500 

百万円 

350 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    81 円 75 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 5 月期 4.00 4.00 8.00

19年5月期(実績) 5.00 ―

19年5月期(予想) ― 5.00
10.00

 

（注）上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画の基となる前提、予想を含んで記載しております。実際の業績は、

今後様々な要因によって上記予想とは異なる結果となる可能性があります。 

   なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の 5ページを参照してください。 
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【中間財務諸表等】 

(1) 【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11月20日) 

当中間会計期間末 

(平成18年11月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年５月20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  1,645,672 2,282,503 2,600,771 

２ 売掛金  43,702 12,022 48,221 

３ たな卸資産  910,686 668,766 999,755 

４ その他  223,536 211,546 268,387 

貸倒引当金  △122 ― △178 

流動資産合計   2,823,475 34.7 3,174,838 41.0  3,916,958 42.8

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２ 1,461,045 1,339,315 1,482,971 

(2) 器具備品  232,456 197,987 228,978 

(3) 土地 ※２ 2,019,334 1,721,451 1,904,446 

(4) その他  82,994 139,559 76,436 

   計  3,795,831 3,398,313 3,692,832 

２ 無形固定資産  11,522 6,538 10,865 

３ 投資その他の資産    

(1) 差入敷金保証金  1,087,241 838,505 1,132,141 

(2) その他  424,107 325,173 397,539 

 貸倒引当金  △2,692 ― △2,672 

   計  1,508,656 1,163,679 1,527,009 

固定資産合計   5,316,010 65.3 4,568,531 59.0  5,230,707 57.2

資産合計   8,139,486 100.0 7,743,370 100.0  9,147,665 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年11月20日) 

当中間会計期間末 

(平成18年11月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年５月20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  433 ― 969 

２ 買掛金  1,426,560 1,183,421 1,622,386 

３ 短期借入金 ※２ 1,130,000 1,230,000 2,130,000 

４ １年内に返済予定の 
  長期借入金 

※２ 121,420 98,776 111,774 

５ 未払法人税等  126,000 177,000 38,000 

６ 賞与引当金  50,101 41,940 36,000 

７ その他 ※３ 361,180 324,304 367,387 

流動負債合計   3,215,696 39.5 3,055,442 39.4  4,306,518 47.1

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２ 188,530 89,754 132,466 

２ 預り保証金  274,280 272,522 286,583 

３ 退職給付引当金  83,375 86,470 84,834 

４ その他  35,743 37,582 50,228 

固定負債合計   581,930 7.2 486,328 6.3  554,112 6.0

負債合計   3,797,626 46.7 3,541,771 45.7  4,860,630 53.1

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   808,289 9.9 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  855,619 ― ― 

資本剰余金合計   855,619 10.5 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  116,644 ― ― 

２ 任意積立金  2,500,000 ― ― 

３ 中間未処分利益  55,129 ― ― 

利益剰余金合計   2,671,773 32.8 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  12,847 0.2 ― ―  ― ―

Ⅴ 自己株式   △6,669 △0.1 ― ―  ― ―

資本合計   4,341,860 53.3 ― ―  ― ―

負債資本合計   8,139,486 100.0 ― ―  ― ―
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前中間会計期間末 

(平成17年11月20日) 

当中間会計期間末 

(平成18年11月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年５月20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   ― ― 808,289 10.4  808,289 8.8

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 855,619 855,619 

資本剰余金合計   ― ― 855,619 11.1  855,619 9.4

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 116,644 116,644 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 2,500,000 2,500,000 

繰越利益剰余金  ― 258,030 △752 

利益剰余金合計   ― ― 2,874,674 37.1  2,615,891 28.6

４ 自己株式   ― ― △344,822 △4.4  △7,218 △0.1

株主資本合計   ― ― 4,193,761 54.2  4,272,582 46.7

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― 7,837 0.1  14,452 0.2

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 7,837 0.1  14,452 0.2

純資産合計   ― ― 4,201,598 54.3  4,287,035 46.9

負債純資産合計   ― ― 7,743,370 100.0  9,147,665 100.0
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② 【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20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   11,237,981 100.0 11,287,927 100.0  23,239,027 100.0

Ⅱ 売上原価   9,067,762 80.7 9,165,031 81.2  18,747,011 80.7

売上総利益   2,170,218 19.3 2,122,895 18.8  4,492,015 19.3

Ⅲ 営業収入   133,042 1.2 108,408 0.9  262,873 1.1

営業総利益   2,303,260 20.5 2,231,304 19.7  4,754,889 20.4

Ⅳ 販売費及び一般管理費   2,046,797 18.2 1,955,125 17.3  4,339,127 18.6

営業利益   256,462 2.3 276,178 2.4  415,761 1.8

Ⅴ 営業外収益 ※１  51,971 0.5 46,747 0.4  98,448 0.4

Ⅵ 営業外費用 ※２  19,095 0.2 14,356 0.1  33,157 0.1

経常利益   289,338 2.6 308,569 2.7  481,051 2.1

Ⅶ 特別利益 ※３  136 0.0 179,905 1.6  40,100 0.2

Ⅷ 特別損失 ※4.6  452,017 4.0 292 0.0  687,872 3.0

税引前中間純利益   ― ― 488,183 4.3  ― ―

税引前中間(当期) 
純損失 

  162,543 △1.4 ― ―  166,721 △0.7

法人税、住民税 
及び事業税 

 113,616 170,724 128,448 

法人税等調整額  △97,099 16,516 0.2 38,903 209,627 1.8 △80,004 48,443 0.2

中間純利益   ― ― 278,555 2.5  ― ―

中間(当期)純損失   179,059 △1.6 ― ―  215,164 △0.9

前期繰越利益   234,189 ―  ―

中間未処分利益   55,129 ―  ―
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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５月 21 日 至 平成 18 年 11 月 20 日) 

（単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金 別途積立金
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５月20日残高 808,289 855,619 855,619 116,644 2,500,000 △752 2,615,891 △7,218 4,272,582

中間会計期間中の 

変動額 
   

 剰余金の配当   △19,773 △19,773 △19,773

 中間純利益   278,555 278,555 278,555

 自己株式の取得    △337,604 △337,604

 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 
― ― ― ― ― 258,782 258,782 △337,604 △78,821

平成18年11月20日残高 808,289 855,619 855,619 116,644 2,500,000 258,030 2,874,674 △344,822 4,193,761

 

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５月20日残高 14,452 14,452 4,287,035

中間会計期間中の 

変動額 
 

 剰余金の配当  △19,773

 中間純利益  278,555

 自己株式の取得  △337,604

 株主資本以外の項目 

の中間会計期間中の 

変動額(純額) 

△6,614 △6,614 △6,614

中間会計期間中の 

変動額合計 
△6,614 △6,614 △85,436

平成18年11月20日残高 7,837 7,837 4,201,598
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前事業年度(自 平成 17 年５月 21 日 至 平成 18 年５月 20 日) 

（単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金 別途積立金
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17年５月20日残高 808,289 855,619 855,619 116,644 2,500,000 258,966 2,875,611 △6,476 4,533,043

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当   △39,554 △39,554 △39,554

利益処分による役員

賞与 
  △5,000 △5,000 △5,000

 当期純損失   △215,164 △215,164 △215,164

 自己株式の取得    △741 △741

 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 
― ― ― ― ― △259,719 △259,719 △741 △260,460

平成18年５月20日残高 808,289 855,619 855,619 116,644 2,500,000 △752 2,615,891 △7,218 4,272,582

 

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17年５月20日残高 8,356 8,356 4,541,399

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当  △39,554

利益処分による役員

賞与 
 △5,000

 当期純損失  △215,164

 自己株式の取得  △741

 株主資本以外の項目 

の事業年度中の変動 

額(純額) 

6,095 6,095 6,095

事業年度中の変動額 

合計 
6,095 6,095 △254,364

平成18年５月20日残高 14,452 14,452 4,287,035
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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５月21日 
至 平成17年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

１  たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

商品 

売価還元法による原価法 

商品 

同左 

商品 

同左 

 貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

２ 有価証券の評価基準及

び評価方法 

(1) その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定) 

(1) その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定) 

(1) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部

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) 

 時価のないもの 

移動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) 子会社株式 

移動平均法による原価法 

(2) 子会社株式 

同左 

(2) 子会社株式 

同左 

３ 固定資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

定率法 

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、耐用年数及び残存価

額については、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 

ソフトウェア(自社利用)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 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権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 

――――― 

(1) 貸倒引当金 

債権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勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

 (2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備え

るため、賞与支給見込額に基

づき計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

て、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。 

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(５年)による定額

法により、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

て、当期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。 

また、数理計算上の差異に

ついては、発生年度の従業員

の平均残存勤務期間内の一定

年数(５年)による定額法によ

り、翌期から費用処理する方

法によっております。 

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 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式を採用してお

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 
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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 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

  固定資産の減損に係る

会計基準 

「固定資産の減損に係る会計

基準」(「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）を当中間会計期間から適

用しております。 

 これにより「税引前中間純利

益」が427,753千円減少しており

ます。なお、営業利益及び経常利

益に与える影響額は軽微であり

ます。 

 また、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。 

――――― 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）が適用される

こととなったため、同会計基準及

び同適用指針を適用しておりま

す。 

これにより営業利益及び経常利

益が22,955千円増加し、税引前当

期純損失が653,829千円増加して

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、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）が

適用されることとなったため、

同会計基準及び同適用指針を適

用しております。 

なお、従来の資本の部の合計に

相当する金額は 4,287,035千円

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11月20日) 

当中間会計期間末 

(平成18年11月20日) 

前事業年度末 

(平成18年５月20日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

2,837,652千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

2,619,851千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

2,827,428千円

※２ 担保資産 

(1) 担保に供している資産 

建物 455,232千円 

土地 1,715,771 

計 2,171,004 
 

※２ 担保資産 

(1) 担保に供している資産 

建物 327,709千円

土地 1,299,650 

計 1,627,359 
 

※２ 担保資産 

(1) 担保に供している資産 

建物 385,567千円

土地 1,482,645 

計 1,868,212 
 

(2) 上記に対応する債務 

短期借入金 500,000千円 

一年内に 
返済予定の 
長期借入金 

121,420 

長期借入金 188,530 

計 809,950 
 

(2) 上記に対応する債務 

短期借入金 600,000千円

一年内に 
返済予定の 
長期借入金 

98,776 

長期借入金 89,754 

計 788,530 
 

(2) 上記に対応する債務 

短期借入金 1,500,000千円

一年内に 
返済予定の 
長期借入金 

111,774 

長期借入金 244,240 

計 1,856,014 
 

※３ 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 

下記関係会社の金融機関からの借入

に対し、債務保証を行っております。 

㈱梅乃家 39,400千円 

㈱シモカワ 
ドラッグ 

106,229 

㈱マミーズ 
マーケット 

245,047 

㈱下川調剤 82,500 

計 473,176 
 

４ 偶発債務 

下記関係会社の金融機関からの借入

に対し、債務保証を行っております。 

㈱梅乃家 23,320千円

㈱マミーズ 
マーケット 

527,759 

計 551,079 
 

４ 偶発債務 

下記関係会社の金融機関からの借入

に対し、債務保証を行っております。 

㈱梅乃家 31,360千円

㈱シモカワ 
ドラッグ 

99,107 

㈱マミーズ 
マーケット 

405,903 

㈱下川調剤 67,500 

計 603,870 
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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５月21日 

至 平成17年11月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年５月21日 

至 平成18年11月20日) 

前事業年度 

(自 平成17年５月21日 

至 平成18年５月20日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 3,661千円 

受取配当金 942 

仕入割引 449 

電算機 
事務処理料 

24,127 

  

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 6,603千円

受取配当金 765 

仕入割引 527 

電算機 
事務処理料 

24,071 

  

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 8,201千円

受取配当金 1,590 

仕入割引 957 

電算機 
事務処理料 

50,304 

  
※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 12,247千円 
  

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 12,411千円
  

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 24,510千円
  

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金 

戻入益 
136千円 

 

※３ 特別利益の主要項目 

営業移転利益 179,565千円

貸倒引当金 

戻入益 
340 

 

※３ 特別利益の主要項目 

関係会社 
株式売却益 

40,000千円

貸倒引当金 

戻入益 
100 

 
※４ 特別損失の主要項目 

固定資産 
除却損 

5,889千円 

減損損失 446,127 
  

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産 
除却損 

292千円

  

※４ 特別損失の主要項目 

投資有価 
証券売却損 

2,039千円

固定資産 

除却損 
9,048 

減損損失 676,785 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 106,378千円 

無形固定資産 468 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 91,586千円

無形固定資産 237 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 226,051千円

無形固定資産 797 
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前中間会計期間 

(自 平成17年５月21日 

至 平成17年11月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年５月21日 

至 平成18年11月20日) 

前事業年度 

(自 平成17年５月21日 

至 平成18年５月20日) 

※６ 減損損失について 

(1) 概要 

減損損失の内容は次の通りでありま

す。 

当中間会計期間において、以下の資産

について減損損失を計上しております。 

用 途 種 類 場 所 

営業用 

店舗 

 

土地、建物、 

構築物、 

器具備品、 

リース資産等 

大分県臼杵市 

大分県 
津久見市 

熊本県熊本市 

宮崎県宮崎市 

賃貸用 

資産 

土地、建物、 

構築物、 

器具備品 

大分県佐伯市 

熊本県熊本市 

熊本県菊池郡 

宮崎県宮崎市 

宮崎県日向市 

宮崎県宮崎郡 

遊休 

資産 

建物、構築物、 

器具備品 
宮崎県延岡市 

当社は、キャッシュ・フローを生み出

す最小の単位として、店舗を基本単位と

し、また賃貸用資産及び遊休資産につい

ては、物件単位毎にグルーピングしてお

ります。 

営業活動から生じる損益が継続して

マイナスとなっている店舗及び賃貸用

資産や土地の時価の下落が著しい店舗、

賃貸用資産及び遊休資産を対象とし、回

収可能価額が帳簿価額を下回るものに

ついて土地、建物及び構築物等の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上し

ております。 

(2) 減損損失の金額 

固定資産の種類 
金額 

(千円) 

土地 235,028 

建物及び構築物 172,086 

器具備品 14,122 

リース資産等 24,890 

計 446,127 

(3) 回収可能額の算定方法 

回収可能額が使用価値の場合は、将来

キャッシュ・フローを5.0％の割引率で

割り引いて計算しております。回収可能

額が正味売却価額の場合には、不動産鑑

定評価額を基に算出評価しております。 

※６          ――――― 

 

※６ 減損損失について 

(1) 概要 

減損損失の内容は次の通りでありま

す。 

当事業年度において、以下の資産につ

いて減損損失を計上しております。 

用 途 種 類 場 所 

営業用 

店舗 

 

土地、建物、 

構築物、 

器具備品、 

リース資産等 

大分県臼杵市

大分県 
津久見市 

熊本県熊本市

宮崎県宮崎市

宮崎県延岡市

賃貸用 

資産 

土地、建物、 

構築物、 

器具備品 

大分県佐伯市

熊本県熊本市

熊本県菊池郡

宮崎県宮崎市

宮崎県日向市

宮崎県宮崎郡

遊休 

資産 

建物、構築物、 

器具備品 
宮崎県延岡市

当社は、キャッシュ・フローを生み出

す最小の単位として、店舗を基本単位と

し、また賃貸用資産及び遊休資産につい

ては、物件単位毎にグルーピングしてお

ります。 

営業活動から生じる損益が継続して

マイナスとなっている店舗及び賃貸用

資産や土地の時価の下落が著しい店舗、

賃貸用資産及び遊休資産を対象とし、回

収可能価額が帳簿価額を下回るものに

ついて土地、建物及び構築物等の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上し

ております。 

(2) 減損損失の金額 

固定資産の種類 
金額 

(千円) 

土地 380,054

建物及び構築物 227,995

その他 68,734

計 676,785

 

(3) 回収可能価額の算定方法 

回収可能価額が使用価値の場合は、将

来キャッシュ・フローを5.0％の割引率

で割り引いて計算しております。回収可

能価額が正味売却価額の場合には、不動

産鑑定評価額を基に算出評価しており

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５月21日 至 平成18年11月20日) 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 19,848 661,800 ― 681,648
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   自己株式の買受による増加    660,000株 

   単元未満株式の買取りによる増加  1,800株 

 

 

前事業年度(自 平成17年５月21日 至 平成18年５月20日) 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 18,648 1,200 ― 19,848
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加  1,200株 
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(リース取引関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年５月21日 

至 平成17年11月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年５月21日 

至 平成18年11月20日) 

前事業年度 

(自 平成17年５月21日 

至 平成18年５月20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、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 
 

 有形固定 
資産 

器具備品 
(千円) 

無形固定
資産 

ｿﾌﾄｳｪｱ
(千円)

合 計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

738,945 61,786 800,731

減価償却 
累計額 
相当額 

442,868 56,865 499,733

減損損失 
累計額 
相当額 

23,391 ― 23,391

中間期末 
残高 
相当額 

272,685 4,920 277,605

 

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、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 
 

 有形固定
資産 

器具備品
(千円)

無形固定
資産 

ｿﾌﾄｳｪｱ
(千円)

合 計
(千円)

取得価額
相当額 

672,801 14,108 686,909

減価償却
累計額 
相当額 

364,964 6,192 371,157

減損損失
累計額 
相当額 

32,427 ― 32,427

中間期末
残高 
相当額 

275,409 7,915 283,324

 

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、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額 
 

 有形固定 
資産 

器具備品 
(千円) 

無形固定
資産 

ｿﾌﾄｳｪｱ 
(千円) 

合 計
(千円)

取得価額
相当額 

860,691 67,940 928,631

減価償却
累計額 
相当額 

495,434 58,613 554,048

減損損失
累計額 
相当額 

41,672 ― 41,672

期末残高
相当額 

323,584 9,326 332,911

 
② 未経過リース料中間期末残高相当額及

びリース資産減損勘定中間期末残高 
 
 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 93,949千円 

１年超 192,281 

合計 286,231 
 

リース資産減損勘定中間期末残高 

19,557千円 
 

② 未経過リース料中間期末残高相当額及

びリース資産減損勘定中間期末残高 
 
 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 85,884千円

１年超 202,330 

合計 288,214 
 

リース資産減損勘定中間期末残高 

22,475千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額及びリ

ース資産減損勘定期末残高 
 
 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 94,986千円

１年超 243,207 

合計 338,193 

リース資産減損勘定期末残高 

34,582千円
 

③ 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、支払利息相当

額及び減損損失 

支払リース料 62,426千円 

リース資産減損 
勘定の取崩額 

3,834 

減価償却費 
相当額 

59,704 

支払利息相当額 2,573 

減損損失 23,391 
 

③ 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、支払利息相当

額及び減損損失 

支払リース料 52,078千円

リース資産減損 
勘定の取崩額 

7,451 

減価償却費 
相当額 

49,586 

支払利息相当額 2,199 
 

③ 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、支払利息相当

額及び減損損失 

支払リース料 123,563千円

リース資産減損 
勘定の取崩額 

7,089 

減価償却費 
相当額 

115,139 

支払利息相当額 5,127 

減損損失 41,672 
 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

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。 

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。 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

利息相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

利息相当額の算定方法 

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で時価のある

ものはありません。 


