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１．18年12月中間期の業績（平成18年６月21日～平成18年12月20日）

(1）経営成績 記載金額は、表示単位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12月中間期 13,894 (16.3) 481 (△2.0) 522 (△1.4)

17年12月中間期 11,944 (20.6) 491 (19.1) 529 (19.0)

18年６月期 24,436 840 904

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12月中間期 200 (12.8) 6,675 48

17年12月中間期 177 (△23.0) 6,129 22

18年６月期 353 12,077 65

（注）①期中平均株式数 18年12月中間期 30,040株 17年12月中間期 29,009株 18年６月期 29,298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12月中間期 13,186 3,376 25.6 110,894 36

17年12月中間期 11,414 2,933 25.7 100,486 27

18年６月期 12,029 3,150 26.2 104,920 58

（注）①期末発行済株式数 18年12月中間期 30,444株 17年12月中間期 29,194株 18年６月期 30,032株

②期末自己株式数 18年12月中間期 －株 17年12月中間期 －株 18年６月期 －株

２．19年６月期の業績予想（平成18年６月21日～平成19年６月20日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 30,000 1,150 400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　13,138円88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６月期 － － － 1,250 － 1,250

17年６月期 － － － 1,250 － 1,250

19年６月期（予想） － － － 1,250 － 1,250

 

 

※　上記予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもので、実際の業績は今後様々な要因によっ

て予想数値と異なる場合があります。上記業績予想に関する事項は、添付資料　６ページをご参照ください。
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５．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年12月20日）

当中間会計期間末
（平成18年12月20日）

対前中間期比
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年６月20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  

１　現金及び預金 ※２ 1,012,546 1,160,673 148,127 1,381,328

２　売掛金 6,431 5,808 △623 5,117

３　たな卸資産 3,306,166 3,535,225 229,058 2,961,193

４　その他 371,643 371,828 184 362,383

流動資産合計 4,696,788 41.1 5,073,536 38.5 376,747 4,710,023 39.2

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産 ※１  

(1）建物 ※２ 3,293,505 4,179,960 886,454 3,423,756

(2）土地 ※２ 1,133,774 1,139,323 5,548 1,135,244

(3）その他 ※２ 712,676 986,549 273,872 1,046,916

計 5,139,956 6,305,833 1,165,876 5,605,917

２　無形固定資産 3,093 3,040 △53 3,067

３　投資その他の
資産

 

(1）差入保証金 ※２ 1,204,050 1,316,136 112,086 1,253,209

(2）その他 370,656 487,913 117,257 457,174

計 1,574,706 1,804,049 229,343 1,710,384

固定資産合計 6,717,756 58.9 8,112,923 61.5 1,395,166 7,319,369 60.8

資産合計 11,414,545 100.0 13,186,459 100.0 1,771,913 12,029,393 100.0

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１　支払手形 478,775 464,833 △13,941 429,760

２　買掛金 2,479,080 2,973,065 493,985 2,286,455

３　短期借入金 100,000 － △100,000 －

４　１年内償還予
定社債

※２ 160,000 160,000 － 160,000

５　１年内返済予
定長期借入金

※２ 901,833 1,331,835 430,002 1,141,605

６　未払金 585,288 538,386 △46,902 534,918

７　未払法人税等 245,762 216,870 △28,892 232,461

８　賞与引当金 8,410 11,158 2,748 46,719

９　その他 32,693 130,272 97,579 61,076

流動負債合計 4,991,843 43.7 5,826,421 44.2 834,578 4,892,996 40.7
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前中間会計期間末
（平成17年12月20日）

当中間会計期間末
（平成18年12月20日）

対前中間期比
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年６月20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
（％）

Ⅱ　固定負債  

１　社　債 ※２ 350,000 190,000 △160,000 270,000

２　長期借入金 ※２ 3,037,257 3,686,305 649,048 3,609,040

３　その他 101,849 107,665 5,816 106,382

固定負債合計 3,489,106 30.6 3,983,970 30.2 494,864 3,985,422 33.1

負債合計 8,480,949 74.3 9,810,391 74.4 1,329,442 8,878,418 73.8

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 763,693 6.7 － － △763,693 － －

Ⅱ　資本剰余金  

１　資本準備金 567,347 －  －

資本剰余金合計 567,347 5.0 － － △567,347 － －

Ⅲ　利益剰余金  

１　利益準備金 8,420 －  －

２　任意積立金 1,298,367 －  －

３　中間（当期）
未処分利益

294,065 －  －

利益剰余金合計 1,600,853 14.0 － － △1,600,853 － －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

1,702 0.0 － － △1,702 － －

資本合計 2,933,596 25.7 － － △2,933,596 － －

負債・資本合計 11,414,545 100.0 － －
△

11,414,545
－ －
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前中間会計期間末
（平成17年12月20日）

当中間会計期間末
（平成18年12月20日）

対前中間期比
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年６月20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
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   － －  815,327 6.2 815,327  785,097 6.5

２　資本剰余金            

 (1) 資本準備金  －   618,981    588,751   

資本剰余金合
計

  － －  618,981 4.7 618,981  588,751 4.9

３　利益剰余金            

(1）利益準備金  －   8,420    8,420   

(2）その他利益
剰余金

           

固定資産圧
縮積立金

 －   12,981    12,981   

別途積立金  －   1,600,000    1,280,000   

繰越利益剰
余金

 －   318,491    475,499   

利益剰余金合
計

  － －  1,939,892 14.7 1,939,892  1,776,901 14.8

株主資本合計   － －  3,374,200 25.6 3,374,200  3,150,749 26.2

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

　その他有価証券
評価差額金

  －   1,867  1,867  225  

評価・換算差額等
合計

  － －  1,867 0.0 1,867  225 0.0

純資産合計   － －  3,376,067 25.6 3,376,067  3,150,974 26.2

負債純資産合計   － －  13,186,459 100.0 13,186,459  12,029,393 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年６月21日
至　平成17年12月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20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６月21日
至　平成18年６月20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 11,944,962 100.0 13,894,183 100.0 1,949,221 24,436,123 100.0

Ⅱ　売上原価 9,565,044 80.1 11,076,245 79.7 1,511,200 19,509,248 79.8

売上総利益 2,379,918 19.9 2,817,938 20.3 438,020 4,926,875 20.2

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

1,888,130 15.8 2,336,209 16.8 448,079 4,085,962 16.8

営業利益 491,788 4.1 481,729 3.5 △10,058 840,912 3.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 353,146 2.9 415,880 3.0 62,733 747,437 3.1

Ⅴ　営業外費用 ※２ 315,378 2.6 375,284 2.7 59,906 684,305 2.8

経常利益 529,556 4.4 522,324 3.8 △7,231 904,044 3.7

Ⅵ　特別利益 21,418 0.2 － － △21,418 21,418 0.1

Ⅶ　特別損失 ※4 191,526 1.6 124,968 0.9 △66,558 225,647 0.9

税引前中間
（当期）純利
益

359,448 3.0 397,356 2.9 37,907 699,814 2.9

法人税、住民
税及び事業税

239,066 209,453  457,242

法人税等調整
額

△57,423 181,642 1.5 △12,628 196,825 1.5 15,182 △111,281 345,960 1.5

中間（当期）
純利益

177,805 1.5 200,531 1.4 22,725 353,854 1.4

前期繰越利益 116,259 － － －

中間（当期）
未処分利益

294,065 － － －

 

－ 5 －



(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６月21日　至平成18年12月20日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備

金
利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年６月20日　残高
（千円）

785,097 588,751 8,420 12,981 1,280,000 475,499 1,776,901 3,150,749

中間会計期間中の変動額

新株の発行 30,230 30,230     － 60,460

剰余金の配当      △37,540 △37,540 △37,540

別途積立金の積立     320,000 △320,000 － －

中間純利益      200,531 200,531 200,531

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）

30,230 30,230 － － 320,000 △157,008 162,991 223,451

平成18年12月20日　残高
（千円）

815,327 618,981 8,420 12,981 1,600,000 318,491 1,939,892 3,374,200

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成18年６月20日　残高
（千円）

225 3,150,974

中間会計期間中の変動額

新株の発行  60,460

剰余金の配当  △37,540

別途積立金の積立  －

中間純利益  200,531

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

1,641 1,641

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

1,641 225,092

平成18年12月20日　残高
（千円）

1,867 3,376,067
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前事業年度（自平成17年６月21日　至平成18年６月20日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備

金
利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成17年６月20日　残高
（千円）

751,047 554,701 8,420 － 830,000 620,499 1,458,919 2,764,668

事業年度中の変動額

新株の発行 34,049 34,049     － 68,099

固定資産圧縮積立金の積立    18,367  △18,367 － －

固定資産圧縮積立金の取崩    △5,386  5,386 － －

別途積立金の積立     450,000 △450,000 － －

剰余金の配当      △35,872 △35,872 △35,872

当期純利益      353,854 353,854 353,854

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
（千円）

34,049 34,049 － 12,981 450,000 △144,999 317,982 386,080

平成18年６月20日　残高
（千円）

785,097 588,751 8,420 12,981 1,280,000 475,499 1,776,901 3,150,749

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成17年６月20日　残高
（千円）

△1,360 2,763,307

事業年度中の変動額

新株の発行  68,099

固定資産圧縮積立金の積立  －

固定資産圧縮積立金の取崩   －

別途積立金の積立   －

剰余金の配当  △35,872

当期純利益  353,854

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

1,586 1,586

事業年度中の変動額合計
（千円）

1,586 387,667

平成18年６月20日　残高
（千円）

225 3,150,974
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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６月21日
至　平成17年12月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

前事業年度
（自　平成17年６月21日
至　平成18年６月20日）

１．資産の評価基準および評

価方法

(1）有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法に

よっております。

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

①　時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

もとづく時価法（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）によっております。

その他有価証券

①　時価のあるもの

中間決算日の市場価格等にも

とづく時価法（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）によっております。

その他有価証券

①　時価のあるもの

　決算日の市場価格等にもと

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）によっております。

②　時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

②　時価のないもの

同左

②　時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

　時価法によっております。

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

①　商品

　売価還元法による原価法に

よっております。

(3）たな卸資産

①　商品

同左

(3）たな卸資産

①　商品

同左

②　貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法

によっております。

②　貯蔵品

同左

②　貯蔵品

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（附属設備を除

く）および事業用定期借地権契約

による借地上の建物については定

額法によっております。

　なお、主な耐用年数は、以下の

とおりであります。

建物　13～31年

(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

　自社利用のソフトウェアについ

ては利用可能期間（５年）にもと

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
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年６月21日
至　平成17年12月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

前事業年度
（自　平成17年６月21日
至　平成18年６月20日）

３．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

支出時に全額費用として処理し

ております。

(1）新株発行費

支出時に全額費用として処理し

ております。

(1）新株発行費

同左

４．引当金の計上基準 (1）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与に

充てるため、支給見込額の当中間

会計期間負担額を計上しておりま

す。

(1）賞与引当金

同左

(1）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与に

充てるため、支給見込額の当期負

担額を計上しております。

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. ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処

理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段　金利スワップ

　ヘッジ対象　借入金の利息

③ヘッジ方針

　当社は、借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利スワップ取

引を行っております。投機目的で

のデリバティブ取引は一切行わな

い方針であります。

④ヘッジの有効性評価の方法

　当社の金利スワップ取引は、金利

スワップの特例処理の要件を満たし

ておりますので、その判定をもって

有効性の判定に代えております。

①ヘッジ会計の方法

　同左

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

　ヘッジ手段　 同左

　ヘッジ対象　 同左

③ヘッジ方針

　 同左

 

 

 

 

 ④ヘッジの有効性評価の方法

　 同左

 　①ヘッジ会計の方法

 同左

 　②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 　ヘッジ手段　 同左

 　ヘッジ対象　 同左

 　③ヘッジ方針

  同左

 

 

  ④ヘッジの有効性評価の方法

同左

７．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

　消費税および地方消費税の会計

処理は税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）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

前中間会計期間
（自　平成17年６月21日
至　平成17年12月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

前事業年度
（自　平成17年６月21日
至　平成18年６月20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」（企業会計基準委員会　平

成15年10月31日　企業会計基準適用指針第6

号）を適用しております。これにより税引前中

間純利益は188,855千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。

──────────  （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会

計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会　平

成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指

針第6号）を適用しております。これにより従

来と比較して、経常利益は5,028千円増加し、

税引前当期純利益は217,097千円減少しており

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。

　なお、従来の資本の部の合計に相当する金

額は、純資産の部の合計と同額となっており

ます。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年６月21日
至　平成17年12月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

（中間貸借対照表）

　「未払金」は、前中間期まで、流動負債の「その他」に含めて表示

しておりましたが、当中間期末において負債及び資本の総額の100分の

５を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間期末の「未払金」の金額は332,797千円であります。

────────── 
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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12月20日）

当中間会計期間末
（平成18年12月20日）

前事業年度末
（平成18年６月20日）

※１　有形固定資産の減価償却

累計額
996,592千円

※１　有形固定資産の減価償

却累計額

1,351,862千

円

※１　有形固定資産の減価償

却累計額

1,178,732千

円

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

現金及び預金 70,237千円

建物 1,010,352

土地 698,072

有形固定資産その他 85,555

差入保証金 159,744

計 2,023,962

現金及び預金 70,254千円

建物 935,663

土地 698,072

有形固定資産その他 70,822

差入保証金 152,744

計 1,927,558

現金及び預金 70,240千円

建物 971,987

土地 698,072

有形固定資産その他 77,840

差入保証金 156,244

計 1,974,385

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

１年内償還予定社債 100,000千円

１年内返済予定長期借入金 310,636

社債 200,000

長期借入金 437,471

計 1,048,107

１年内償還予定社債 100,000千円

１年内返済予定長期借入金 232,709

社債 100,000

長期借入金 351,482

計 784,191

１年内償還予定社債 100,000千円

１年内返済予定長期借入金 305,548

社債 150,000

長期借入金 430,821

計 986,369

　３　当社は、新規出店に係る設備資金の迅

速かつ効率的な調達を行なうため、４取引

金融機関とコミットメント期間付シンジケー

トローン契約を締結しております。これら

の契約に基づく当中間会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

　３　当社は、新規出店に係る設備資金の迅

速かつ効率的な調達を行なうため、５取引

金融機関とコミットメント期間付シンジケー

トローン契約を締結しております。これら

の契約に基づく当中間会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

３　当社は、新規出店に係る設備資金の迅速

かつ効率的な調達を行なうため、４取引金融

機関とコミットメント期間付シンジケートロー

ン契約を締結しております。これらの契約に

基づく当事業年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

コミットメント期間付シ

ンジケートローン極度額

の総額

2,000,000 千円

借入実行残高 900,000

差引額 1,100,000

コミットメント期間付シ

ンジケートローン極度額

の総額

2,600,000 千円

借入実行残高 －

差引額 2,600,000

コミットメント期間付シ

ンジケートローン極度額

の総額

2,000,000 千円

借入実行残高 1,300,000

差引額 700,000
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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６月21日
至　平成17年12月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

前事業年度
（自　平成17年６月21日
至　平成18年６月20日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 40千円

賃貸料収入 284,580

受取利息 251千円

賃貸料収入 347,104

受取利息 79千円

賃貸料収入 621,222

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 18,407千円

賃貸費用 276,635

支払利息   28,616千円

賃貸費用 325,854

支払利息 40,335千円

賃貸費用 606,102

３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額

有形固定資産 137,728千円

無形固定資産 26

有形固定資産 204,348千円

無形固定資産 26

有形固定資産 321,779千円

無形固定資産 53

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの　

減損損失 188,855千円 店舗賃借解約損

買掛金整理損

減損損失

  40,285千円

   24,455

   57,152

減損損失  222,126千円

　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いたしました。

　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いたしました。

 当会計期間において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類
金額

（千円）

福井県
福井市
ほか

賃貸用
資産

土地、
建物、
構築物
ほか

188,855

場所 用途 種類
金額

（千円）

石川県
金沢市
ほか

閉鎖予
定店舗

建物、
構築物
ほか

57,152

場所 用途 種類
金額

（千円）

福井県
福井市
ほか

賃貸用
資産

土地、
建物、
構築物
ほか

188,855

石川県
金沢市
ほか

閉鎖予
定店舗
ほか

建物、
構築物

33,270

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小

単位として、主として店舗を基本単位としてグ

ルーピングしております。その結果、賃貸店舗

については、地価の大幅な下落および収益性の

低下により、当該賃貸店舗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

て特別損失に計上いたしました。

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小

単位として、主として店舗を基本単位としてグ

ルーピングしております。その結果、賃貸店舗

については、収益性の低下により、当該店舗の

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いたしまし

た。

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、主として店舗を基本単位とし

てグルーピングしております。その結果、一

部の賃貸店舗および閉鎖予定店舗については、

地価の大幅な下落および収益性の低下により、

当該店舗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

計上いたしました。
 

 ※減損損失の内訳  ※減損損失の内訳  ※減損損失の内訳

建物 42,034 千円

土地 119,304

その他 27,516

　計 188,855

建物 30,294 千円

その他 26,857

　計 57,152

建物 75,138 千円

土地 119,304

その他 27,682

　計 222,126

　なお、当該資産グループの回収可能価額は正

味売却価額および使用価値に基づいて測定して

おり、正味売却価額は路線価、使用価値は将来

キャッシュ・フローを4.9％で割り引いて算定

しております。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は、

閉鎖予定日までの使用価値に基づいて測定して

おります。

 なお、当該資産グループの回収可能価額は

正味売却価額および使用価値に基づいて測定

しており、正味売却価額は路線価、使用価値

は将来キャッシュ・フローを4.9％で割り引

いて算定しております。

（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６月21日　至平成18年12月20日）

 　　　 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　 該当事項はありません。

 

 　　　 前事業年度（自平成17年６月21日　至平成18年6月20日）

　　　  自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　 該当事項はありません。

 

(リース取引関係)

 ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。
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(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子会社株式およ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）

前中間会計期間
（自　平成17年６月21日
至　平成17年12月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

前事業年度
（自　平成17年６月21日
至　平成18年６月20日）

１株当たり純資産額 100,486円27銭

１株当たり中間純利益金額 6,129円22銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
5,621円71銭

１株当たり純資産額 110,894円36銭

１株当たり中間純利益金額 6,675円48銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
6,573円94銭

１株当たり純資産額  104,920円58銭

１株当たり当期純利益金額 12,077円65銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
11,211円71銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

前中間会計期間
(自　平成17年６月21日
至　平成17年12月20日)

当中間会計期間
(自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日)

前事業年度
(自　平成17年６月21日
至　平成18年６月20日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益 177,805千円 200,531千円 353,854千円

普通株主に帰属しない金額 － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益 177,805千円 200,531千円 353,854千円

期中平均株式数 29,009株 30,040株 29,298株

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

　中間（当期）純利益調整額 － － －

　普通株式増加数 2,618株     464株 2,262株

　（うち新株予約権） (　　2,618 株) (　　   464株) (　 2,262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

(1)新株予約権の種類

1種類

新株予約権の数

500個

(1)新株予約権の種類

2種類

新株予約権の数

1,197個

 (1)新株予約権の種類

 1種類

 新株予約権の数

489個

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年６月21日
至　平成17年12月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

前事業年度
（自　平成17年６月21日
至　平成18年６月20日）

──────────  (子会社の設立)

　当社は、平成18年12月4日開催の取締役会決

議に基づき、平成18年12月21日に「ゲンキー

ネット株式会社」(資本金1,000万円、出資比

率100%)を設立いたしました。

　尚、同社はインターネットを通じた化粧品、

医薬品、雑貨の通信販売を主な事業内容とす

る予定であります。

──────────
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