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 ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」 

 

平成 19 年２月７日 
 
各 位 

上場会社名 株 式 会 社 ア マ ガ サ

（コード番号 3070：大証ヘラクレス）

本社所在地 東京都台東区浅草六丁目 34 番５号

代 表 者 代表取締役社長 天 笠  悦 藏

問 合 せ 先 取締役 

経営管理本部長兼経営企画室長

  河 野  清 孝

電 話 番 号 （03）3871-0112（代表） 

（URL http://www.amagasa-co.com/） 

 

 
 

大阪証券取引所ヘラクレス市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 
 

 当社は、本日、平成 19 年２月７日に大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－     

「ヘラクレス」に上場いたしました。今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、    

よろしくお願い申し上げます。 

 上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして、別添のとおりお知らせいたします。 

 

以 上 
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平成 18 年 12 月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 19 年２月７日 

上場会社名 株式会社アマガサ （コード番号：3070 大証ヘラクレスＧ）

（ＵＲＬ http://www.amagasa-co.com/ ）  
問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長 天笠 悦藏 （TEL：（03）3871－0112） 

              責任者役職・氏名 取締役経営管理本部長 
兼経営企画室長 河野 清孝 

 
１ 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項 
① 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 ： 無 
③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無 ： 無 

 
２ 平成 18 年 12 月期第３四半期の財務・業績概況（平成 18 年１月１日～平成 18 年９月 30 日） 
(1)経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

18 年 12 月期第３四半期 4,750 （－） 252 （－） 254 （－） 125 （－）

17年 12 月期第３四半期 － （－） － （－） － （－） － （－）

(参考)17 年 12 月期 6,026 （4.4） 190 （△24.9） 233 （△13.9） 124 （△16.5）

 

 １ 株 当 た り 当 期

（ 四 半 期 ） 純 利 益

潜 在 株 式 調 整 後

１株当たり当期（四半期）純利益

 円    銭 円    銭

18 年 12 月期第３四半期 15,748  05 － 

17 年 12 月期第３四半期 － － 

(参考)17 年 12 月期 59,603  59 － 

(注)１．期中平均株式数 平成 18 年第３四半期 8,000 株 
平成 17 年 12 月期   1,997 株 

２．前年同四半期の数値に関しましては、当第３四半期より四半期業績を作成しているため記載を省略
しております。 

 
［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期におけるわが国経済は、米国経済が減速過程に入っているものの、引続き緩やかに回復して

おります。また、個人消費も増加基調にあるものと思われます。 

 当業界におきましては、大手量販店の進出、消費者の購入場所の多様化等により、ますます企業間競争は

激化しております。 

 このような状況の下、当社におきましては、天候不順や気温の低下により、夏物のサンダルの販売につい

ては、伸び悩みましたが、パンプスが安定的に販売できたこと、ブーツもジョッキーブーツやニーハイブー

ツを中心に販売することができました。 

この結果、当第３四半期の業績は、売上高 4,750 百万円、経常利益 254 百万円、四半期純利益 125 百万円 

となりました。 
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(2)財政状態の変動状況 （百万円未満切捨） 

 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 月期第３四半期 5,385  828  15.4   103,582     43 

17 年 12 月期第３四半期 －  －  －  －

(参考)17 年 12 月期 5,025  716  14.3   355,572     58 

(注)前年同四半期の数値に関しましては、当第３四半期より四半期業績を作成しているため記載を省略して
おります。 

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

 当四半期における総資産は、5,385 百万円となり、前事業年度比 360 百万円の増加となりました。 

 流動資産は、前事業年度末に比べ 365 百万円増加の 2,669 百万円となりました。この主な要因は現金及び

預金、売掛金が増加一方で、受取手形が減少したことによるものであります。また、固定資産は、前事業年

度末に比べ 5百万円減少の 2,716 百万円となりました。この主な要因は、減価償却によるものであります。 

 流動負債は、前事業年度末に比べ 438 百万円増加の 2,995 百万円となりました。この主な要因は、買掛金

の増加によるものであります。また、固定負債は、前事業年度末に比べ 191 百万円減少の 1,561 百万円とな

りました。この主な要因は社債及び長期借入金の減少によるものであります。 

 
【キャッシュ・フローの状況】 （百万円未満切捨） 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年 12 月期第３四半期 603 △126  △118   565  

17 年 12 月期第３四半期 －  －  －   －  

(参考)17 年 12 月期 △10 △204 333 206  

(注)前年同四半期の数値に関しましては、当第３四半期より四半期業績を作成しているため記載を省略して
おります。 

 
[参  考] 
平成 18 年 12 月期の業績予想（平成 18 年１月１日～平成 18 年 12 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 6,419  346  171  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）21,379 円 71 銭 
（注） １株当たり予想当期純利益の算出根拠となった株式数は、平成 18 年 12 月期の予想期中平均株式数 

8,000 株を用いて算出しております。 
 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

 平成18年12月期の予想は上記の通りであり、当第３四半期における売上高につきましては、計画比100.9％

で順調に推移しております。また、利益については[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]に記載の通

りであり、現時点では本業績に変更はありません。 

 

（注） 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報に基づき作成しております

が、実際の業績は、今後の事業環境、経済状況の変化等さまざまな要因により予想数値と異なる可

能性があります。 
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〔添付資料〕 

１．（要約）四半期貸借対照表 

  当第３四半期会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 17 年 12 月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
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 ※2 851,637 515,399 

２．受取手形 ※4 362,744 643,665 

３．売掛金  1,153,669 899,270 

４．たな卸資産  313,562 259,271 

５．その他 ※6 18,581 17,539 

   貸倒引当金  △30,700 △31,400 

流動資産合計  2,669,494 49.6  2,303,746 45.8

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※1  

（１）建物 ※2 915,823 600,487 

（２）土地 ※2 1,479,999 1,479,999 

（３）その他 ※2 45,988 368,029 

有形固定資産合計  2,441,812 2,448,517 

２．無形固定資産  7,348 8,113 

３．投資その他の資産   

（１）投資有価証券  87,168 91,315 

（２）その他  196,614 236,681 

貸倒引当金  △16,856 △62,807 

投資その他の資産合計  266,926 265,189 

固定資産合計  2,716,087 50.4  2,721,819 54.2

資産合計  5,385,582 100.0  5,025,565 100.0
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  当第３四半期会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 17 年 12 月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
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  1,175,990 1,156,929 

 ２．買掛金  570,994 253,153 

 ３．１年内返済予定長期借入金 ※2 906,324 804,637 

 ４．１年内償還予定社債  100,000 100,000 

 ５．未払法人税等  62,843 30,599 

 ６．賞与引当金  31,500 － 

 ７．返品調整引当金  10,300 8,000 

 ８．その他  137,298 203,278 

流動負債合計  2,995,250 55.6  2,556,598 50.8

Ⅱ 固定負債   

 １．社債  ― 100,000 

 ２．長期借入金 ※2、5 1,342,389 1,457,458 

 ３．退職給付引当金  69,978 64,972 

４．役員退職慰労引当金  145,280 121,733 

 ５．その他  4,025 8,658 

固定負債合計  1,561,672 29.0  1,752,822 34.9

負債合計  4,556,923 84.6  4,309,420 85.7

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  ― ―  167,500 3.3

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  ― 90,000 

資本剰余金合計  ― ―  90,000 1.8

Ⅲ 利益剰余金   

 １．別途積立金  ― 68,035 

 ２．当期未処分利益  ― 375,680 

利益剰余金合計  ― ―  443,715 8.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金  ― ―  14,929 0.3

  資本合計  ― ―  716,145 14.3

負債及び資本合計  ― ―  5,025,565 100.0

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  167,500 3.1  ― ―

２．資本剰余金   

（１）資本準備金  90,000 ― 

  資本剰余金合計  90,000 1.7  ― ―

３．利益剰余金   

（１）その他利益剰余金   

別途積立金  68,035 ― 

繰越利益剰余金  491,664 ― 

利益剰余金合計  559,699 10.4  ― ―

株主資本合計  817,199 15.2  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差額金  11,459 0.2  ― ―

評価・換算差額等合計  11,459 0.2  ― ―

純資産合計  828,659 15.4  ― ―

負債純資産合計  5,385,582 100.0  ― ―
   

(注)前年同四半期の数値に関しましては、当第３四半期より四半期業績を作成しているため記載を省略しております。
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２．（要約）四半期損益計算書 
  当第３四半期会計期間 

（自 平成 18 年１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１月１日 

      至 平成 17 年 12 月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  4,750,783 100.0  6,026,302 100.0

Ⅱ 売上原価  3,334,233 70.2  4,367,389 72.5

売上総利益  1,416,550 29.8  1,658,912 27.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,164,296 24.5  1,468,219 24.3

営業利益  252,253 5.3  190,693 3.2

Ⅳ 営業外収益 ※1 75,455 1.6  106,131 1.7

Ⅴ 営業外費用 ※2 73,283 1.5  63,136 1.0

経常利益  254,425 5.4  233,688 3.9

Ⅵ 特別利益  1,718 0.0  1,018 0.0

Ⅶ 特別損失 ※3,4 25,575 0.5  11,386 0.2

税引前四半期（当期）純利益  230,569 4.9  223,320 3.7

法人税、住民税及び事業税  108,000 94,900  

法人税等調整額  △3,415 104,584 2.2 4,391 99,291 1.6

四半期（当期）純利益  125,984 2.7  124,028 2.1

    

(注)前年同四半期の数値に関しましては、当第３四半期より四半期業績を作成しているため記載を省略しております。 
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３．四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自平成 18 年１月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

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 

別 途 積

立金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

株主資本

合計 

平成17年12月31日残高 (千円) 167,500 90,000 90,000 68,035 375,680 443,715 701,215 

当第３四半期会計期間中の変動額    

剰余金の配当  △5,000 △5,000 △5,000 

利益処分による役員賞与金  △5,000 △5,000 △5,000 

当四半期純利益  125,984 125,984 125,984 

株主資本以外の項目の当四半

期会計期間中の変動額（純額）
   

当第３四半期会計期間中の変動

額合計(千円) 

 
115,984 115,984 115,984 

平成 18年９月 30日残高 (千円) 167,500 90,000 90,000 68,035 491,664 559,699 817,199 

 

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12月31日残高 (千円) 14,929 14,929 716,145

当第３四半期会計期間中の変動額  

剰余金の配当  △5,000

利益処分による役員賞与金  △5,000

当四半期純利益  125,984

株主資本以外の項目の当四半

期会計期間中の変動額（純額）
△3,470 △3,470 △3,470

当第３四半期会計期間中の変動

額合計(千円) 
△3,470 △3,470 112,514

平成18年９月30日残高 (千円) 11,459 11,459 828,659
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４．（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

当第３四半期会計期間 

（自 平成 18 年１月１日 

    至 平成 18 年９月 30 日）

前事業年度の 

要約キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成 17 年１月１日 

  至平成 17 年 12 月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期（当期）純利益  230,569 223,320 

減価償却費  55,666 56,807 

減損損失  8,529 ― 

退職給付引当金の増減額(減少：△)  5,006 △4,306 

役員退職慰労引当金の増加額  23,547 7,982 

貸倒引当金の増減額(減少：△)  △46,651 30,565 

返品調整引当金の増加額  2,300 ― 

賞与引当金の増加額  31,500 ― 

受取利息及び受取配当金  △2,262 △3,292 

支払利息  39,481 55,142 

固定資産除却損  17,045 10,011 

売上債権の減少額  71,829 1,347 

たな卸資産の減少額(増加：△)  △54,291 △39,230 

仕入債務の増減額(減少：△)  336,901 △61,953 

未払金の増減額(減少：△)  25,566 △1,353 

役員賞与の支払額  △5,000 ― 

その他  △17,103 △26,189 

小計  722,635 248,851 

利息及び配当金の受取額  2,284 3,327 

利息の支払額  △40,462 △56,353 

法人税等の支払額  △80,465 △206,242 

営業活動によるキャッシュ・フロー  603,991 △10,416 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  △165,800 △217,605 

定期預金の払戻しによる収入  189,000 425,007 

貸付金の回収による収入  ― 4,500 

有形固定資産の取得による支出  △143,571 △387,022 

差入保証金の返還による収入  21,112 ― 

差入保証金の差入による支出  △24,402 △23,852 

その他  △2,508 △5,412 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △126,171 △204,385 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入れによる収入  680,000 1,350,000 

長期借入金の返済による支出  △693,382 △920,335 

社債償還による支出  △100,000 △100,000 

自己株式売却による収入  ― 4,000 

配当金の支払額  △5,000 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △118,382 333,665 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  359,438 118,863 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  206,504 87,641 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期期末(期末)残高 ※ 565,942 206,504 
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〔添付資料〕 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

当第３四半期会計期間 
（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度 
（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

第３四半期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、売却原価は総

平均法により算定）を採用しており

ます。 

 

時価のないもの 

総平均法による原価法を採用して

おります。 

 

(1）有価証券 

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

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は総平均法により

算定）を採用しております。 

 

 

時価のないもの 

同左 

 (2）デリバティブ 

  時価法 

 

(2）デリバティブ 

同左 

 (3）たな卸資産 

  商品 

   先入先出法による原価法 

  貯蔵品 

   最終仕入原価法 

 

(3）たな卸資産 

  商品 

同左 

  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）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。 

建物       ３年～50年 

構築物      10年～15年 

車両       ５年～６年 

器具及び備品   ３年～20年 

 

(1）有形固定資産 

同左 

 

 (2）無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

 

(2）無形固定資産 

同左 

 

 (3）長期前払費用 

定額法によっております。 

(3）長期前払費用 

同左 
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項目 

当第３四半期会計期間 
（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度 
（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

３．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 

同左 

 

 （2）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当第

３四半期会計期間末における退職給付

債務の見込額に基づき計上しておりま

す。 

（2）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の見込

額に基づき計上しております。 

 （3）返品調整引当金 

商品の返品に伴う損失に備えるた

め、返品の実績率により、損失見込額

を計上しております。 

（3）返品調整引当金 

同左 

 

 （4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく当第３四半期末要支

給額を計上しております。 

（4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

 （5）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出

に備えるため、賞与支給見込額の当第３

四半期会計期間負担額を計上しており

ます。 

（5）     ――――― 

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係る方

法に準じた会計処理によっております。 

 

同左 

5．四半期キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フロー

計算書）における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

 

同左 

6．その他四半期財務諸表（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 

消費税等の会計処理は税抜方式によって

おります。 

 

消費税等の会計処理 

同左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当第３四半期会計期間 

（平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度 

（平成 17 年 12 月 31 日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当第３四半期会計期間より、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。これにより税引前四半期純

利益は 8,529 千円減少しております。 

  なお、減損損失累計額については、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。 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当第３四半期会計期間より、「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、828,659 千

円であり、この適用による増減はありません。 
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追加情報 

当第３四半期会計期間 

(自 平成 18 年１月 １日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 17 年 １月 １日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

          ――――――― 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成 15 年法律第９号）

が平成 15 年３月 31 日に公布され、平成 16 年４月１日以後に

開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに

伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税制度

部分の損益計算上の表示についての実務上の取扱い」（平成 16

年２月 13 日 企業会計基準委員会 実務対応報告第 12 号）に

従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が 5,407 千円増加し、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益が同額減少しております。
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注記事項 

（第３四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 319,619千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 283,162千円 

 

※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。 

現金及び預金 109,594千円 現金及び預金 109,567千円 

建物 840,850千円 建物 524,444千円 

土地 1,375,225千円 土地 1,375,225千円 

構築物（有形固定資産「その他」） 3,827千円 構築物（有形固定資産「その他」） 277千円 

合 計 2,329,497千円 合 計 2,009,514千円 

  

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年内返済予定長期借入金 265,804千円 １年内返済予定長期借入金 284,751千円 

長期借入金 829,089千円 

合 計 1,094,893千円 

長期借入金 832,854千円 

割引手形 69,150千円 

 合 計 1,186,755千円 

３ 偶発債務 

受取手形割引高 196,395千円 

３ 偶発債務 

受取手形割引高 84,162千円 

  

※４ 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日を

もって決裁処理しております。なお、当第３四半期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が

期末残高に含まれております。 

受取手形 6,953千円 

支払手形 286,437千円 

 

※４ 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日を

もって決裁処理しております。なお、当第３四半期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が

期末残高に含まれております。 

受取手形 1,753千円 

 

※５ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため 

株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行をアレンジ

ャー、株式会社みずほ銀行をエージェントとし、また、貸

付人をアレンジャー及び株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行とす

るコミット期間付シンジケートローン契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当第３四半期会計期間末の借入

未実行残高は次の通りであります。 

貸出コミットメントの総額       800,000千円 

借入実行残高             100,000千円 

差引額              700,000千円 

 

５ ――――― 

※６ 消費税等の取扱い ※６ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、金額的重

要性が乏しいため、流動資産の「その他」に含めて表示

しております。 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、金額的重

要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示

しております。 
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（第３四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31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 

仕入割引 61,032千円     仕入割引 81,189千円 

      

※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 39,481千円 

    アレンジメントフィー 20,000千円 

    支払利息 55,142千円 

  

※３ 特別損失のうち主要なもの ※３ 特別損失のうち主要なもの 

    固定資産除却損 17,045千円 固定資産除却損 10,011千円 

減損損失 8,529千円 過年度役員退職慰労引当金繰入額 1,375千円 

  

※４ 減損損失 

当第３四半期会計期間において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しました。 

地域 主な用途 種類 
金額 

（千円） 

大阪 直営店設備 建物 6,992

九州 〃 〃 1,536

当社は事業形態の違いにより、大きくは卸売事業と小売

事業にグルーピングし、小売事業（直営店事業）は各店舗

別にグルーピングしております。 

直営店のうち、閉店を決定している２店舗につき、当該

店舗設備残高を減損損失(8,529千円)として特別損失に計

上いたしました。 

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、建物については、正味売却価額は零と

しております。 

 

※４ 減損損失 

５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 54,162千円     有形固定資産 54,893千円 

無形固定資産 1,054千円 無形固定資産 1,313千円 
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（第３四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数 

当第３四半期会計期間 

増加株式数 

当第３四半期会計期間 

減少株式数 

当第３四半期会計期間末

株式数 

発行済株式  

普通株式 2,000 6,000 － 8,000

合 計 2,000 6,000 － 8,000

（注）普通株式の増加 6,000 株は、平成 18 年 8 月 26 日付の株式分割（普通株式１株につき４株）によるものであります。 

 

２．配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成 18 年３月 29 日 

定時株主総会 
普通株式 5,000 2,500 平成 17 年 12 月 31 日 平成 18 年３月 30 日 

 

（第３四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

※ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在）

 

 現金及び預金勘定 851,637千円

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金他 △285,694千円

現金及び現金同等物 565,942千円

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成17年12月31日現在）

 

 現金及び預金勘定 515,399千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金他 △308,894千円 

現金及び現金同等物  206,504千円 
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（リース取引関係） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

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当第３四半期末残高相当額 

 

 

取得価額相

当額 

（千円） 

減価償却累計

額相当額 

（千円） 

第３四半期末

残高相当額 

（千円） 

その他(器具及び

備品) 
130,761 47,670 83,090

無形固定資産 

（ソフトウェア） 
41,893 11,103 30,790

合計 172,655 58,774 113,881

 

２．未経過リース料当第３四半期末残高相当額等 

未経過リース料当第３四半期末残高相当額 

１年内 34,196千円

１年超 82,048千円

合 計 116,245千円

 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

   

取得価額相

当額 

（千円）

減価償却累

計額相当額 

（千円） 

期末残高相

当額 

（千円）

その他(器具及び備

品) 
134,465 40,050 94,415

無形固定資産 

(ソフトウェア) 
57,123 34,624 22,499

合計 191,588 74,674 116,914

 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 32,007千円

１年超 86,917千円

合 計 118,924千円

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 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 27,782千円 支払リース料 35,601千円

減価償却費相当額 26,304千円 減価償却費相当額 34,366千円

支払利息相当額 1,978千円

 

支払利息相当額 2,404千円

 

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 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

 

（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。 

 

５．利息相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 

当第３四半期会計期間末(平成 18 年９月 30 日) 

１． その他有価証券で時価のあるもの 

当第３四半期会計期間（平成18年９月30日） 

 
取得原価 

（千円） 

四半期貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

株式 16,443 35,768 19,325

合計 16,443 35,768 19,325

 

        ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 51,400

 

前事業年度末（平成 17 年 12 月 31 日） 

２． その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度（平成17年12月31日） 

 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

株式 14,738 39,915 25,176

合計 14,738 39,915 25,176

 

        ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 51,400

 

（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

当第３四半期会計期間（平成18年９月30日） 前事業年度（平成17年12月31日） 

契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 
対象物 

の種類 
取引の種類 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

金利 
金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
400,000 △4,025 △4,025 400,000 △8,658 △8,658

合計 400,000 △4,025 △4,025 400,000 △8,658 △8,658
 

（当第３四半期会計期間） （前事業年度） 

（注）時価の算定方法 

取引先の金融機関から提示された価格等に基づき算定

しております。 

 

（注）時価の算定方法 

同 左 
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（ストックオプション関係） 

該当事項はありません。 

（持分損益等） 

該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日）   

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 103,582円43銭 １株当たり純資産額 355,572円58銭 

１株当たり四半期純利益金額 15,748円05銭 １株当たり当期純利益金額 59,603円59銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

また、当社は、平成18年８月26日付で株式１株につき４株

の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合、

前期１株当たり純資産額は88,893円14銭、前期１株当たり当

期純利益金額は14,900円87銭であります。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

（注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

  至 平成17年12月31日） 

四半期（当期）純利益         （千円） 125,984 124,028 

普通株主に帰属しない金額       （千円） ― 5,000 

（うち利益処分による役員賞与金） （―） （5,000）

普通株式に係る四半期（当期）純利益  （千円） 125,984 119,028 

期中平均株式数             （株） 8,000 1,997 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 
 


