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１．平成18年12月中間期の業績（平成18年７月１日～平成18年12月31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12月中間期 6,270 7.7 29 △71.5 53 △56.4

17年12月中間期 5,821 11.2 104 76.4 123 98.5

18年６月期 11,350 108 149

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 △45 － △2,363 73

17年12月中間期 44 160.7 2,310 22

18年６月期 83 4,393 33

（注）①期中平均株式数 18年12月中間期 19,059株 17年12月中間期 19,059株 18年６月期 19,059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であります。

(2）財政状態 （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。

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 7,303 2,336 32.0 122,616 53

17年12月中間期 6,829 2,380 34.9 124,897 14

18年６月期 6,496 2,420 37.3 126,980 26

（注）①期末発行済株式数 18年12月中間期 19,059株 17年12月中間期 19,059株 18年６月期 19,059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．平成19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 12,071 50 △26

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　-1,364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６月期 0 0 0 2,000 0 2,000

19年６月期（実績） 0 0 － － 0  

19年６月期（予想） － － 0 2,000 0 2,000

※　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９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12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年６月30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 ※２ 1,194,254   1,056,363   1,022,129   

２．売掛金  254,134   397,719   184,394   

３．たな卸資産  1,006,124   928,505   766,977   

４．その他 ※４ 184,734   324,272   213,731   

貸倒引当金  △2,353   △1,338   △1,565   

流動資産合計   2,636,893 38.6  2,705,522 37.0  2,185,667 33.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 1,191,932   1,217,991   1,158,745   

(2）工具器具備品  759,863   854,004   714,299   

(3）土地 ※２ 641,829   814,799   814,799   

(4）その他  87,025   28,591   54,574   

有形固定資産合
計

  2,680,652 39.3  2,915,386 39.9  2,742,418 42.2

２．無形固定資産   34,036 0.5  104,342 1.5  32,581 0.5

３．投資その他の資
産

          

(1）敷金  699,920   732,451   708,112   

(2）前払年金費用  37,592   47,586   39,752   

(3）賃貸用固定資
産

※２ 230,983   257,108   263,056   

(4）その他  510,656   564,543   548,259   

貸倒引当金  △1,276   △23,021   △23,578   

投資その他の資
産合計

  1,477,877 21.6  1,578,669 21.6  1,535,603 23.7

固定資産合計   4,192,566 61.4  4,598,398 63.0  4,310,603 66.4

資産合計   6,829,459 100.0  7,303,920 100.0  6,496,271 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年６月30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．買掛金  883,797   1,007,102   332,821   

２．短期借入金 ※２ 500,000   650,000   600,000   

３．１年以内返済予
定長期借入金

※２ 882,490   752,171   851,395   

４．１年以内償還予
定社債

 640,000   －   500,000   

５．未払法人税等  56,941   24,228   53,204   

６．その他 ※４ 492,240   448,983   329,499   

流動負債合計   3,455,469 50.6  2,882,484 39.5  2,666,920 41.0

Ⅱ　固定負債           

１．社債  －   700,000   200,000   

２．長期借入金 ※２ 861,776   1,215,111   1,029,688   

３．役員退職慰労引
当金

 55,200   －   59,600   

４．その他  76,600   169,376   119,946   

固定負債合計   993,576 14.5  2,084,487 28.5  1,409,234 21.7

負債合計   4,449,045 65.1  4,966,971 68.0  4,076,154 62.7

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   753,814 11.0  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金  792,059   －   －   

資本剰余金合計   792,059 11.7  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  7,650   －   －   

２．任意積立金  300,000   －   －   

３．中間（当期）未
処分利益

 526,890   －   －   

利益剰余金合計   834,540 12.2  － －  － －

資本合計   2,380,414 34.9  － －  － －

負債資本合計   6,829,459 100.0  － －  － －
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前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年６月30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   － －  753,814 10.3  753,814 11.6

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   792,059   792,059   

資本剰余金合計   － －  792,059 10.9  792,059 12.2

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   7,650   7,650   

(2）その他利益剰
余金

          

別途積立金  －   300,000   300,000   

繰越利益剰余
金

 －   483,424   566,592   

利益剰余金合計   － －  791,074 10.8  874,242 13.5

株主資本合計   － －  2,336,948 32.0  2,420,116 37.3

純資産合計   － －  2,336,948 32.0  2,420,116 37.3

負債純資産合計   － －  7,303,920 100.0  6,496,271 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成18年７月１日から
平成18年12月31日まで）

前事業年度の要約損益計算書
（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

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   5,821,381 100.0  6,270,416 100.0  11,350,947 100.0

Ⅱ　売上原価   4,575,910 78.6  5,113,023 81.5  8,965,146 79.0

売上総利益   1,245,471 21.4  1,157,392 18.5  2,385,800 21.0

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

  1,141,167 19.6  1,127,667 18.0  2,277,428 20.0

営業利益   104,304 1.8  29,725 0.5  108,371 1.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  80,474 1.4  66,819 1.1  179,155 1.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  61,204 1.1  42,703 0.7  138,511 1.2

経常利益   123,573 2.1  53,840 0.9  149,014 1.3

Ⅵ　特別利益 ※３  476 0.0  68,866 1.1  107,282 0.9

Ⅶ　特別損失
※
４,
５

 30,726 0.5  169,748 2.8  62,598 0.6

税引前中間（当
期）純利益又は
税引前中間純損
失（△）

  93,323 1.6  △47,041 △0.8  193,698 1.7

法人税、住民税
及び事業税

 48,347   15,544   123,303   

法人税等調整額  946 49,293 0.8 △17,535 △1,991 △0.1 △13,337 109,966 1.0

中間（当期）純
利益又は中間純
失（△）

  44,030 0.8  △45,050 △0.7  83,732 0.7

前期繰越利益   482,859   －   －  

中間（当期）未
処分利益

  526,890   －   －  
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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７月１日から平成18年12月31日まで）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年６月30日残高
（千円）

753,814 792,059 792,059 7,650 300,000 566,592 874,242
2,420,11

6
2,420,116

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）      △38,118 △38,118 △38,118 △38,118

中間純損失      △45,050 △45,050 △45,050 △45,050

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － － △83,168 △83,168 △83,168 △83,168

平成18年12月31日　残高
（千円）

753,814 792,059 792,059 7,650 300,000 483,424 791,074
2,336,94

8
2,336,948

 　　　（注）平成18年９月の定時株主総会における剰余金処分項目であります。

 

前事業年度（平成17年７月１日から平成18年６月30日まで）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成17年６月30日残高
（千円）

753,814 792,059 792,059 7,650 300,000 530,577 838,227
2,384,10

2
2,384,102

事業年度中の変動額

剰余金の配当      △38,118 △38,118 △38,118 △38,118

利益処分による役員賞与      △9,600 △9,600 △9,600 △9,600

当期純利益      83,732 83,732 83,732 83,732

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － － 36,014 36,014 36,014 36,014

平成18年６月30日　残高
（千円）

753,814 792,059 792,059 7,650 300,000 566,592 874,242
2,420,11

6
2,420,116
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、前中間会計期間のみ記載しております。

  
前中間会計期間

（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

税引前中間純利益  93,323

減価償却費  240,564

役員退職慰労引当金の増加額  4,000

貸倒引当金の減少額  △4,464

長期貸付金等の地代家賃相殺
額

 14,483

受取利息及び受取配当金  △2,617

支払利息  16,047

有形固定資産除却損  3,311

店舗退店損失  26,422

売上債権の減少額  39,109

たな卸資産の増加額  △273,117

仕入債務の増加額  557,432

その他  31,716

小計  746,213

利息及び配当金の受取額  413

利息の支払額  △14,903

法人税等の支払額  △99,295

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 632,428

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

 △660,782

有形固定資産の売却による収
入

 1,713

無形固定資産の取得による支
出

 △1,529

敷金の増加による支出  △23,307

敷金の減少による収入  24

店舗賃借仮勘定の増加による
支出

 △36,300

その他  △1,582

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △721,763
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前中間会計期間

（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

短期借入れによる収入  550,000

短期借入金の返済による支出  △650,000

長期借入れによる収入  820,000

長期借入金の返済による支出  △258,391

社債の償還による支出  △16,000

配当金の支払額  984

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 446,593

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  357,259

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  554,759

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
残高

 912,018
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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

（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成18年７月１日から
平成18年12月31日まで）

前事業年度
（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品

移動平均法による原価法

(1）商品

同左

(1）商品

同左

 (2) 製品

移動平均法による原価法

 

(2) 製品

移動平均法による原価法

 

(2) 製品

同左

 (3) 原材料 

移動平均法による原価法 

 

(3) 原材料 

移動平均法による原価法 

 

(3) 原材料  

同左

 (4) 貯蔵品

 移動平均法による原価法

 ただし、食材については最終

仕入原価法

(4) 貯蔵品 

同左

(4) 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・賃貸用固定資産

　　定率法

　ただし、平成17年７月１日以

降取得した建物(建物附属設備

は除く)については定額法

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　　　 ３～39年

工具器具備品　　 ２～20年

 

(会計方針の変更） 

　従来、建物の減価償却方法に

定率法を採用しておりましたが、

平成17年７月１日以降取得した

建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用するこ

ととしました。

　これは、平成10年度の法人税

法の改正に伴うものであり、当

該改正以降、当事業年度におい

て初めて建物を取得したもので

あります。 

　この変更に伴う影響額は軽微

であります。 

　また、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。これによる損益

に与える影響はありません。 

(1）有形固定資産・賃貸用固定資産

     定率法

　ただし、平成17年７月１日 以

降取得した建物(建物附属設備は

除く)については定額法

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　　　 ３～39年

工具器具備品　　 ２～20年

(1）有形固定資産・賃貸用固定資産

     定率法

　ただし、平成17年７月１日以

降取得した建物(建物附属設備は

除く)については定額法

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　　　 ３～39年

工具器具備品　　 ２～20年

 

    (会計方針の変更） 

　①従来、建物の減価償却方法に

定率法を採用しておりましたが、

平成17年７月１日以降取得した建

物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用することとし

ました。

　これは、平成10年度の法人税法

の改正に伴うものであり、当該改

正以降、当事業年度において初め

て建物を取得したものでありま

す。 

　この変更に伴う影響額は軽微で

あります。 

　②固定資産の減損に係る会計基

準当事業年度から「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。

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 (2）無形固定資産

定額法

　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

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方法   新株発行費 　新株発行費　

 ─────  　支出時に全額費用として処理し

ております。

　　　　　  同左
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項目
前中間会計期間

（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成18年７月１日から
平成18年12月31日まで）

前事業年度
（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

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

同左

(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、

当中間会計期間末における退職給

付債務の見込額（簡便法）及び年

金資産に基づき、前払年金費用を

計上しております。

(2）退職給付引当金

同左

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務の見

込額（簡便法）及び年金資産に基

づき、前払年金費用を計上してお

ります。

 (3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

(3）役員退職慰労引当金

───── 

 

 

 なお、当社は平成18年９月の定時株

主総会で役員退職慰労金制度を廃止し

ており、当該総会までの在任期間に対

応する役員退職慰労金未払額について

は固定負債の「その他」に含めて表示

しております。   

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充て

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．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

　金利スワップ取引については、

特例処理の要件を満たしておりま

すので、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

　ヘッジ対象の範囲内で借入金の

金利変動リスクをヘッジする手段

として金利スワップ取引のみを利

用することとしております。

  

 

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特

例処理が認められる条件をすべて

満たしているため、その判定を

もって有効性の判定に代えており

ます。

７．中間キャッシュ・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か月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

───── ─────

８．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

　税抜方式によっております。

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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　会計方針の変更

前中間会計期間
（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成18年７月１日から
平成18年12月31日まで）

前事業年度
（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

      　　　  ─────

 

 　　　　　─────

 

（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2,420,116千円であります。

　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。

 

      　　　  ───── （企業結合に係る会計基準等） 

　当中間会計期間から、「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会　平

成15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委員

会　平成17年12月27日　企業会計基準

第７号）並びに「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会　平成17年

12月27日　企業会計基準適用指針第10

号）を適用しております。

　　　　　─────
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表示方法の変更

前中間会計期間
（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成18年７月１日から
平成18年12月31日まで）

 （中間キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「長期貸付金等の

地代家賃相殺額」は、従来「その他」に含めて表示してい

ましたが、金額の重要性が増したため区分掲記しておりま

す。

　なお、前中間会計期間の「その他」に含まれている「長

期貸付金等の地代家賃相殺額」は11,664千円であります。

　 

 

　 　　　　　　　　　─────  

 　　　　　　　　　　─────   （中間損益計算書）

　前中間会計期間まで、賃貸固定資産収入及び賃貸固定資

産原価のうちフランチャイズオーナーの信用リスクから当

社がテナントオーナーとの契約者となりコミッションを得

て転貸する分について、賃貸料収入額及び賃貸料支払額の

総額を営業外収益及び営業外費用に含めて表示しておりま

したが、当中間会計期間より、各々相殺した純額を営業外

収益に含めて表示する方法に変更しました。

　なお、当中間会計期間に相殺した額は49,613千円であり

ます。　 
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
前事業年度末

（平成18年６月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累

計額
       2,050,260千円 2,087,559千円 2,208,657千円

※２．担保資産及び担保付債務

（イ）担保に供している資産

   

現金及び預金

建物

土地

賃貸用固定資産

計

  180,228千円

 325,554    

 641,829    

225,912    

1,373,525

180,239千円

303,298

641,829

221,098

1,346,466

180,233千円

315,836

641,829

223,384

1,361,284

（ロ）上記に対応する債務    

短期借入金

被保証債務

長期借入金

（１年以内返済予

定の長期借入金を

含む）

計

   237,461千円

217,608

1,115,159

1,570,228

318,323千円

186,458

1,020,206

1,524,987

300,000千円

157,327

1,086,509

1,543,836

※３．債務保証 　───── 　下記子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。

株式会社グローバルファクトリー

　　　1,806,514千円 

　下記子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。

株式会社グローバルファクトリー

　　　1,594,444千円 

※４．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。

同左 ─────
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成18年７月１日から
平成18年12月31日まで）

前事業年度
（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

※１．営業外収益のうち重要

なもの

   

受取利息

受取配当金

賃貸用固定資産収入

販売手数料収入

2,299千円

318

39,559

32,826

2,446千円

44

7,466

44,182

4,569千円

801

94,411

71,902

※２．営業外費用のうち重要

なもの

   

支払利息

賃貸用固定資産原価

    16,047千円

41,926

23,387千円

7,101

33,945千円

97,028

※３．特別利益のうち重要な

もの

   

固定資産売却益

 

 

 

 　　　　─────

 　

 　　　　

建物 29,647千円

構築物  837

工具器具備品  37,598

　計 68,082

建物 65,951千円

工具器具備品  41,330

　計 107,282

※４．特別損失のうち重要な

もの

   

固定資産売却損

 

 

 

 　　　　─────

 

 　　　　

建物 7,224千円

構築物 105

工具器具備品  7,697

　計 15,026

工具器具備品 1,148千円

固定資産除却損

 

 

 

 

 

 

店舗退店損失

工具器具備品  3,311千円

  

  

  

  

  

  

 26,422千円

建物 1,115千円

工具器具備品  19,210

　計 20,326

  

  

  

  

 2,796千円

建物 4,640千円

構築物 564

工具器具備品 12,749

ソフトウェア 274

敷金 2,520

　計 20,749

  

 40,700千円

事務所移転費用  45,201千円

減損損失  　　　─────  86,397千円  　　　　─────

 

  ※５．減損損失 　　　　　─────    当中間会計期間において当社は

以下の資産について86,397千円の

減損損失を計上いたしました。　

　　　

 　①減損損失を認識した資産の概要

 場所  用途  種類

群馬県  店舗 建物他 

北海道  店舗 建物他

埼玉県他 処分予定

資産等

建物他

 　②資産のグルーピングの方法

　　  キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として店舗を基礎とし、

また処分予定資産については物件

単位毎にてグルーピングを行って

おります。

 　③減損損失の認識に至った経緯

 　　処分予定資産及び撤退の意思決

定を行った店舗に係る資産グルー

プの回収可能価額について使用価

値を零とし、帳簿価額全額を減損

損失として特別損失に計上してお

ります。

 　　　　─────
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項目
前中間会計期間

（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成18年７月１日から
平成18年12月31日まで）

前事業年度
（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

　その内訳は建物70,777千円、構

築物5,744千円、工具器具備品

9,874千円であります。

６．減価償却実施額    

有形固定資産

無形固定資産

賃貸用固定資産

232,800千円

     4,811

     2,952

276,428千円

    13,160

     5,947

527,303千円

9,871

 9,584

（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７月１日から平成18年12月31日まで）

　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（平成17年７月１日から平成18年６月30日まで）

　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。

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、前中間会計期間のみ記載しております。

前中間会計期間
（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

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 1,194,254千円

預入期間が３か月を越える

定期預金
△102,007  

担保提供定期預金 △180,228  

現金及び現金同等物 912,018  
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(リース取引関係)

前中間会計期間
（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成18年７月１日から
平成18年12月31日まで）

前事業年度
（平成17年７月１日から
平成18年６月30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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

その他（有形
固定資産）

5,561 5,105 456

合計 5,561 5,105 456

 　　　　　　─────  　　　　　　─────

（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。

  

(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 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内     456千円

１年超 －

合計 456

 　　　　　　─────  　　　　　　─────

（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。

  

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料      964千円

減価償却費相当額 964

 　　　　　　───── 支払リース料 1,068千円

減価償却費相当額 1,068

(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

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内    1,677千円

１年超 1,957

合計 3,634

１年内 1,677千円

１年超 279

合計 1,957

１年内 1,677千円

１年超 1,118

合計 2,796

－ 16 －



(有価証券関係)

前中間会計期間（平成17年12月31日現在）

該当事項はありません。

当中間会計期間（平成18年12月31日現在）

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。

前事業年度（平成18年６月30日現在）

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。

(デリバティブ取引関係)

前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

  当社はデリバティブ取引を行ってお

りませんので該当事項はありません。

(持分法損益等)

前中間会計期間（平成17年７月１日から平成17年12月31日まで）

 　 当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成18年７月１日から
平成18年12月31日まで）

前事業年度
（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

１株当たり純資産額 124,897円14銭

１株当たり中間純利

益金額
  2,310円22銭

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、希薄化効

果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

１株当たり純資産額 122,616円53銭

１株当たり中間純損

失金額
2,363円73銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当た

り中間純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。

１株当たり純資産額 126,980円26銭

１株当たり当期純利

益金額
4,393円33銭

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、希薄化効

果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

 

（注）１．１株当たり純資産額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
(平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで)

当中間会計期間
(平成18年７月１日から
平成18年12月31日まで)

前事業年度
(平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで)

 純資産の部の合計額（千円） － 2,336,948 －

 純資産の部の合計額から控除する金額

　　　　　　　　　　　　　　（千円）

－ － －

 普通株式に係る中間期末（期末）の

　　　　　　　　　　純資産額（千円）

－ 2,336,948 －

 １株当たり純資産額の算定に用いられた中

間期末（期末）の普通株式の数（株）

－ 19,059 －

　　２．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで)

当中間会計期間
(平成18年７月１日から
平成18年12月31日まで)

前事業年度
(平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

　中間（当期）純利益（千円） 44,030 △45,050 83,732

　普通株主に帰属しない金額（千円）                －                －                －

　 （うち利益処分による役員賞与金）             （－）             （－）             （－）

　普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
44,030 △45,050 83,732

　普通株式の期中平均株式数（株） 19,059 19,059 19,059

－ 18 －



（重要な後発事象）

前中間会計期間
（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成18年７月１日から
平成18年12月31日まで）

前事業年度
（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

　当社は、民事再生手続中（東京地方裁

判所　平成17年（再）第137号）の株式

会社マルカワとの間で平成17年11月８日

付けで締結した「基本合意書」に基づき、

当該事業の受皿会社として平成18年２月

28日付けで100％子会社を設立し、営業

譲受資金として３月10日付けで株式会社

埼玉りそな銀行及び株式会社みずほ銀行

からそれぞれ７億円を当座貸越契約にて

借り入れた上で、３月15日付けで営業譲

受に関する契約を締結いたしました。

 

１．新会社の名称　

    株式会社グローバルファクトリー

２．事業内容　 

    ジーンズ・カジュアル販売事業、

　　複合カフェ事業、不動産賃貸事業

３．資本金　10百万円

４．営業譲受の目的　

　　当社は、営業譲受による再生支援

　を通して次のシナジー効果を見込ん

  でおります。

　(1)株式会社マルカワが所有している

　 不動産物件を活用し、当社が経営す

　 る複合カフェ「スペースクリエイト

　 自遊空間」に業態転換することで、

　 スピーディな店舗網の拡大を図ると

　 ともに、当該商圏への競合他社から

　 の参入障壁をたてる。

　(2)古着・雑貨など取扱商材が多様化

　 している当社の桃太郎事業と、株式

　 会社マルカワが展開しているジーン

　 ズ・カジュアル販売事業との間で、

　 ノウハウの相互共有を行い販売・収

　 益力の向上を図る。

　(3)その他、当社と株式会社マルカワ

　 との間で人材交流を深めることによ

　 り、店舗開発や人材教育、広告宣伝

　 活動などにおいてシナジー効果を図

　 る。

５．譲り受ける相手会社の名称　

　　株式会社マルカワ

６．譲り受ける事業の内容　 

　　ジーンズ・カジュアル販売事業、

　　複合カフェ事業、不動産賃貸事業

７．譲受対価の額　13億88百万円

８．譲受の時期　平成18年３月16日

 

　　　　　　───── ───── 

－ 19 －


