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１．19年１月期の業績（平成18年１月21日～平成19年１月20日）

(1）経営成績 （単位：百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年１月期 136,178 △3.7 1,873 △65.1 1,739 △67.4

18年１月期 141,372 △0.3 5,371 8.0 5,332 2.2

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年１月期 879 △69.5 53 06 － － 1.4 1.9 1.3

18年１月期 2,880 42.4 172 78 － － 4.8 5.7 3.7

（注）①期中平均株式数 19年１月期 16,568,107株 18年１月期 16,568,117株

②会計処理方法の変更 有

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(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

19年１月期 91,355 61,258 67.1 3,697 41

18年１月期 94,860 61,639 65.0 3,719 27

（注）①期末発行済株式数 19年１月期 16,568,087株 18年１月期 16,568,117株

②期末自己株式数 19年１月期 413株 18年１月期 383株

２．20年１月期の業績予想（平成19年１月21日～平成20年１月20日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 67,600 △100 △200

通期 139,000 2,600 1,300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　78 円　46 銭

予想営業利益（中間期）　 △100 百万円　　　　　（通期）　　2,600 百万円

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当率
（％）中間期末 期末 年間

18年１月期 － 50.00 50.00 828 28.9 1.3

19年１月期 20.00 30.00 50.00 828 94.2 1.3

20年１月期（予想） 20.00 30.00 50.00    

（注）19年１月期期末配当金の内訳　記念配当　5円00銭　特別配当　－円－銭

上記の業績予想は、本資料の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あり、実際の業績は、今後様々

な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、添付資料の６ページ

を参照してください。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

第31期
（平成18年１月20日）

第32期
（平成19年１月20日）

比較増減
(△は減)

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)

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 ※１ 8,584 6,624 △1,959

２．受取手形 ※７ 2,190 2,627 436

３．売掛金 ※４ 12,484 12,386 △97

４．有価証券 18,009 20,799 2,790

５．債権信託受益権 1,000 － △1,000

６．商品 5,076 4,179 △897

７．貯蔵品 138 133 △5

８．前払費用 836 1,003 167

９．関係会社短期貸付金 86 164 78

10．未収入金 ※４ 1,927 1,923 △4

11．繰延税金資産 584 468 △115

12．その他 307 275 △31

貸倒引当金 △4 △2 1

流動資産合計 51,222 54.0 50,585 55.4 △636

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産
※５、
６

 

(1）建物 819 810 △9

(2）構築物 40 37 △2

(3）機械及び装置 6 6 0

(4）車両運搬具 0 0 △0

(5）工具、器具及び備品 235 225 △9

(6）土地 2,187 2,187 －

有形固定資産合計 3,288 3.5 3,267 3.6 △20

２．無形固定資産  

(1）営業権 － 55 55

(2）借地権 27 27 －

(3）商標権 65 64 △1

(4）電話加入権 51 50 △1

(5）ソフトウェア 1,156 1,207 50

無形固定資産合計 1,300 1.4 1,403 1.5 103
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第31期
（平成18年１月20日）

第32期
（平成19年１月20日）

比較増減
(△は減)

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)

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 31,673 28,486 △3,187

(2）関係会社株式 1,884 2,049 165

(3）出資金 0 0 －

(4）関係会社長期貸付金 710 1,104 394

(5）破産債権、更生債権
等

28 13 △15

(6）長期前払費用 2,116 1,965 △150

(7）敷金及び保証金 2,303 2,140 △162

(8）繰延税金資産 － 80 80

(9）その他 362 272 △90

貸倒引当金 △29 △14 15

投資その他の資産合計 39,049 41.1 36,099 39.5 △2,950

固定資産合計 43,638 46.0 40,770 44.6 △2,868

資産合計 94,860 100.0 91,355 100.0 △3,505

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 1,502 1 △1,500

２．買掛金 ※４ 18,531 17,367 △1,163

３．未払金 5,019 6,288 1,269

４．未払法人税等 2,319 837 △1,481

５．未払消費税等 232 157 △75

６．未払費用 1,390 1,350 △40

７．預り金 321 324 2

８．賞与引当金 809 713 △95

９．その他 23 13 △9

流動負債合計 30,149 31.8 27,054 29.6 △3,094

Ⅱ　固定負債  

１．預り保証金 2,523 2,378 △145

２．退職給付引当金 300 322 21

３．役員退職慰労引当金 208 341 133

４．繰延税金負債 39 － △39

固定負債合計 3,072 3.2 3,042 3.3 △29

負債合計 33,221 35.0 30,097 32.9 △3,124
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第31期
（平成18年１月20日）

第32期
（平成19年１月20日）

比較増減
(△は減)

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)

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 1,924 2.0 －  △1,924

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 1,464 －  

資本剰余金合計 1,464 1.5 －  △1,464

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 137 －  

２．任意積立金  

(1）特別償却準備金 39 －  

(2）別途積立金 54,650 －  

３．当期未処分利益 2,926 －  

利益剰余金合計 57,752 61.0 －  △57,752

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

498 0.5 －  △498

Ⅴ　自己株式 ※３ △0 △0.0 －  0

資本合計 61,639 65.0 －  △61,639

負債及び資本合計 94,860 100.0 －  △94,860
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第31期
（平成18年１月20日）

第32期
（平成19年１月20日）

比較増減
(△は減)

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)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  1,924  1,924

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   1,464    

資本剰余金合計   － －  1,464  1,464

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   137    

(2）その他利益剰余金         

特別償却準備金  －   2    

別途積立金  －   55,650    

繰越利益剰余金  －   1,664    

利益剰余金合計   － －  57,454  57,454

４．自己株式   － －  △1  △1

株主資本合計   － －  60,841 66.6 60,841

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  417  417

評価・換算差額等合計   － －  417 0.5 417

純資産合計   － －  61,258 67.1 61,258

負債及び純資産合計   － －  91,355 100.0 91,355
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(2）損益計算書

第31期
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

第32期
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

比較増減
(△は減)

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)

Ⅰ　売上高 141,372 100.0 136,178 100.0 △5,194

Ⅱ　売上原価  

１．期首商品たな卸高 4,758 5,076  

２．当期商品仕入高 72,292 68,084  

合計 77,051 73,161  

３．他勘定振替高 ※１ 603 829  

４．期末商品たな卸高 5,076 71,370 50.5 4,179 68,152 50.0 △3,218

売上総利益 70,001 49.5 68,025 50.0 △1,976

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※２、
３

64,630 45.7 66,152 48.6 1,522

営業利益 5,371 3.8 1,873 1.4 △3,498

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 20 23  

２．有価証券利息 414 496  

３．受取配当金 46 53  

４．有価証券売却益 25 10  

５．受取補償金 － 92  

６．その他 108 615 0.4 132 809 0.6 193

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 0 7  

２．商品廃棄損 503 790  

３．資材廃棄損 69 91  

４．その他 ※４ 81 654 0.5 53 942 0.7 288

経常利益 5,332 3.7 1,739 1.3 △3,592

Ⅵ　特別損失  

１．退職給付会計基準変更
時差異償却

86 86 0.1 － － － △86
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第31期
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

第32期
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

比較増減
(△は減)

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)

税引前当期純利益 5,245 3.6 1,739 1.3 △3,505

法人税、住民税及び事
業税

2,285 809  

法人税等調整額 79 2,364 1.7 51 860 0.7 △1,504

当期純利益 2,880 1.9 879 0.6 △2,001

前期繰越利益 45 － △45

当期未処分利益 2,926 － △2,926

 

－ 43 －



(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

第31期
株主総会承認日

（平成18年４月18日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益 2,926

Ⅱ　任意積立金取崩額

１．特別償却準備金取崩額 18 18

合計 2,944

Ⅲ　利益処分額

１．配当金 828

２．役員賞与金 17

（うち監査役賞与金） (0)

３．任意積立金

(1）別途積立金 1,000 1,846

Ⅳ　次期繰越利益 1,098
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株主資本等変動計算書

第32期（自　平成18年１月21日　至　平成19年１月20日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
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

特別償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

前事業年度末残高
（百万円）

1,924 1,464 1,464 137 39 54,650 2,926 57,752 △0 61,140

当事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩し
（第31期利益処分項目）

    △18  18 －  －

特別償却準備金の取崩し     △18  18 －  －

別途積立金の積立て      1,000 △1,000 －  －

剰余金の配当       △1,159 △1,159  △1,159

利益処分による役員賞与       △17 △17  △17

当期純利益       879 879  879

自己株式の取得         △0 △0

株主資本以外の項目の当事業
年度中の変動額（純額）

         －

当事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △36 1,000 △1,261 △298 △0 △298

当事業年度末残高
（百万円）

1,924 1,464 1,464 137 2 55,650 1,664 57,454 △1 60,841

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

前事業年度末残高
（百万円）

498 498 61,639

当事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩し
（第31期利益処分項目） 

  －

特別償却準備金の取崩し   －

別途積立金の積立て   －

剰余金の配当   △1,159

利益処分による役員賞与   △17

当期純利益   879

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の当事業
年度中の変動額（純額）

△81 △81 △81

当事業年度中の変動額合計
（百万円）

△81 △81 △380

当事業年度末残高　　
 (百万円）

417 417 61,258
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
第31期

（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

第32期
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2) 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(2) 満期保有目的の債券

同左

(3）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、売却原価は移動平均法により算

定）

(3）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

２．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

(2）貯蔵品

　最終仕入原価法

(2）貯蔵品

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

　なお、耐用年数及び残存価額について

は、主として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

(2）無形固定資産

　定額法

　ただし、ソフトウェア（自社利用分）

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

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒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）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち、当期対応

分相当額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左
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項目
第31期

（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

第32期
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

(3）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及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。

　会計基準変更時差異については、５年

による按分額を費用処理しております。

　数理計算上の差異については、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

定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度より費用処理することとし

ております。

(3）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。

　数理計算上の差異については、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

定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度より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

　役員退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(4）役員退職慰労引当金

同左

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

６．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

第31期
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

第32期
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

１　　　　　　　───────── １ 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。これによる損益に与える影響はありま

せん。

２　　　　　　　───────── ２ 営業権の償却方法

営業権については、従来、取得時に全額償却しておりま

したが、近年の事業買収の増加に対応し、営業権の効果の

発現が予想される期間をもとに費用収益対応の適正化を図

るため、当事業年度から均等償却に変更いたしました。

この結果、従来の方法によった場合に比べ販売費及び一

般管理費が55百万円減少し、営業利益、経常利益、税引前

当期純利益が同額増加しております。

３　　　　　　　───────── ３ 役員賞与に関する会計基準

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　平成17年11月29日　企業会計基準第４

号）を適用しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べ販売費及び一

般管理費が14百万円増加し、営業利益、経常利益、税引前

当期純利益が同額減少しております。
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第31期
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

第32期
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

４　　　　　　　───────── ４ 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」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日

　企業会計基準第５号）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」（企業会計基準委員

会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）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61,258百万

円であります

なお、財務諸表規則の改正により、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、改正後の財務諸表規則

により作成しております。

表示方法の変更

第31期
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

第32期
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

（損益計算書）  

前事業年度まで、「当期商品仕入高」に含めて表示して

おりました「他勘定振替高」は、明瞭性の観点から、当事

業年度より区分掲記することに変更いたしました。

　なお、前事業年度において「当期商品仕入高」に含めて

おりました他勘定振替高は610百万円であります。

 ────────
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追加情報

第31期
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

第32期
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

法人事業税の外形標準課税  ────────

「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日以降

に開始する事業年度より外形標準課税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

部分の損益計算書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107百万円増加し、

営業利益、経常利益、税引前当期純利益が同額減少してお

ります。

 

注記事項

（貸借対照表関係）

第31期
（平成18年１月20日）

第32期
（平成19年１月20日）

※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

定期預金 21百万円 定期預金 18百万円

上記は、解約した賃借不動産の賃料保証をするもの

であります。

上記は、解約した賃借不動産の賃料保証をするもの

であります。

※２　授権株式数及び発行済株式総数 ※２　　　　　　　────────

授権株式数 普通株式　23,800,000株

発行済株式総数 普通株式　16,568,500株

※３　自己株式

当社が保有する自己株式は、普通株式383株であり

ます。

※３　　　　　　　────────

※４　関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

※４　関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

売掛金 1,919百万円

未収入金 1,110

買掛金 178

売掛金 2,616百万円

未収入金 1,312

買掛金 451

※５　有形固定資産の減価償却累計額

2,040百万円

※５　有形固定資産の減価償却累計額

1,891百万円

※６　収用等に伴い有形固定資産から直接控除した圧縮記

帳額

9百万円

※６　　　　　　　────────

※７　　　　　　　──────── ※７　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

日をもって決済処理をしております。なお、当期末

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　　　　　　　　　　　　　659百万円
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（損益計算書関係）

第31期
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

第32期
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

※１　他勘定振替高の内訳

他勘定振替高は、主として商品を見本品等として使

用したもの及び廃棄による振替分であり、次の科目

に振り替えております。

※１　他勘定振替高の内訳

他勘定振替高は、主として商品を見本品等として使

用したもの及び廃棄による振替分であり、次の科目

に振り替えております。

販売費及び一般管理費

販売促進費 184百万円

その他 56

小計 240

営業外費用

商品廃棄損 363

合計 603

販売費及び一般管理費

販売促進費 149百万円

その他 79

小計 228

営業外費用

商品廃棄損 600

合計 829

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は88％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は12％であり

ます。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は88％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は12％であり

ます。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

発送配達費 4,329百万円

広告宣伝費 3,497

販売促進費 11,744

自販機維持管理費 3,046

給与手当 11,496

従業員賞与 2,477

賞与引当金繰入額 809

退職給付費用 851

役員退職慰労引当金繰入額 23

リース料 12,882

減価償却費 564

発送配達費 4,136百万円

広告宣伝費 6,823

販売促進費 12,305

自販機維持管理費 3,048

給与手当 10,792

従業員賞与 2,382

賞与引当金繰入額 713

退職給付費用 739

役員退職慰労引当金繰入額 170

リース料 11,942

減価償却費 564

※３　一般管理費に含まれる研究開発費

608百万円

※３　一般管理費に含まれる研究開発費

691百万円

※４　貸倒引当金繰入額21百万円を含んでおります。 ※４　貸倒引当金繰入額3百万円を含んでおります。

（株主資本等変動計算書関係）

第31期
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

第32期
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

─────────── 　自己株式の種類及び株式数に関する事項

自己株式の種類  普通株式 (株)

前事業年度末株式数 383

当事業年度増加株式数 30

当事業年度減少株式数 －

当事業年度末株式数 413

　（注）自己株式の株式数の増加30株は、単元未満株式の買取に

よる増加であります。 
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（リース取引関係）

第31期
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

第32期
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

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（借主側）

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（借主側）

(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

(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
（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）

車両運搬具 2,003 947 1,055

工具、器具及
び備品

56,176 28,818 27,357

合計 58,179 29,766 28,412

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）

車両運搬具 1,729 1,008 721

工具、器具及
び備品

55,415 29,788 25,626

合計 57,145 30,797 26,347

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 12,898百万円

１年超 16,500

合計 29,398

１年内 12,454百万円

１年超 14,714

合計 27,168

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(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 16,818百万円

減価償却費相当額 14,958

支払利息相当額 1,762

支払リース料 16,144百万円

減価償却費相当額 14,418

支払利息相当額 1,627

(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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引（借主側） ２．オペレーティング・リース取引（借主側）

未経過リース料 未経過リース料

１年内 337百万円

１年超 664

合計 1,001

１年内 393百万円

１年超 779

合計 1,172

（有価証券関係）

　前期末（平成18年１月20日現在）及び当期末（平成19年１月20日現在）における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。
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（税効果会計関係）

第31期
（平成18年１月20日）

第32期
（平成19年１月20日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

未払事業税 163百万円

役員退職慰労引当金繰入限度超過

額

84

減価償却限度超過額

賞与引当金繰入限度超過額

48

327

その他 274

繰延税金資産合計 898

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △339

特別償却準備金 △14

繰延税金負債合計 △353

繰延税金資産の純額 545

繰延税金資産

未払事業税 70百万円

役員退職慰労引当金繰入限度超過

額

138

減価償却限度超過額

賞与引当金繰入限度超過額

49

288

その他 287

繰延税金資産合計 835

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △283

特別償却準備金 △1

繰延税金負債合計 △285

繰延税金資産の純額 549

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整）

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.6

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△0.3

留保金税額 1.8

住民税均等割 1.6

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
45.0

法定実効税率 40.4％

（調整）

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
5.3

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△1.1

留保金税額 0.0

住民税均等割 4.5

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
49.4
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（１株当たり情報）

第31期
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

第32期
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

１株当たり純資産額 3,719.27円

１株当たり当期純利益 172.78円

１株当たり純資産額      3,697.41円

１株当たり当期純利益      53.06円

　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。

　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. 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。

第31期
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

第32期
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

純資産の部の合計額（百万円） － 61,258

純資産の部の合計額から控除する金額(百

万円)
－ －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） － 61,258

期末の普通株式の数（株） － 16,568,087

　　　　２. １株当たり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。

第31期
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

第32期
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

当期純利益（百万円） 2,880 879

普通株主に帰属しない金額（百万円） 17 －

（うち利益処分による役員賞与金） (17) (－)　  

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,862 879

期中平均株式数（株） 16,568,117 16,568,107

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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７．役員の異動
１．新任監査役候補者（平成19年４月18日付予定）

常勤監査役

おかだ　やすひで

岡田　　康英 （現　経営企画部副部長）

常勤監査役

なかむら　しのぶ 

中村　　　仁 （現　総務部コンプライアンス室長）

２．退任予定監査役（平成19年４月18日付予定）

現　常勤監査役

あいはら　としお 

相原     敏夫  

 

現　社外監査役

まつもと　ひろし 

松本     博  

 

以　上
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