
平成19年８月期 個別中間財務諸表の概要
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上場会社名 株式会社クラウディア 上場取引所 東・大

コード番号 3607 本社所在都道府県 京都府

(URL　http://www.kuraudia.co.jp）

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　倉　　正治　

問合せ先責任者　役職名 取締役経営企画室長 氏名　鳴尾　好司 ＴＥＬ　　（075）315－2345

決算取締役会開催日 平成19年４月６日 配当支払開始日 平成19年５月10日

単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）   

１．平成19年２月中間期の業績（平成18年９月１日～平成19年２月28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 ％

19年２月中間期 3,896 △8.7 97 △73.6 205 △53.0

18年２月中間期 4,269 34.5 369 － 436 394.0

18年８月期 8,669 888 976

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

19年２月中間期 127 △50.2 26 39

18年２月中間期 256 465.9 53 03

18年８月期 544 112 35

（注）①期中平均株式数 19年２月中間期 4,843,329株 18年２月中間期 4,843,505株 18年８月期 4,843,436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

19年２月中間期 7,888 4,172 52.9 861 49

18年２月中間期 7,698 3,903 50.7 805 95

18年８月期 7,712 4,142 53.7 855 23

（注）①期末発行済株式数 19年２月中間期 4,843,319株 18年２月中間期 4,843,436株 18年８月期 4,843,350株

②期末自己株式数 19年２月中間期 1,281株 18年２月中間期 1,164株 18年８月期 1,250株

２．平成19年８月期の業績予想（平成18年９月１日～平成19年８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 7,610 690 390

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 80円52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

17年８月期 － 5.00 － 10.00 － 15.00

18年８月期（実績） － 10.00 － 20.00 － 30.00

19年８月期（予想） － 10.00 － 10.00 － 20.00

（注）19年２月中間期末配当金の内訳　普通配当　10円00銭　

※上記の業績予想につきましては、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す。実際の業績は、今後さまざまな要因によって

予想数値と異なる場合があります。上記予想に関する事項については、添付資料６ページの「３．経営成績及び財政状態」をご参照ください。
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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18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８月31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  837,610   193,218    378,781   

２．受取手形  115,653   109,374    124,959   

３．売掛金  755,827   731,491    773,243   

４．たな卸資産  658,606   552,411    675,234   

５．繰延税金資産  88,255   45,547    96,805   

６．その他  191,670   186,656    253,548   

貸倒引当金  △6,300   △3,000    △5,400   

流動資産合計   2,641,325 34.3  1,815,699 23.0 △825,625  2,297,173 29.8

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物及び構
築物

※1.2 1,275,619   1,172,725    1,219,856   

(2）土地 ※２ 1,982,164   3,030,200    1,982,164   

(3）その他 ※１ 107,107   112,926    336,348   

有形固定資産
合計

 3,364,891   4,315,851   950,960 3,538,369   

２．無形固定資産  7,274   7,274   － 7,274   

３．投資その他の
資産

           

(1）関係会社株
式

 517,385   517,385    517,385   

(2）関係会社出
資金

 188,877   188,877    188,877   

(3）関係会社長
期貸付金

 245,436   13,028    234,729   

(4）繰延税金資
産

 16,281   20,325    18,500   

(5）長期性預金  100,000   100,000    100,000   

(6）差入保証金  －   423,718    314,650   

(7）その他  627,273   493,362    502,583   

貸倒引当金  △10,300   △7,000    △7,500   

投資その他の
資産合計

 1,684,954   1,749,697   64,743 1,869,227   

固定資産合計   5,057,119 65.7  6,072,823 77.0 1,015,703  5,414,870 70.2

資産合計   7,698,445 100.0  7,888,523 100.0 190,078  7,712,044 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８月31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
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  372,993   305,565    257,401   

２．短期借入金 ※２ 400,000   764,802    490,000   

３．１年以内償還
予定社債

※２ 250,000   200,000    200,000   

４．１年以内返済
予定長期借入
金

※２ 640,988   509,098    557,988   

５．未払法人税等  157,897   15,029    381,129   

６．賞与引当金  85,700   57,200    93,980   

７．役員賞与引当
金 

 －   12,000    27,000   

８．未払金 ※２ －   404,232    192,147   

９．その他 ※５ 461,317   218,805    385,931   

流動負債合計   2,368,896 30.8  2,486,733 31.5 117,836  2,585,578 33.5

Ⅱ　固定負債            

１．社債 ※２ 500,000   300,000    300,000   

２．長期借入金 ※２ 892,001   573,103    650,507   

３．退職給付引当
金

 4,476   －    4,128   

４．その他 ※２ 29,500   356,200    29,650   

固定負債合計   1,425,977 18.5  1,229,303 15.6 △196,674  984,285 12.8

負債合計   3,794,874 49.3  3,716,036 47.1 △78,838  3,569,863 46.3

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   1,071,590 13.9  － － －  － －

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  1,102,138   －    －   

資本剰余金合計   1,102,138 14.3  － － －  － －

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  26,900   －    －   

２．任意積立金  1,038,000   －    －   

３．中間未処分利
益

 663,660   －    －   

利益剰余金合計   1,728,560 22.5  － － －  － －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  3,256 0.0  － － －  － －

Ⅴ　自己株式   △1,973 △0.0  － － －  － －

資本合計   3,903,570 50.7  － － －  － －

負債資本合計   7,698,445 100.0  － － －  － －
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前中間会計期間末
（平成18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８月31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   － －  1,071,590 13.6 －  1,071,590 13.9

２．資本剰余金   － －  1,102,138 14.0 －  1,102,138 14.3

３．利益剰余金   － －  1,998,348 25.3 －  1,967,413 25.5

４．自己株式   － －  △2,174 △0.0 －  △2,131 △0.0

株主資本合計   － －  4,169,901 52.9 －  4,139,009 53.7

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  － －  2,585 0.0 －  3,170 0.0

評価・換算差額
等合計

  － －  2,585 0.0 －  3,170 0.0

純資産合計   － －  4,172,487 52.9 －  4,142,180 53.7

負債純資産合計   － －  7,888,523 100.0 －  7,712,044 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28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９月１日
至　平成18年８月31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   4,269,273 100.0  3,896,600 100.0 △372,672  8,669,493 100.0

Ⅱ　売上原価   1,834,604 43.0  1,902,742 48.8 68,138  3,548,469 40.9

売上総利益   2,434,668 57.0  1,993,857 51.2 △440,810  5,121,024 59.1

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  2,065,165 48.3  1,896,183 48.7 △168,981  4,232,814 48.8

営業利益   369,503 8.7  97,674 2.5 △271,829  888,209 10.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  117,871 2.7  137,557 3.5 19,686  169,849 1.9

Ⅴ　営業外費用 ※２  50,872 1.2  29,979 0.7 △20,893  81,870 0.9

経常利益   436,503 10.2  205,252 5.3 △231,250  976,187 11.3

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  3,143 0.1 3,143  78 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  24,137 0.5  14,461 0.4 △9,676  26,242 0.3

税引前中間
（当期）純利
益

  412,365 9.7  193,934 5.0 △218,430  950,023 11.0

法人税、住民
税及び事業税

 161,948   16,300    423,030   

法人税等調整
額

 △6,431 155,516 3.7 49,832 66,132 1.7 △89,383 △17,142 405,887 4.7

中間（当期）
純利益

  256,848 6.0  127,801 3.3 △129,046  544,136 6.3

前期繰越利益   406,811   －  －  －  

中間配当額   －   －  －  －  

中間未処分利
益

  663,660   －  －  －  
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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９月１日　至　平成19年２月28日）

株主資本
評価・換算

差額等 

純資産
合　計

資本金

資本剰余
金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額
金 

資本準備
金

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年８月31日　残高
（千円）

1,071,590 1,102,138 26,900 1,038,000 902,513 1,967,413 △2,131 4,139,009 3,170 4,142,180

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当     △96,867 △96,867  △96,867  △96,867

中間純利益     127,801 127,801  127,801  127,801

自己株式取得       △43 △43  △43

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

        △584 △584

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － 30,934 30,934 △43 30,891 △584 30,306

平成19年２月28日　残高
（千円）

1,071,590 1,102,138 26,900 1,038,000 933,448 1,998,348 △2,174 4,169,901 2,585 4,172,487

前事業年度の要約株主資本等変動計算書（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

株主資本
評価・換算

差額等 

純資産
合　計

資本金

資本剰余
金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額
金 

資本準備
金

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成17年８月31日　残高
（千円）

1,071,590 1,102,138 26,900 1,038,000 455,247 1,520,147 △1,746 3,692,129 1,563 3,693,693

事業年度中の変動額

剰余金の配当     △48,435 △48,435  △48,435  △48,435

剰余金の配当（中間配当）     △48,434 △48,434  △48,434  △48,434

当期純利益     544,136 544,136  544,136  544,136

自己株式の取得       △385 △385  △385

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

        1,607 1,607

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － 447,265 447,265 △385 446,879 1,607 448,487

平成18年８月31日　残高
（千円）

1,071,590 1,102,138 26,900 1,038,000 902,513 1,967,413 △2,131 4,139,009 3,170 4,142,180
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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９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

イ．有価証券

(イ)子会社株式

移動平均法による原価法

イ．有価証券

(イ)子会社株式

同左

イ．有価証券

(イ)子会社株式

同左

 (ロ)その他有価証券

時価のあるもの

中間期末日の市場価格等に

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）

(ロ)その他有価証券

時価のあるもの

中間期末日の市場価格等に

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）

(ロ)その他有価証券

時価のあるもの

期末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

 ロ．デリバティブ

時価法

ロ．デリバティブ

同左

ロ．デリバティブ

同左

 ハ．たな卸資産

(イ)商品・製品・仕掛品・貯蔵品

個別法による原価法

ハ．たな卸資産

(イ)商品・製品・仕掛品・貯蔵品

同左

ハ．たな卸資産

(イ)商品・製品・仕掛品・貯蔵品

同左

 (ロ)原材料

移動平均法による原価法

(ロ)原材料

同左

(ロ)原材料

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

イ．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（附属

設備を除く）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。  

建物及び構築物　３～50年 

機械及び装置　　３～７年 

車両運搬具　　　４～６年

工具器具備品　　３～10年

イ．有形固定資産

同左

 

 

 

 

イ．有形固定資産

同左

 

 

 

 

３．引当金の計上基準 イ．貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、

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。

イ．貸倒引当金

同左

イ．貸倒引当金

同左

 ロ．賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てる

ため、支給見込額に基づき計上

しております。

ロ．賞与引当金

同左

ロ．賞与引当金

同左

 ハ．　　 ──────

 

ハ．役員賞与引当金 

役員に支給する賞与に充てるた

め、支給見込額に基づき当中間

会計期間に見合う分を計上して

おります。  

ハ．役員賞与引当金  

役員に支給する賞与に充てるた

め、支給見込額に基づき計上し

ております。 

 ニ．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。

ニ．退職給付引当金

同左

ニ．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

債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。
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項目
 

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

同左 外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

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．ヘッジ会計の方針 イ．ヘッジ会計の方法

金利スワップについて特例処理

の要件を充たしている場合には

特例処理を採用しております。

イ．ヘッジ会計の方法

同左

イ．ヘッジ会計の方法

同左

 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

 

 ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ  借入金

同左 同左

 ハ．ヘッジ方針

将来の金利変動によるリスク回

避のためにヘッジを行っており

ます。

ハ．ヘッジ方針

同左

ハ．ヘッジ方針

同左

 ニ．ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金利ス

ワップについては有効性の評価

を省略しております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

同左

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

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

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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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９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31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。

 ――――― 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。

 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」（企業会計基準第４号

　平成17年11月29日）を適用して

おります。

この結果、従来の方法に比べて、営

業利益、経常利益及び税引前当期純

利益が、27,000千円減少しておりま

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。

これによる損益に与える影響はあり

ません。

従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は、4,142,180千円でありま

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。  
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

────── （中間貸借対照表）

　「差入保証金」は、前中間会計期間まで、投資その他の

資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間

会計期間末において資産の総額の100分の５を超えたため

区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間末の「差入保証金」の金額は、

315,830千円であります。

　「未払金」は、前中間会計期間まで、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末に

おいて負債純資産の総額の100分の５を超えたため区分掲

記しております。

　なお、前中間会計期間末の「未払金」の金額は、179,283

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18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度末
（平成18年８月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

 796,028千円  909,124千円  871,415千円

※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。

建物及び構築物 528,434千円

土地 1,627,787

計 2,156,221

建物及び構築物 504,171千円

土地 2,675,823

計 3,179,994

建物及び構築物 516,053千円

土地 1,627,787

計 2,143,840

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。

短期借入金 115,655千円

１年以内償還予定社債 250,000

１年以内返済予定

長期借入金
349,596

長期借入金 483,449

計 1,198,700

短期借入金 275,451千円

１年以内返済予定

長期借入金
210,796

未払金 170,000

長期借入金 367,853

長期未払金 326,550

計 1,350,650

短期借入金 258,653千円

１年以内返済予定

長期借入金
266,596

長期借入金 387,651

計 912,900

３．保証債務

他の会社の金融機関借入金等について

保証を行っております。

３．保証債務

他の会社の金融機関借入金等について

保証を行っております。

３．保証債務

他の会社の金融機関借入金等について

保証を行っております。

株式会社ラブリー 790,386千円

有限会社貸衣裳東陣 1,706

株式会社エミードレス 809

計 792,902

 （注）株式会社ラブリーに対する保証債

務のうち、172,000千円については、

差入保証金の預託委託契約によって負

担する債務の保証であります。 

株式会社クラウディアコス

　　　　チュームサービス 
752,313千円

有限会社貸衣裳東陣 3,095

株式会社エミードレス 387

計 755,796

 

株式会社ラブリー 618,238千円

有限会社貸衣裳東陣 1,197

株式会社エミードレス 598

計 620,035

（注）株式会社ラブリーは、平成18年９月

１日に株式会社クラウディアコス

チュームサービスに名称変更しており

ます。

４．受取手形裏書譲渡高 19,934千円 ４．受取手形裏書譲渡高 31,789千円 ４．受取手形裏書譲渡高 32,619千円

※５．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、

流動負債の「その他」に含めて表示し

ております。

※５．消費税等の取扱い

同左

※５．　　　　――――――　　　　　　　　

　　　　

６．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行６行と当座貸越契約を

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。

６．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行６行と当座貸越契約を

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。

６．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行６行と当座貸越契約を

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。

当座貸越極度額 1,450,000千円

借入実行残高 200,000

差引額 1,250,000

当座貸越極度額 1,650,000千円

借入実行残高 324,000

差引額 1,326,000

当座貸越極度額 1,450,000千円

借入実行残高 240,000

差引額 1,210,000
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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９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１．営業外収益のうち主なもの ※１．営業外収益のうち主なもの ※１．営業外収益のうち主なもの

受取利息 5,233千円

受取配当金 60,001

受取賃貸料 26,555

受取手数料 15,171

受取利息 5,434千円

受取配当金 81,824

受取賃貸料 28,132

受取手数料 17,426

受取利息 12,118千円

受取配当金 60,048

受取賃貸料 53,105

受取手数料 32,163

※２．営業外費用のうち主なもの ※２．営業外費用のうち主なもの ※２．営業外費用のうち主なもの

支払利息 15,605千円

スワップ解約損 23,228

為替差損 8,602

賃貸設備減価償却費 3,223

支払利息 12,157千円

為替差損 14,573

賃貸設備減価償却費 3,230

支払利息 25,989千円

スワップ解約損 23,228  

為替差損 25,418  

賃貸設備減価償却費 6,870

※３．　　　　―――――― ※３．特別利益のうち主なもの ※３．特別利益のうち主なもの

 固定資産売却益　

（その他）
243千円

貸倒引当金戻入益 2,900  

固定資産売却益

（その他）
78千円

※４．特別損失のうち主なもの ※４．特別損失のうち主なもの  ※４．特別損失のうち主なもの 

固定資産売却損

（その他）

233千円

固定資産除却損

（建物及び構築物）

17,117  

固定資産除却損

（その他）

1,539  

損害賠償金 4,593  

役員退職慰労金 654  

固定資産除却損

（建物及び構築物）

14,461  固定資産売却損

（その他）
761千円

固定資産除却損

（建物及び構築物）
17,997  

固定資産除却損

（その他）
2,235  

役員退職慰労金 654

損害賠償金  4,593

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額

有形固定資産 73,942千円 有形固定資産 71,265千円 有形固定資産 157,392千円

（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９月１日　至平成19年２月28日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式　　　　　　　　（注） 1,250 31 － 1,281

合計 1,250 31 － 1,281

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加31株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

前事業年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式　　　　　　　　（注） 1,004 246 － 1,250

合計 1,004 246 － 1,250

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加246株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
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①　リース取引関係

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31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

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、減損損失累計額相当

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、減損損失累計額相当

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、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額

  
取得価額

相当額
 

減価償却

累計額相

当額

 

中間期末

残高相当

額

  千円  千円  千円

工具器

具備品
 308,025  133,013  175,012

合計  308,025  133,013  175,012

  
取得価額

相当額
 

減価償却

累計額相

当額

 

中間期末

残高相当

額

  千円  千円  千円

工具器

具備品
 392,065  168,431  223,634

合計  392,065  168,431  223,634

  
取得価額

相当額
 

減価償却

累計額相

当額

 
期末残高

相当額

  千円  千円  千円

工具器

具備品
 356,059  162,050  194,009

合計  356,059  162,050  194,009

（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。

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等

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等

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等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内  47,503千円

１年超  127,508  

合計  175,012  

１年内  64,766千円

１年超  158,867  

合計  223,634  

１年内  57,110千円

１年超  136,898  

合計  194,009  

（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。

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資

産の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、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失

支払リース料  28,302千円

減価償却費相当額  28,302  

支払リース料  34,253千円

減価償却費相当額  34,253  

支払リース料  57,955千円

減価償却費相当額  57,955  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同左 同左

（減損損失）

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。 

（減損損失）

同左

 （減損損失）

 同左

②　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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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり純資産額     805.95円

１株当たり中間純利益     53.03円

１株当たり純資産額 861.49円

１株当たり中間純利益 26.39円

１株当たり純資産額     855.23円

１株当たり当期純利益    112.35円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、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９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前事業年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

中間（当期）純利益（千円） 256,848 127,801 544,136

普通株主に帰属しない金額（千円）  － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
256,848 127,801 544,136

期中平均株式数（株） 4,843,505 4,843,329 4,843,436
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 　　　　　　───── 株式取得による子会社化 　　　　

　平成19年２月15日開催の当社の取締

役会において、以下のとおり株式の取

得による株式会社つるや衣裳店の子会

社化を決議し、実施いたしました。そ

の結果、平成19年３月12日をもって同

社は子会社となりました。 

(1) 株式取得の理由

　株式会社つるや衣裳店は、神戸市に

おいて婚礼貸衣裳店を運営する老舗で、

優良な顧客層を有しており、当社とも

良好な関係を保ってまいりました。現

在当社グループはブライダル事業分野

の中でも衣裳レンタル事業に最も注力

しております。このような状況の下、

当社が単独では得ることのできない顧

客ニーズに対して、相乗効果を発揮し、

これまで以上のサービスができるもの

として同社株式を追加取得し、100％子

会社にすることを決定いたしました。

(2) 当該会社の概要 

　（平成19年１月31日現在）

　①商　号　　株式会社つるや衣裳店

　②代表者　　島田　敬子

　③所在地　　兵庫県神戸市中央区

　　　　　　　三宮三丁目１番９号 

　④事業内容　貸衣裳業 

　⑤資本金　　10,000千円 

　⑥発行済株式総数　20株 

　⑦売上高　　749,151千円 

(3) 取得先　　島田　敬子 

(4) 取得株数　18株 

(5) 取得金額　504,000千円  

(6) 取得年月日　平成19年３月12日 

(7) 支払資金の調達及び支払方法

　　当該株式の購入資金は、金融機関

　　からの借入により調達しておりま

　　す。

 

　当社は、株式会社クラウディアグ

ループ内の事業領域の再編に伴い、業

務提携に係る貸衣裳等の業務（「銀座

クチュールNAOCO」を除く。）を平成18

年９月１日付で株式会社クラウディア

コスチュームサービス（旧株式会社ラ

ブリー）に移管いたしました。これに

伴い、同業務に係る売上高は零になり

ますが、株式会社クラウディアコス

チュームサービスに対する製・商品及

びレンタル用商品の売上高が計上され

ることとなります。

 

同業務の当事業年度における売上高　

　　　　　　　　　　 1,760,950千円

 同業務の当事業年度における営業利益

 659,340千円
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