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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                                                                            （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2月中間期 38,557 4.7 2,137 50.5 2,573 70.8

18年2月中間期 36,833 5.3 1,419 △16.8 1,506 △12.3

18年8月期 77,985 5.4 5,470 26.9 6,533 50.0

 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 1,292 167.4 24 83

18年2月中間期 483 △44.6 9 28

18年8月期 3,395 55.3 65 25

（注）①期中平均株式数 19年2月中間期 52,041,872株 18年2月中間期 52,045,203株 18年8月期 52,044,175株

 ②会計処理の方法の変更 有

 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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

19年2月中間期 55,751 47,881 85.9 920 06

18年2月中間期 54,023 43,338 80.2 832 74

18年8月期 57,652 47,300 82.0 908 89

（注）①期末発行済株式数 19年2月中間期 52,041,407株 18年2月中間期 52,043,710株 18年8月期 52,042,310株

 ②期末自己株式数 19年2月中間期 230,935株 18年2月中間期 228,632株 18年8月期 230,032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 80,000  5,700  2,700  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 51円88銭

３．配当状況

・現金配当 1株当たり配当金 （円）

中間期末 期末 年間

18年8月期       － 13.00 13.00

19年8月期（実績）  －            －  

19年8月期（予想） － 13.00 13.00

※　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。
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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)

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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 5,712 7,281 8,438

２．テナント未収入金 ※1 289 310 435

３．たな卸資産 3,526 3,344 3,570

４．繰延税金資産 425 － －

５．その他 2,798 3,721 3,755

６．貸倒引当金 △2 － △3

流動資産合計 12,749 23.6 14,657 26.3 16,197 28.1

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※2

１．建物 ※3 14,108 14,005 14,046

２．機械及び装置 841 719 804

３．器具及び備品 837 769 831

４．土地 ※3 5,189 5,189 5,189

５．その他 1,162 995 1,023

有形固定資産合計 22,139 41.0 21,679 38.9 21,896 38.0

(2）無形固定資産 391 0.7 317 0.6 355 0.6

(3）投資その他の資産

１．関係会社株式 4,547 4,564 4,547

２．敷金・保証金 5,815 6,043 5,902

３．建設協力金 6,756 6,125 6,456

４．繰延税金資産 510 208 186

５．その他 1,131 2,172 2,128

６．貸倒引当金 △18 △17 △17

投資その他の資産合
計

18,742 34.7 19,097 34.2 19,203 33.3

固定資産合計 41,273 76.4 41,093 73.7 41,455 71.9

資産合計 54,023 100.0 55,751 100.0 57,652 100.0
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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)

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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 2,789 2,575 3,346

２．１年以内返済予定の
長期借入金

※3 1,163 8 482

３．未払金 1,691 2,179 2,426

４．未払法人税等 746 1,244 1,892

５．繰延税金負債 － 61 110

６．賞与引当金 623 680 638

７．株主優待引当金  303 130 212

８．その他 2,090 537 784

流動負債合計 9,407 17.4 7,417 13.3 9,892 17.2

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※3 8 － －

２．退職給付引当金 1,156 － －

３．長期未払金 － 334 341

４．その他 112 117 117

固定負債合計 1,277 2.4 452 0.8 459 0.8

負債合計 10,684 19.8 7,870 14.1 10,351 18.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※4 8,612 15.9 － － － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 9,007 － －

資本剰余金合計 9,007 16.7 － － － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 2,153 － －

２．任意積立金 23,082 － －

３．中間(当期)未処分利
益

775 － －

利益剰余金合計 26,010 48.1 － － － －

Ⅳ　自己株式 ※5 △291 △0.5 － － － －

資本合計 43,338 80.2 － － － －

負債資本合計 54,023 100.0 － － － －
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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)

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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  8,612 15.4  8,612 14.9

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   9,007   9,007   

資本剰余金合計   － －  9,007 16.2  9,007 15.6

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   2,153   2,153   

(2）その他利益剰余金           

別途積立金  －   25,770   23,070   

繰越利益剰余金  －   1,615   3,700   

利益剰余金合計   － －  29,538 53.0  28,923 50.2

４．自己株式   － －  △295 △0.5  △293 △0.5

株主資本合計   － －  46,863 84.1  46,248 80.2

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．繰延ヘッジ損益   － －  1,018 1.8  1,051 1.8

評価・換算差額等合計   － －  1,018 1.8  1,051 1.8

Ⅲ　新株予約権   － －       

純資産合計   － －  47,881 85.9  47,300 82.0

負債純資産合計   － －  55,751 100.0  57,652 100.0
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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）

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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 36,833 100.0 38,557 100.0 77,985 100.0

Ⅱ　売上原価 13,876 37.7 14,475 37.5 29,157 37.4

売上総利益 22,956 62.3 24,082 62.5 48,828 62.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 21,536 58.4 21,945 57.0 43,357 55.6

営業利益 1,419 3.9 2,137 5.5 5,470 7.0

Ⅳ　営業外収益 ※1 98 0.2 438 1.2 1,078 1.4

Ⅴ　営業外費用 ※2 11 0.0 1 0.0 15 0.0

経常利益 1,506 4.1 2,573 6.7 6,533 8.4

Ⅵ　特別利益 ※3 － － － － 488 0.6

Ⅶ　特別損失 ※4,5 375 1.0 261 0.7 629 0.8

税引前中間(当期)
純利益

1,131 3.1 2,312 6.0 6,393 8.2

法人税、住民税及び
事業税

600 1,068 2,805

法人税等調整額 48 648 1.8 △47 1,020 2.6 191 2,997 3.8

中間(当期)純利益 483 1.3 1,292 3.4 3,395 4.4

前期繰越利益 291 － －

中間(当期)未処分
利益

775 － －
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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

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

平成18年８月31日　残高
（百万円）

8,612 9,007 9,007 2,153 － 23,070 3,700 28,923 △293 46,248

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立      2,700 △2,700 －  －

剰余金の配当（注）       △676 △676  △676

中間純利益       1,292 1,292  1,292

自己株式の取得         △1 △1

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
（百万円）

－ － － － － 2,700 △2,084 615 △1 614

平成19年２月28日　残高
（百万円）

8,612 9,007 9,007 2,153 － 25,770 1,615 29,538 △295 46,863

評価・換算差額等

純資産合計
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等
合計

平成18年８月31日　残高
（百万円）

1,051 1,051 47,300

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立   －

剰余金の配当（注）   △676

中間純利益   1,292

自己株式の取得   △1

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△33 △33 △33

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△33 △33 580

平成19年２月28日　残高
（百万円）

1,018 1,018 47,881

　（注）平成18年11月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31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
金合計特別消却

準備金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成17年８月31日　残高
（百万円）

8,612 9,007 9,007 2,153 20 21,370 2,504 26,047 △287 43,380

事業年度中の変動額

特別消却準備金の取崩     △20  20 －  －

別途積立金の積立      1,700 △1,700 －  －

剰余金の配当（注）       △520 △520  △520

当期純利益       3,395 3,395  3,395

自己株式の取得         △6 △6

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
（百万円）

－ － － － △20 1,700 1,195 2,875 △6 2,868

平成18年８月31日　残高
（百万円）

8,612 9,007 9,007 2,153 － 23,070 3,700 28,923 △293 48,248

評価・換算差額等

純資産合計
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等
合計

平成17年８月31日　残高
（百万円）

－ － 43,380

事業年度中の変動額

特別消却準備金の取崩   －

別途積立金の積立   －

剰余金の配当（注）   △520

当期純利益   3,395

自己株式の取得   △6

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

1,051 1,051 1,051

事業年度中の変動額合計
（百万円）

1,051 1,051 3,920

平成18年８月31日　残高
（百万円）

1,051 1,051 47,300

　（注）平成17年11月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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

(1) 有価証券

①子会社株式

移動平均法による原価

法

(1) 有価証券

①子会社株式

同　　　左

(1) 有価証券

①子会社株式

同　　　左

(2) デリバティブ

　 時価法

(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店舗食材、原材料及び

貯蔵品

最終仕入原価法による

原価法

(3) たな卸資産

①店舗食材、原材料及び

工場仕込品

　　　総平均法による原価法

(3) たな卸資産

①店舗食材、原材料及び

貯蔵品

最終仕入原価法による

原価法

②未着店舗食材

個別法による原価法

②未着店舗食材

同　　　左

②未着店舗食材

同　　　左

③工場仕込品

総平均法による原価法

 

　

（会計方針の変更）

従来、店舗食材及び原材

料の評価基準及び評価方法

は、最終仕入原価法によっ

ておりましたが、当中間会

計期間より総平均法による

原価法に変更しました。

これは、原価を迅速に把握

し、より正確な在庫管理を

行うことにより、期間損益

の適正化を図るために行っ

たものです。

　なお、この変更による財

務諸表の与える影響額は軽

微であります。

③工場仕込品

総平均法による原価法
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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）

２．固定資産の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、当社は平成

10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設

備を除く）については、

定額法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数

は、建物及び構築物15

～38年、機械装置及び

運搬具５～15年であり

ます。

(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、社内

における利用可能期間

（５年）に基づく定額法

を採用しております。

(2) 無形固定資産

同　　　左

(2) 無形固定資産

同　　　左

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

性を検討し、必要と認めた

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) 賞与引当金

従業員に対する賞与支給

に備えるため、将来の支給

見込額のうち当中間会計期

間の負担額を計上しており

ます。

(2) 賞与引当金

同　　　左

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与支給

に備えるため、将来の支給

見込額のうち当期の負担額

を計上しております。

(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。

(3) 退職給付引当金

────────

(3) 退職給付引当金

   ────────

(追加情報）

当社は、確定拠出年金法
の施行に伴い、平成18年
４月に退職金制度のうち、
退職一時金制度を廃止し、
確定拠出年金制度に移行し、
「退職給付制度間の移行等
に関する会計処理」（企業
会計基準適用指針第１号）
を適用しております。
　これに伴い発生した数理
計算上の差異を一括費用処
理するとともに、退職給付
制度間移行利益488百万円
を特別利益に計上しており
ます。

－ 9 －



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) 株主優待引当金

将来の株主優待券の利用

による費用の発生に備える

ため、株主優待券の利用実

績に基づいて、下期以降に

発生すると見込まれる額の

うち当中間会計期間の負担

額を計上しております。

　(追加情報）

前中間会計期間は優待

券利用時に株主優待費を

販売費及び一般管理費と

して処理をしておりまし

たが、当中間会計期間末

においては下期以降に発

生すると見込まれる株主

優待費の額のうち当中間

会計期間の負担額を「株

主優待引当金」として計

上しております。

  なお、前中間会計期間

に当中間会計期間と同一

の方法を採用した場合に

は、従来の方法によった

場合に比べ、前中間会計

期間の営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益

がそれぞれ182百万円少

なく計上されることとな

ります。

(4) 株主優待引当金

将来の株主優待券の利用

による費用の発生に備える

ため、株主優待券の利用実

績に基づいて、下期以降に

発生すると見込まれる額の

うち当中間会計期間の負担

額を計上しております。

 

 

(4) 株主優待引当金

将来の株主優待券の利用

による費用の発生に備える

ため、株主優待券の利用実

績に基づいて、翌期以降に

発生すると見込まれる額を

計上しております。

４．外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準

外貨建金銭債権債務は、

中間会計期間末日の直物為

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、

当期末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
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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）

６．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によって

おります。ただし、為替予

約等が付されている外貨建

金銭債権債務等について、

振当処理の要件を満たして

いる場合には、振当処理を

行っております。

  また、要件を満たす金利

スワップについては、特例

処理を行っております。

(1) ヘッジ会計の方法

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＞

１．通貨関連：為替予

約、通貨スワップ及

び外貨預金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

＜ヘッジ手段＞

１．通貨関連：

同　　　左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

＜ヘッジ手段＞

１．通貨関連：

同　　　左

２．金利関連：金利ス

ワップ

２．金利関連：

同　　　左

２．金利関連：

同　　　左

＜ヘッジ対象＞

１．通貨関連：外貨建

予定取引

＜ヘッジ対象＞

１．通貨関連：

同　　　左

＜ヘッジ対象＞

１．通貨関連：

同　　　左

２．金利関連：借入金 ２．金利関連：

同　　　左

２．金利関連：

同　　　左

(3) ヘッジ方針

リスク管理方針に基づ

き、為替変動リスクを回

避すること及び金利変動

リスクを回避することを

目的としており、投機的

な取引は行わない方針で

あります。

(3) ヘッジ方針

同　　　左

(3) ヘッジ方針

同　　　左

(4) ヘッジ有効性の評価方

法

１．通貨関連：為替相

場の変動による

キャッシュ・フロー

総額についての比率

分析を行っておりま

す。

(4) ヘッジ有効性の評価方

法

１．通貨関連：

同　　　左

(4) ヘッジ有効性の評価方

法

１．通貨関連：

同　　　左

２．金利関連：金利ス

ワップの特例処理を

採用しているため、

ヘッジ有効性の判定

は省略しております。

２．金利関連：

同　　　左

２．金利関連：

同　　　左

７．その他中間財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

消費税及び地方消費税の

会計処理

税抜方式を採用しており

ます。

なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺のうえ、

流動負債の「その他」に含

めて表示しております。

消費税及び地方消費税の

会計処理

同　　　左

消費税及び地方消費税の

会計処理

税抜方式を採用しており

ます。
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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。

　なお、これに伴う減損損失は、認識

しておりません。

 ────────── （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」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。

　なお、これに伴う減損損失は認識し

ておりません。

 

 ──────────

 

 ──────────

（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46,248百万円であります。

　また、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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（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．テナント未収入金

　ショッピングセンター及び百貨

店等にテナントとして出店してい

る店舗の売上金入金額から相殺す

べき賃借料、水道光熱費及び諸経

費を差し引いたショッピングセン

ター及び百貨店等に対する未収入

金であります。

※１．テナント未収入金

同　　　　左

※１．テナント未収入金

同　　　　左

※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額

及び減損損失累計額

※２．有形固定資産の減価償却累計額

12,586百万円 14,078百万円 13,467百万円

※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産

建物 688百万円

土地 1,162

　計 1,850

土地 123百万円

　  

土地 123百万円

　  

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務）

１年以内返済予
定の長期借入金

163百万円

長期借入金 8

　計 171

１年以内返済予
定の長期借入金

8百万円
１年以内返済予
定の長期借入金

58百万円

　  

※４．授権株式数及び発行済株式総数 ※４．─────────── ※４．───────────

授権株式数 73,208,000株

発行済株式総数 52,272,342株

   

   

※５．当社が保有する自己株式の数は

普通株式228,632株であります。

※５．─────────── ※５．───────────

　６．偶発債務

　従業員の銀行からの社員ローン

残高0百万円に対して債務保証を

行っております。

　６．偶発債務

　上海薩莉亜餐飲有限公司の銀行

からの借入金73百万円(500万元)

に対して債務保証を行っておりま

す。

　６．偶発債務

　上海薩莉亜餐飲有限公司の銀行

からの借入金73百万円(500万元)

に対して債務保証を行っておりま

す。

（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．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目

受取利息 51百万円

為替差益 40

受取利息 52百万円

為替差益 380

受取利息 98百万円

為替差益 970 

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目

支払利息 11百万円 支払利息 1百万円 支払利息 15百万円

※３．────────── ※３．────────── ※３．特別利益の主要項目

退職給付制度間

移行利益

488百万円

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目

固定資産除却損 279百万円

店舗閉店損失 95 

固定資産除却損 132百万円

店舗閉店損失 75 

減損損失 53 

固定資産除却損 326百万円

店舗閉店損失 302 
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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）

※５．減損損失

　　　──────────

 

※５．減損損失

　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。 

 場所  ６店舗  

 用途  店舗資産 

 種類  建物他  

 減損損失  53百万円 

　当社はキャッシュ・フローを生み出

す最小単位として、店舗ごとに資産の

グルーピングをしております。営業環

境の悪化により、上記の資産グループ

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

に計上しております。その内訳は、建

物42百万円、その他10百万円でありま

す。

　なお、回収可能額はいずれも使用価

値により測定しており、将来キャッ

シュ・フローを３％割引いて算定して

おります。

※５．減損損失

　　　──────────

 

　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額

有形固定資産 986百万円

無形固定資産 51 

有形固定資産 932百万円

無形固定資産 40 

有形固定資産 2,011百万円

無形固定資産 95

（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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式（注） 230 0 － 230

合計 230 0 － 230

 (注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、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
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

普通株式（注） 226 3 － 230

合計 226 3 － 230

 (注）普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（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）

　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

　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

　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

百万円 百万円 百万円

機械及
び装置

1,481 766 714

器具及
び備品

6,398 4,542 1,855

　計 7,879 5,309 2,569

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

百万円 百万円 百万円

機械及
び装置

1,481 1,006 474

器具及
び備品

4,872 2,636 2,236

　計 6,353 3,643 2,710

取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

期末残高
相当額

百万円 百万円 百万円

機械及
び装置

1,481 886 594

器具及
び備品

4,147 2,719 1,427

　計 5,628 3,605 2,022

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 1,234百万円

１年超 1,412

　合計 2,647

１年内 1,012百万円

１年超 1,759

　合計 2,772

１年内 956百万円

１年超 1,129

　合計 2,086

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

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 860百万円

減価償却費相当額 810

支払利息相当額 38

支払リース料 600百万円

減価償却費相当額 562

支払利息相当額 35

支払リース料 1,626百万円

減価償却費相当額 1,532

支払利息相当額 69

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

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

５．利息相当額の算定方法

同　　左

 （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。

（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。

（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    832円74銭

１株当たり中間純利益   9円28銭

１株当たり純資産額  920円06銭

１株当たり中間純利益 24円83銭

１株当たり純資産額    908円89銭

１株当たり当期純利益     65円25銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、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。

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、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。

 （追加情報）

　「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第４号）が平成18年１月31日付

で改正されたことに伴い、当事業年度

から繰延ヘッジ損益（税効果調整後）

の金額を普通株式に係る純資産額に含

めております。

　なお、前事業年度に係る財務諸表に

おいて採用していた方法により算定し

た当事業年度の１株当たり純資産額は

888.68円であります。

　（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（百万円） 483 1,292 3,395

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純利

益（百万円）
483 1,292 3,395

期中平均株式数（千株） 52,045 52,041 52,044

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

旧商法に基づく新株引受権

21,970株。 

旧商法に基づく新株引受権

17,576株。 

旧商法に基づく新株引受権

21,970株。 

（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）

 当社は、平成18年４月１日より退

職一時金制度から確定拠出年金制度

に移行しております。

　なお、この移行に伴う当事業年度

の損益に与える影響額は約488百万円

（特別利益）の見込みであります。

──────────── ────────────
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