
 

平成 19 年 ８ 月期   個別中間財務諸表の概要  平成19年4月13日 

上 場 会 社 名  株式会社雑貨屋ブルドッグ       上場取引所    JASDAQ  

コード番号   ３３３１               本社所在都道府県 静岡県 

（ＵＲＬ http://www.z-bulldog.com/） 

代  表  者 役  職  名 代表取締役 

        氏    名 久留米  唯 人 

問い合わせ先 責任者役職名 取締役 

        氏    名 岩 藤  洋 一        ＴＥＬ（053）585－9001 

決算取締役会開催日  平成19年４月13日            配当支払開始日  平成─年─月─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                                    (百万円未満切捨て) 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

19年2月中間期 

18年2月中間期 

百万円   ％

14,545 （12.6）

12,920 （20.8）

百万円   ％

1,163 （△18.0）

1,417 （ 57.1）

百万円   ％

1,138 （△21.5）

1,449 （ 60.1）

18年8月期 26,206            2,195            2,232          
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 中間(当期)純利益 １株当たり中間 （当期）純利益  

 

19年2月中間期 

18年2月中間期 

百万円   ％

603 （△21.9）

772 （ 56.4）

円   銭 

        60     83   

       163   53 

18年8月期   1,089                   115   23  

(注)①期中平均株式数    19年2月中間期 9,928,203株 18年2月中間期 4,726,350株 18年8月期 9,452,700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                                    (百万円未満切捨て) 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 

19年2月中間期 

18年2月中間期 

百万円 

22,686 

19,620 

百万円

12,667

9,989

％ 

55.8 

50.9 

円   銭

  1,234   82 

  2,113   61 

18年8月期 20,166 10,306 51.1   1,090   27 

(注)①期末発行済株式数 19年2月中間期 10,260,500株 18年2月中間期 4,727,300株 18年8月期 9,454,600株 

②期末自己株式数  19年2月中間期    1,900株 18年2月中間期    950株 18年8月期   1,900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 

 

通 期 

百万円 

30,410 

百万円

2,520

百万円

1,351

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 133円83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  12.50 12.50 

19年８月期（実績）  ― 

19年８月期（予想） ― 12.50 
12.50 

 

 

 

 

※ 上記の予想は本資料発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予想を含んで掲載してお

ります。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。



 

個別中間財務諸表等 

（1）中間財務諸表 

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（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  2,704,687 2,114,537 2,553,103 

２．売掛金  38,751 53,662 36,766 

３．商品  9,228,978 11,798,656 9,346,555 

４．繰延税金資産  73,856 60,176 76,202 

５．その他 ※４ 425,803 509,400 435,064 

貸倒引当金  △226 △163 △264 

流動資産合計   12,471,851 63.6 14,536,270 64.1  12,447,427 61.7

Ⅱ 固定資産    

１.有形固定資産    

（1）建物 ※1,2 1,818,161 2,247,627 1,972,626 

（2）什器備品 ※１ 1,203,085 1,494,005 1,391,718 

（3）土地 ※２ 1,191,395 1,191,395 1,191,395 

（4）その他 ※１ 218,131 243,051 352,907 

有形固定資産

合計 
 4,430,772 5,176,079 4,908,647 

２.無形固定資産  106,640 100,292 103,520 
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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（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

３.投資その他の資産    

（1）投資有価証券  830 672 740 

（2）関係会社株式  35,000 35,000 35,000 

（3）繰延税金資産  8,595 31,012 25,391 

（4）敷金保証金  2,240,024 2,410,097 2,289,287 

（5）その他  330,298 395,884 368,899 

貸倒引当金  △3,525 △9,802 △12,556 

投資その他の資産合

計 
 2,611,223 2,862,864 2,706,761 

固定資産合計   7,148,636 36.4 8,139,236 35.9  7,718,929 38.3

Ⅲ 繰延資産    

１.株式交付費  ― 11,274 ― 

繰延資産合計   ― 11,274 0.1  ―

資産合計   19,620,487 100.0 22,686,781 100.0  20,166,357 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形  314,149 779,371 259,655 

２．買掛金  1,833,391 1,840,044 1,083,702 

３．短期借入金  2,780,000 1,600,000 1,600,000 

４．一年以内返済予

定長期借入金 
※２ 1,147,040 2,023,560 1,998,240 

５．未払法人税等  652,725 528,155 738,128 

６．賞与引当金  36,060 24,350 43,998 

７．その他 ※４ 863,898 821,024 1,117,744 

流動負債合計   7,627,264 38.9 7,616,506 33.6  6,841,468 33.9

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※２ 1,927,340 2,262,780 2,887,220 

２．退職給付 

引当金 
 47,468 111,903 103,592 

３．その他  28,720 28,055 28,055 

固定負債合計   2,003,528 10.2 2,402,738 10.6  3,018,867 15.0

負債合計   9,630,793 49.1 10,019,244 44.2  9,860,335 48.9
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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（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   1,128,500 5.8 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

 １．資本準備金  1,495,200 ― ― 

資本剰余金合計   1,495,200 7.6 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  35,525 ― ― 

２．任意積立金  6,439,798 ― ― 

３．中間(当期) 

未処分利益 
 891,542 ― ― 

利益剰余金合計   7,366,865 37.5 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券 

評価差額金 
  293 0.0 ― ―  ― ―

Ⅴ 自己株式   △1,165 △0.0 ― ―  ― ―

資本合計   9,989,694 50.9 ― ―  ― ―

負債資本合計   19,620,487 100.0 ― ―  ― ―

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   ― ― 2,066,567 9.1  1,128,500 5.6

２．資本剰余金    

（1）資本準備金  ― 2,432,864 1,495,200 

資本剰余金合計   ― ― 2,432,864 10.7  1,495,200 7.4

３．利益剰余金    

（1）利益準備金  ― 35,525 35,525 

（2）その他利益剰

余金 
   

特別償却準備

金 
 ― 36,461 39,798 

別途積立金  ― 7,350,000 6,400,000 

繰越利益剰余

金 
 ― 747,085 1,207,923 

利益剰余金合計   ― ― 8,169,071 36.0  7,683,247 38.1

４．自己株式   ― ― △1,165 △0.0  △1,165 △0.0

株主資本合計   ― ― 12,667,338 55.8  10,305,781 51.1

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券

評価差額金 
  ― ― 198 0.0  239 0.0

評価・換算差額等

合計 
  ― ― 198 0.0  239 0.0

純資産合計   ― ― 12,667,537 55.8  10,306,021 51.1

負債純資産合計   ― ― 22,686,781 100.0  20,166,357 100.0
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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（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   12,920,991 100.0 14,545,282 100.0  26,206,721 100.0

Ⅱ 売上原価   6,526,485 50.5 7,332,056 50.4  13,270,703 50.6

売上総利益   6,394,506 49.5 7,213,226 49.6  12,936,017 49.4

Ⅲ 販売費及び一般管理

費 
  4,976,594 38.5 6,049,979 41.6  10,740,493 41.0

営業利益   1,417,911 11.0 1,163,246 8.0  2,195,524 8.4

Ⅳ 営業外収益 ※１  59,546 0.5 31,728 0.2  118,567 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  27,533 0.2 56,692 0.4  81,255 0.3

経常利益   1,449,925 11.2 1,138,282 7.8  2,232,836 8.5

Ⅵ 特別利益 ※３  ― 2,185 0.0  22,254 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４  68,734 0.5 26,085 0.2  68,734 0.3

税引前中間（当期）純

利益 
  1,381,190 10.7 1,114,382 7.7  2,186,356 8.3

法人税、住民税及び事

業税 
※６ 635,079 499,968 1,142,969 

法人税等調整額 ※６ △26,823 608,256 4.7 10,430 510,398 3.5 △45,929 1,097,040 4.2

中間（当期）純利益   772,934 6.0 603,983 4.2  1,089,316 4.2

前期繰越利益   118,607 ―  ―

中間（当期）未処分利

益 
  891,542 ―  ―
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他の利益剰余金  
資本金 

資本準備金 利益準備金 特別償却準

備金 
別途積立金

繰越利益剰

余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 株主資本合計

平成18年8月31日 

残高（千円） 
1,128,500 1,495,200 35,525 39,798 6,400,000 1,207,923 7,683,247 △1,165 10,305,781

中間会計期間中

の変動額 
    

新株の発行 938,067 937,664   1,875,732

特別償却準備金

の繰入（注） 
  6,473 △6,473   

特別償却準備金

の取崩し（注） 
  △9,810 9,810   

別途積立金の積

立て（注） 
  950,000 △950,000   

剰余金の配当

（注） 
  △118,158 △118,158  △118,158

中間純利益   603,983 603,983  603,983

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（千

円） 

938,067 937,664 △3,336 950,000 △460,838 485,824  2,361,556

平成19年2月28日 

残高（千円） 
2,066,567 2,432,864 35,525 36,461 7,350,000 747,085 8,169,071 △１,165 12,667,338

 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額

金 

純資産合計 

平成18年8月31日 

残高（千円） 
239 10,306,021

中間会計期間中

の変動額 
 

新株の発行  1,875,732

特別償却準備金

の繰入（注） 
 

特別償却準備金

の取崩し（注） 
 

別途積立金の積

立て（注） 
 

剰余金の配当

（注） 
 △118,158

中間純利益  603,983

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

(純額) 

△41 △41

中間会計期間中

の変動額合計（千

円） 

△41 2,361,515

平成19年2月28日 

残高（千円） 
198 12,667,537

(注)平成18年11月の定時株主総会における剰余金の処分によるものであります。 
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前事業年度の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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他の利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 利益準備金 特別償却準

備金 
別途積立金

繰越利益剰

余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 株主資本合計

平成17年8月31日 

残高（千円） 
1,128,500 1,495,200 35,525 36,687 5,700,000 938,245 6,710,458 △1,165 9,332,993

事業年度中の変

動額 
    

特別償却準備金

の繰入(注) 
  10,767 △10,767   

特別償却準備金

の取崩し(注) 
  △7,656 7,656   

別途積立金の積

立て(注) 
  700,000 △700,000   

剰余金の配当

(注) 
  △94,527 △94,527  △94,527

役員賞与(注)   △22,000 △22,000  △22,000

当期純利益   1,089,316 1,089,316  1,089,316

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（千円） 
  3,110 700,000 269,678 972,789  972,789

平成18年8月31日 

残高（千円） 
1,128,500 1,495,200 35,525 39,798 6,400,000 1,207,923 7,683,247 △１,165 10,305,781

 
評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額

金 

純資産合計 

平成17年8月31日 

残高（千円） 
△261 9,332,731

事業年度中の変

動額 
 

特別償却準備金

の繰入(注) 
 

特別償却準備金

の取崩し(注) 
 

別途積立金の積

立て(注) 
 

剰余金の配当

(注) 
 △94,527

役員賞与(注)  △22,000

当期純利益  1,089,316

株主資本以外の

項目の事業年度

中の変動額(純

額) 

500 500

事業年度中の変

動額合計（千円） 
500 973,289

平成18年8月31日 

残高（千円） 
239 10,306,021

(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 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間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) 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

同左 

 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

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) 

 

 (2）たな卸資産 

 商品 

売価還元法による原価法を採

用しております。 

 

(2）たな卸資産 

 商品 

同左 

 

(2）たな卸資産 

商品 

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(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      ３～39年 

什器備品    ２～10年 

 

(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 

 定額法を採用しております。 

 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 

 

(2)無形固定資産 

 同左 

３．繰延資産の処理方

法 

――――― 株式交付費 

支払時から3年間で定額法により償

却しております。 

――――― 
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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．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、回収不能見

込額を計上しております。 

 

(２)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てるた

め、賞与支給見込額の当中間会

計期間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、当事業年度末における退職

給付債務に基づき、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。 

 

(１)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(２)賞与引当金 

同左 

 

 

 

 

(３)退職給付引当金 

同左 

 

(１)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(２)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てるた

め、賞与支給見込額の当事業年

度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、当事業年度末における退職

給付債務に基づき計上しており

ます。 

 

 

５．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、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。 

 

６．ヘッジ会計の方法 (１)ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしている

金利スワップについて特例処理

によっております。 

 

(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…借入金利息 

 

(３)ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を

行っております。 

 

(４)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、有効性の判定

を省略しております。 

 

(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…同左 

ヘッジ対象…同左 

 

(３)ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

(４)ヘッジ有効性評価の方法 

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…同左 

ヘッジ対象…同左 

 

(３)ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

(４)ヘッジ有効性評価の方法 

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） 

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 

 

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。 これにより

税引前中間純利益は22,755千円減少しており

ます。 

 なお減損損失累計額については、改正後の

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。 

――――― （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。これにより営業利

益及び経常利益は4,799千円増加し、税引前当

期純利益は13,237千円減少しております。 

なお減損損失累計額については、改正後の

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。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、

10,306,021千円であります。 

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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追加情報 

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） 

――――― （店舗における自動販売機の設置に係る受取

手数料の計上区分 ） 

 従来、店舗における自動販売機の設置に係

る受取手数料は、営業外収益の「受取手数料」

に含めて処理しておりましたが、当中間会計

期間より売上高に含めて計上しております。

これにより、従来と同一の方法によった場合

と比べ、売上高、売上総利益及び営業利益は

28,882千円多く計上されております。 

 

――――― 
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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 有形固定資産の減価償却累計額 

3,326,268千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,076,841千円

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,671,837千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

（1） 担保に供している資産 

建物       113,226千円 

土地      1,130,268      

計       1,243,494      

 

（2）上記に対応する債務 

一年内返済予定長期借入金 

221,360千円 

長期借入金     1,078,640 

計             1,300,000 

※２ 担保資産及び担保付債務 

(1)担保に供している資産 

建物       106,576千円 

土地      1,130,268      

計       1,236,844      

 

（2）上記に対応する債務 

一年内返済予定長期借入金 

128,280千円 

長期借入金     1,171,720 

計             1,300,000 

※２ 担保資産及び担保付債務 

（1）担保に供している資産 

建物      109,729千円 

土地     1,130,268      

計      1,239,998      

 

（2）上記に対応する債務 

 

長期借入金    1,300,000千円 

計            1,300,000 

 

３ 偶発債務 

関係会社の金融機関からの借入金に

対する保証 

㈱商研           210,000千円 

 

３ 偶発債務 

関係会社の金融機関からの借入金に

対する保証 

㈱商研           210,000千円 

 

３ 偶発債務 

関係会社の金融機関からの借入金に

対する保証 

㈱商研      210,000千円 

※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

動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。 

 

※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。 

 

※４  

――――――― 

 

５ 当社においては、設備資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行５行と協調融資

方式による当座貸越契約及び貸出コミ

ットメント契約を締結しております。こ

れら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。 

当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 
5,000,000千円 

借入実行残高 2,000,000千円 

差引額 3,000,000千円 
 

 ５ 当社においては、設備資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行５行と協調融資

方式による当座貸越契約及び貸出コミ

ットメント契約を締結しております。こ

れら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。 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 
3,000,000千円 

借入実行残高 1,000,000千円 

差引額 2,000,000千円 

 ５ 当社においては、設備資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行５行と協調融資

方式による当座貸越契約及び貸出コミ

ットメント契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当事業年度末の借入

未実行額は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 
3,000,000千円 

借入実行残高 1,000,000千円 

差引額 2,000,000千円 
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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要なもの 

受取利息            1,935千円 

受取配当金          2,075 

受取手数料         27,586 

賃貸料             25,599 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息           2,987千円 

受取配当金         2,000 

受取手数料         4,030 

賃貸料            20,880 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息           3,911千円 

受取配当金         2,077 

受取手数料        55,177 

賃貸料            49,044 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息          25,972千円 

社債利息             252 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息          33,263千円 

賃借料       17,765 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息           60,676千円 

社債利息              252 

 

※３  

――――― 

※３  

――――― 

※３  特別利益のうち主要なもの 

    固定資産売却益 

     車両運搬具      564千円 

     保険差金      21,690 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 

建物              24,725千円 

什器備品          11,832 

その他（有形固定資産） 

           436 

その他（投資その他の資産） 

    2,325 

火災による損失    6,658千円 

減損損失      22,755千円 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 

建物              2,945千円 

什器備品            264 

その他（有形固定資産） 

           99 

     役員退職慰労金     22,775千円 

 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 

建物       24,725千円 

什器備品          11,832 

その他（有形固定資産） 

         436 

その他（投資その他の資産）   

           2,325 

         減損損失       22,755千円 

    当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単
位について、各店舗及び各賃貸資産を基本単位
としてグルーピングしております。 
営業活動から生ずる損益が継続してマイナ

スである資産グループについて減損を認識し、
各々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計上いたしました。 

場所 用途 種類 減損損失 
(千円) 

福岡県 店舗 
（2店） 

建物及び
構築物、什
器備品、長
期前払費
用 

17,678 

静岡県 店舗 
（1店） 

建物及び
什器備品 

5,077 

内訳は以下のとおりであります。 

科目 金額（千円） 

建物 10,207 

什器備品 11,457 

その他 
（有形固定資産） 

575 

その他 
（投資その他の資産） 

514 

なお、当資産グループの回収可能価格は、使用価
値により測定しており、将来キャッシュ・フローを
5.7％で割り引いて算定しております。 

 

    

 

  当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位
について、各店舗及び各賃貸資産を基本単位とし
てグルーピングしております。 
営業活動から生ずる損益が継続してマイナ

スである資産グループについて減損を認識し、
各々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計上いたしました。 

場所 用途 種類 減損損失
(千円) 

福岡県 店舗 
（2店） 

建物及び
構築物、什
器備品、長
期前払費
用 

17,678 

静岡県 店舗 
（1店） 

建物及び
什器備品 

5,077 

内訳は以下のとおりであります。 

科目 金額（千円） 

建物 10,207

什器備品 11,457

その他 
（有形固定資産） 

575

その他 
（投資その他の資産） 

514

なお、当資産グループの回収可能価格は、使用価値に
より測定しており、将来キャッシュ・フローを5.7％
で割り引いて算定しております。 
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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 減価償却実施額 

有形固定資産      339,584千円 

無形固定資産       14,970 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産      415,858千円 

無形固定資産       16,621 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産      758,233千円 

無形固定資産       31,026  

 

※６ 当中間会計期間における納付税額及び

法人税等調整額は当事業年度に予定し

ている利益処分による特別償却準備金

の積立及び取崩しを前提として計算し

ております。 

 

※６  

――――― 

 

※６  

――――― 

 

 

(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 1,900 － － 1,900

合計 1,900 － － 1,900

 

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) 950 950 － 1,900

合計 950 950 － 1,900

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加950株は、平成18年７月１日付をもって１株につき２株の割合による株式の分割を

行ったことによるものであります。 

 

（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） 

オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料 
 

１年内 

超 

計 円

108,582千円

１年 481,575千円

合 590,158千
  

 
１年内 

超 

計 円

122,645千円

１年 439,790千円

合 562,435千
  

 
１年内 108,582

１年超 427,284

合計 535,867

千円

千円

千円
  

 

（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 2

１ 1

１ 1

１ 6

１ 1

１ 1

株当たり純資産額 ,113.61円 

株当たり中間純利益金額 63.53円 

  

 

株当たり純資産額 ,234.82円 

株当たり中間純利益金額 0.83円 

  

 

株当たり純資産額 ,090.27円

株当たり当期純利益金額 15.23円

  

 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、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株当たり中間純利

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、潜在株式が存在していな

いため記載しておりません。 

当社は平成18年７月１日付で株式１株につき

２株の株式分割を行っております。なお、当

該株式分割が前事業年度の開始日に行われた

と仮定した場合の前事業年度における１株当

たり情報は以下のとおりであります。 

１株当たり純資産額 9

8

84.98円

１株当たり当期純利益金額 6.01円

 

 

 （注） 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 

（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） 772,934 603,983 1,089,316 

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） 772,934 603,983 1,089,316 

期中平均株式数（千株） 4,726 9,928 9,452 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

(2）【その他】 

該当事項はありません。 
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