
 

上記に記載した数値は、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、多分に不特定な要

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。

 

平成 19 年 8 月期   個別中間財務諸表の概要 平成１９年４月２０日 

会 社 名  株式会社 サダマツ               上場取引所           JASDAQ 

コ ー ド 番 号  ２７３６                   本社所在都道府県     長崎県 

（ＵＲＬ http://www.b-sophia.co.jp） 
代  表  者 役  職  名  代表取締役 
        氏    名  貞松 隆弥 
問い合わせ先 責任者役職名  取締役財務経理部長 

        氏    名 森山 勇二       ＴＥＬ（０３）５７６８－９９５７ 

決算取締役会開催日  平成 19年  4月 20日   中間配当制度の有無  有  
中間配当支払開始日  平成  -年 -月 -日  単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株） 
 
１．19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   ％

3,999    （36.8）

2,922    （23.9）

百万円   ％

 93   (△25.3）

124     （7.8）

百万円   ％

   82  （△25.5）

111     （8.3）

18年8月期 6,625            227            196            
 

 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   ％

  △165    （－）

110     （－）

円   銭

△14     57  

9         75   

18年8月期 110            9         75    

(注)①期中平均株式数 19年2月中間期 11,368,733株 18年2月中間期 11,331,873株 

 18年8月期   11,341,252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                                   （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 

6,750       

5,330       

百万円

1,575      

1,784      

％ 

23.3 

33.5 

円   銭

     138     55  

157      25  

18年8月期 5,606       1,786      31.9 157      17  

(注)①期末発行済株式数 19年2月中間期 11,368,320株 18年2月中間期 11,345,000株 18年8月期 11,369,000株 

②期末自己株式数   19年2月中間期       680株 18年2月中間期       -株 18年8月期     -株 

２．19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 

7,699       

百万円

98      

百万円

△184      

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  △16円  18銭 



 

上記に記載した数値は、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、多分に不特定な要

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。

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

今回の通期個別業績予想は修正しております。その主な要因は、中間期の業績の修正の影響と本社機能

統合の遅れによる営業利益への影響であります。 

なお、平成18年10月27日に発表いたしました通期個別業績予想は、以下のとおりであります。 

 

売上高 経常利益 当期純利益 

通 期 百万円

8,040 

百万円

195 

百万円

16 
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  個別中間財務諸表等 

  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  451,532 1,368,491 476,791 

 ２ 売掛金  469,375 660,358 637,312 

 ３ たな卸資産  2,803,898 2,890,901 2,743,387 

 ４ 繰延税金資産  13,702 26,219 22,131 

 ５ その他  46,120 44,787 131,631 

   貸倒引当金  △1,300 △1,495 △2,208 

   流動資産合計   3,783,329 71.0 4,989,263 73.9  4,009,046 71.5

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※２   

  (1) 建物  35,126 41,064 31,359 

  (2) 工具器具備品  10,056 15,290 13,878 

  (3) 土地  140,963 140,963 140,963 

   有形固定資産合計  186,146 197,318 186,201 

 ２ 無形固定資産  11,385 15,814 10,364 

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  101,197 103,951 104,787 

  (2) 関係会社株式  16,258 142,403 104,000 

   (3) 関係会社 
長期貸付金 

 77,030 134,227 77,030 

  (4) 長期前払費用  123,812 106,573 110,821 

  (5) 繰延税金資産  201,021 166,047 171,642 

  (6) 差入保証金  753,942 824,908 761,040 

  (7) その他  113,860 68,489 67,147 

    貸倒引当金  △48,000 ― ― 

   投資その他の 
   資産合計 

 1,339,123 1,546,601 1,396,470 

   固定資産合計   1,536,656 28.8 1,759,733 26.1  1,593,035 28.4

Ⅲ 繰延資産   10,472 0.2 1,976 0.0  4,597 0.1

   資産合計   5,330,458 100.0 6,750,972 100.0  5,606,679 100.0
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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(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 支払手形  393,425 332,007 291,965 

 ２ 買掛金  253,491 191,937 209,793 

 ３ 短期借入金 ※１ 1,110,000 2,000,000 1,450,000 

 ４ １年以内返済予定の 
   長期借入金 

 11,970 210,679 40,680 

 ５ １年以内償還予定の 
   社債 

 140,000 130,000 140,000 

 ６ 未払法人税等  19,472 27,527 29,468 

 ７ 賞与引当金  25,541 17,851 17,524 

 8 ポイント引当金  ― 4,700 ― 

 9 その他 ※３ 502,756 504,012 486,382 

   流動負債合計   2,456,657 46.1 3,418,716 50.7  2,665,814 47.5

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  850,000 720,000 780,000 

 ２ 長期借入金  30,000 802,030 142,370 

 ３ 退職給付引当金  64,401 71,328 66,588 

 ４ 役員退職慰労引当金  116,630 127,437 130,462 

 ５ その他  28,739 36,412 34,552 

   固定負債合計   1,089,772 20.4 1,757,208 26.0  1,153,973 20.6

   負債合計   3,546,429 66.5 5,175,924 76.7  3,819,788 68.1

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   740,704 13.9 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

    資本準備金  705,130 ― ― 

   資本剰余金合計   705,130 13.2 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  8,000 ― ― 

 ２ 任意積立金  308,121 ― ― 

 ３ 中間未処分利益  22,620 ― ― 

   利益剰余金合計   338,741 6.4 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券 
    評価差額金   

  △547 △0.0 ― ―  ― ―

   資本合計   1,784,028 33.5 ― ―  ― ―

   負債資本合計   5,330,458 100.0 ― ―  ― ―
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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(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   ― ― 742,240 11.0  742,240 13.3

２ 資本剰余金    

資本準備金  ― 706,642 706,642 

資本剰余金合計   ― ― 706,642 10.4  706,642 12.6

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 8,000 8,000 

(2) その他利益剰余金    

特別償却準備金   121 121 

別途積立金  ― 208,000 308,000 

繰越利益剰余金  ― △88,506 22,655 

利益剰余金合計   ― ― 127,615 1.9  338,776 6.0

４ 自己株式   ― ― △183 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ― 1,576,314 23.3  1,787,659 31.9

Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― △1,266 △0.0  △768 △0.0

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― △1,266 △0.0  △768 △0.0

純資産合計   ― ― 1,575,048 23.3  1,786,891 31.9

負債純資産合計   ― ― 6,750,972 100.0  5,606,679 100.0
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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   2,922,709 100.0 3,999,056 100.0  6,625,045 100.0

Ⅱ 売上原価   1,292,008 44.2 1,564,617 39.1  2,831,165 42.7

   売上総利益   1,630,700 55.8 2,434,439 60.9  3,793,880 57.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,505,837 51.6 2,341,123 58.5  3,565,966 53.8

   営業利益   124,863 4.2 93,316 2.4  227,914 3.5

Ⅳ 営業外収益 ※１  4,871 0.2 12,003 0.3  10,356 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  18,628 0.6 22,582 0.6  42,135 0.6

   経常利益   111,107 3.8 82,736 2.1  196,135 3.0

Ⅵ 特別利益 ※３  132,500 4.5 ― ―  155,270 2.3

Ⅶ 特別損失 ※4,5  29,876 1.0 226,491 5.7  97,677 1.5

   税引前中間(当期)純 
利益又は税引前中間 

      純損失(△) 
  213,731 7.3 △143,754 △3.6  253,727 3.8

   法人税、住民税及び 
   事業税 

 15,272 20,085 34,135 

   法人税等調整額  87,943 103,215 △3.5 1,845 21,930 △0.5 109,041 143,177 △2.2

中間(当期)純利益又
は中間純損失（△） 

  110,515 3.8 △165,685 △4.1  110,550 1.6

   前期繰越利益   90,370 ―  ―

      合併による抱合せ 
株式消却損 

  178,265 ―  ―

   中間未処分利益   22,620 ―  ―
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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 

その他利益剰余金  
資本金 資本 

準備金 

資本剰余金

合計 

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) 
742,240 706,642 706,642 8,000 121 308,000 22,655 338,776 ― 1,787,659

中間会計期間中の

変動額 
   

別途積立金の取崩

し 
 △100,000 100,000 ―  ―

剰余金の配当  △45,476 △45,476  △45,476

中間純利益  △165,685 △165,685  △165,685

自己株式の取得   △183 △183

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) 

― ― ― ― ― △100,000 △111,161 △211,161 △183 △211,345

平成19年2月28日残高

(千円) 
742,240 706,642 706,642 8,000 121 208,000 △88,506 127,615 △183 1,576,314

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年8月31日残高(千円) △768 △768 1,786,891

中間会計期間中の変動額 

別途積立金の取崩し ―

剰余金の配当 △45,476

中間純利益 △165,685

自己株式の取得 △183

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額) 

△497 △497 △497

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△497 △497 △211,843

平成19年2月28日残高(千円) △1,266 △1,266 1,575,048
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 資本 

準備金 

資本剰余金

合計 

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 

株主資本 

合計 

平成17年8月31日残高

(千円) 
739,552 703,996 703,996 8,000 214 408,000 42,034 458,249 1,901,798

事業年度中の変動額    

新株の発行 2,688 2,646 2,646  5,334

特別償却準備金の取

崩し 
  △93 93 ― ―

別途積立金の取崩し   △100,000 100,000 ― ―

剰余金の配当   △45,308 △45,308 △45,308

利益処分による役員

賞与 
  △6,450 △6,450 △6,450

当期純利益   110,550 110,550 110,550

合併による抱合せ株
式消却損 

  △178,265 △178,265 △178,265

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) 

2,688 2,646 2,646 ― △93 △100,000 △19,379 △119,472 △114,138

平成18年8月31日残高

(千円) 
742,240 706,642 706,642 8,000 121 308,000 22,655 338,776 1,787,659

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成17年8月31日残高(千円) ― ― 1,901,798

事業年度中の変動額 

新株の発行 5,334

特別償却準備金の取崩し ―

別途積立金の取崩し ―

剰余金の配当 △45,308

利益処分による役員賞与 △6,450

当期純利益 110,550

合併による抱合せ株式消却損 △178,265

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額) 

△768 △768 △768

事業年度中の変動額合計(千円) △768 △768 △114,906

平成18年8月31日残高(千円) △768 △768 1,786,891
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中間財務諸表作成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を採

用しております 
 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 
  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)  

(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を 

採用しております。 

  時価のないもの 

同左 

  時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

  ① 商品・製品 
    個別法による原価法を採

用しております。 
  ② 貯蔵品 
    終仕入原価法を採用し

ております。 

(2) たな卸資産 

 ① 商品・製品 

   個別法による原価法を採用

しております。 

 ② 地金・石 
   移動平均法による原価法を

採用しております。 

(2) たな卸資産 

 ① 商品・製品 

       同左 

  

② 地金・石 

    同左 

     ③ 貯蔵品 

   終仕入原価法による原価

法を採用しております。 

 ③ 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 
  定率法(ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物
(付属設備を除く)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     ２年～17年
   工具器具備品 ２年～20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 
  ソフトウエア(自社利用)につ

いては、社内における利用可
能期間(５年)による定額法を
採用しております。 

(3) 長期前払費用 
  均等償却によっております。
  なお、償却期間については、

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。

(2) 無形固定資産 
同左 
 
 
 

(3) 長期前払費用 
同左 

(2) 無形固定資産 
同左 
 
 
 

(3) 長期前払費用 
同左 

(1) 社債発行費 (1) ３ 繰延資産の処理方法 
  商法施行規則の規定に基づき

長期間（３年）で、毎期均
等額を償却しております。 

       
 

 
(2) 

 
 
 

(1) 社債発行費 
旧商法施行規則の規定に基づ
き 長期間（３年）で、毎期
均等額を償却しております。

(2) 
 

 
 

(2) 新株発行費 
  商法施行規則の規定に基づき

長期間（３年）で、毎期均
等額を償却しております。 

(3)

 

(3)株式交付費 
旧商法施行規則の規定に基
づき 長期間（３年）で、
毎期均等額を償却しており
ます。 

(3)株式交付費 

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) 

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、回収不能見積額を計上し

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 

    従業員の賞与の支給に備え

て、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。 

(2) 賞与引当金 

         同左 

(2) 賞与引当金 

    従業員の賞与の支給に備え

て、賞与支給見込額の当期負

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。 

(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。 

（追加情報） 

従来、退職給付債務の計算方

法については簡便法を使用し

ておりましたが、当中間会計

期間より原則法に変更してお

ります。 

この変更は、当中間会計期間

において原則法による高い信

頼性と合理的な退職給付債務

の数理計算を行う方法を採用

することが可能となったため

簡便法より原則法に変更する

こととしたものであります。

この変更に伴い、従来と同一

の方法によった場合に比べ、

当中間会計期間の期首におけ

る簡便法による退職給付債務

額との差額を特別損失に、

5,751千円計上しているた

め、税引前中間純損失が

5,751千円増加しておりま

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

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

     

 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規

程(内規)に基づき、中間期末

要支給額を計上しておりま

す。 

  なお、変更時の過年度相当額 

(90,312千円)については、５

年による按分額を費用処理し

ております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規

程(内規)に基づき、中間期末

要支給額を計上しておりま

す。 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

    役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規

程(内規)に基づき、期末要支

給額を計上しております。 

    なお、変更時の過年度相当額

(90,312千円)については、５

年による均等額を費用処理し

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、決算日

の直物為替相場により、円貨に

換算し、換算差額は損として処

理しております。 

6 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 

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 

消費税等の処理方法 

消費税等は、税抜方式により処理

しております。 

消費税等の処理方法 

同左 

消費税等の処理方法 

同左 
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会計処理の変更 

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) 

 

――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

当中間会計期間より、「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

1,575,048千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、改正後の

中間財務諸表等規則により作成しており

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

1,786,891千円であります。 

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。 

 

 

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) 

 

――――― 

 

（損益計算書） 

前中間会計期間まで営業外費用で表示しておりました「新株発行

費償却」は当中間会計期間から「繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い」により、「株式交付費償却」として表示しておりま

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 
(平成18年２月28日) 

当中間会計期間 
(平成19年２月28日) 

前事業年度 
(平成18年８月31日) 

※１ 当座貸越契約 

当社においては、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。当

中間会計期末における当座貸越契約

に関わる借入金未実行残高は、次の

とおりです。 

当座貸越極度額の総額 1,600,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 600,000千円
 

※１ 当座貸越契約 

当社においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行７行と当

座貸越契約を締結しております。当

中間会計期末における当座貸越契約

に関わる借入金未実行残高は、次の

とおりです。 

当座貸越極度額の総額 2,100,000千円

借入実行残高 2,000,000千円

差引額 100,000千円
 

※１ 当座貸越契約 

当社においては、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。当

事業年度末における当座貸越契約に

関わる借入金未実行残高は、次のと

おりです。 

当座貸越極度額の総額 1,600,000千円

借入実行残高 1,400,000千円

差引額 200,000千円
 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 87,155千円
 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 98,350千円
 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 91,520千円
 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺し、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しており

ます。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 
※３  

――――― 
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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 2,151千円

受取家賃 571千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 934千円

受取家賃 571千円

協賛金収入 3,918千円

災害保険金収入 1,641千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 3,085千円

受取家賃 1,142千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 4,212千円

社債利息 5,225千円

社債発行費償却 3,362千円

新株発行費償却 3,501千円

社債保証料 2,231千円
 

支払利息 13,432千円

社債利息 4,294千円

株式交付費償却 2,496千円

社債保証料 2,015千円
 

支払利息 12,194千円

社債利息 10,148千円

社債発行費償却 6,724千円

株式交付費償却 6,139千円

社債保証料 4,770千円
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

投資損失引当金戻入益  

132,500千円 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

過年度役員退職慰労

引当金繰入額 9,031千円

店舗閉鎖損失 7,928千円

減損損失 12,487千円

    

※３  

      ――――― 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

店舗閉鎖損失 20,294千円

減損損失 8,322千円

棚卸資産 

減耗評価損 176,700千円

本社移転費用 14,852千円
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

投資損失引当金戻入益  

132,500千円 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

過年度役員退職慰

労引当金繰入額 18,062千円

店舗閉鎖損失 13,183千円

商品評価損 30,562千円

減損損失 27,901千円
 

※５ 減損損失 
当中間会計期間において、当社は以

下の資産グループについて減損損失

を計上いたしました。 

宝飾店舗 

場 用 種
減

(
所 途 類 

損損失 

千円) 

長

長

店

資

工

具

3崎県 

崎市 

舗 

産 

具 器

備品 

,718 

長

西

店 長

払

リ

資

7

 

7

崎県 

彼杵郡 資

舗 

産 

期 前

費用 

ー ス

産 

84 

,984 

 合 1計  2,487 

 

当社においては各店舗が、独立したキャッ

シュ・フローを生み出す 小単位として捉

え、店舗ごとにグルーピングしておりま

す。店舗については、営業活動から生じる

損益が継続してマイナスか継続してマイナ

スとなる見込であるため、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いたしました。 

なお、当資産の回収可能価額は、正味売却

可能価額と使用価値のいずれか高い価額と

しております。正味売却可能価額は、不動

産鑑定評価基準に基づいた鑑定評価額で算

定し、使用価値は将来キャッシュ・フロー

見積額を６％で割り引いて算出しておりま

す。 

※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。 

宝飾店舗 

場 用 種
減

(
所 途 類 

損損失

千円) 

秋

 

店

資

ﾘ 2田県 

秋田市 

舗

産

ｰｽ資産 ,047

そ 店

資

ﾘ 6

 

の他 舗

産

ｰｽ資産 ,275

合  8計 ,322

 

当社においては各店舗が、独立したキャッ

シュ・フローを生み出す 小単位として捉

え、店舗ごとにグルーピングしておりま

す。店舗については、営業活動から生じる

損益が継続してマイナスか継続してマイナ

スとなる見込であるため、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いたしました。 

なお、当資産の回収可能価額は、正味売却

可能価額と使用価値のいずれか高い価額と

しております。正味売却可能価額は、不動

産鑑定評価基準に基づいた鑑定評価額で算

定し、使用価値は将来キャッシュ・フロー

見積額を６％で割り引いて算出しておりま

す。 

※５ 減損損失 
当事業年度において、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 用 種
減

(
所 途 類 

損損失

千円)

長

長

店

資

工

品

3崎県 

崎市 

舗 

産 

具器具備

 

,718

長

西

店

資

長

用

リ

7

7

崎県 

彼杵郡

舗 

産 

期前払費

 

ース資産 

84

,984

福

福

店

資

工

品

長

用

リ

1

1

 

8

岡県 

岡市 

舗 

産 

具器具備

 

期前払費

 

ース資産 

33

,344

,125

福

北

店

資

長

用

リ

5

1

岡県 

九州市

舗 

産 

期前払費

 

ース資産 

44

,258

兵

神

店

資

リ 4庫県 

戸市 

舗 

産 

ース資産 ,008

合 2計  7,901

当社においては各店舗が、独立したキャッ

シュ･フローを生み出す 小単位として捉

え、店舗ごとにグルーピングしておりま

す。店舗については、営業活動から生じる

損益が継続してマイナスか継続してマイナ

スとなる見込であるため、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いたしました。 

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却

可能価額と使用価値のいずれか高い価額と

しております。正味売却可能価格は、不動

産鑑定評価基準に基づいた鑑定価格で算定

し、使用価値は将来キャッシュ・フロー見

積額を６％で割り引いて算出しておりま

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) 

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 5,182千円

無形固定資産 923千円
 

有形固定資産 7,447千円

無形固定資産 1,444千円
 

有形固定資産 11,629千円

無形固定資産 1,945千円
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(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） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 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（株） ― 680 ― 680
 
  （変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加    680 株 

 

前事業年度(自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日) 

該当事項はありません。 
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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 

 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 

 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 

 

 
工具器具
備品 

ソフト 
ウエア 

合計 

取得価額 
相当額 

 
(千円) 

721,035 200,026 921,061 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

295,915 93,792 389,708 

減損損失 
累計額 
相当額 
(千円) 

37,346 ― 37,346 

中間期末 
残高 

相当額 
(千円) 

387,772 106,233 494,006 

 

 

 
工具器具
備品 

ソフト
ウエア

合計 

取得価額
相当額

 
(千円)

922,484 179,367 1,101,851

減価償却
累計額
相当額
(千円)

445,354 82,639 527,994

減損損失
累計額
相当額
(千円)

32,029 ― 32,029

中間期末
残高 
相当額
(千円)

445,100 96,727 541,828

 

 

 
工具器具 

備品 
ソフト 
ウエア 

合計 

取得価額
相当額

 
(千円) 

817,375 175,322 992,697

減価償却
累計額
相当額

(千円) 

372,773 66,222 438,996

減損損失
累計額
相当額
(千円)

26,071 ― 26,071

期末残高
相当額

(千円)
418,530 109,099 527,629

 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高 

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

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高 

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

及びリース資産減損勘定期末残

高 

 

未経過リース料期末残高相当額

１年内 170,767千円

１年超 353,477千円

合計 524,245千円
 

１年内 196,596千円

１年超 383,527千円

合計 580,124千円
 

１年内 189,987千円

１年超 380,598千円

合計 570,586千円
 

リース資産減損勘定中間期末残高 

22,930千円 

リース資産減損勘定中間期末残高 

34,590千円

リース資産減損勘定期末残高 

16,743千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額、リース資産減損勘定の取崩

額、支払利息相当額及び減損損

失 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額、リース資産減損勘定の取崩

額、支払利息相当額及び減損損

失 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額、リース資産減損勘定の取崩

額、支払利息相当額及び減損損

失 

支払リース料 83,007千円

減価償却費相当額 77,472千円

リース資産減損勘定

の取崩額 
4,334千円

支払利息相当額 3,232千円

減損損失 7,691千円
 

支払リース料 108,438千円

減価償却費相当額 104,695千円

リース資産減損勘

定の取崩額 
7,354千円

支払利息相当額 3,711千円

減損損失 8,322千円

支払リース料 163,470千円

減価償却費相当額 140,008千円

リース資産減損勘定

の取崩額 
17,712千円

支払利息相当額 5,749千円

減損損失 21,375千円
 

(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 

 

―   ― 55



名:⑤44期中間★個別.doc 更新日時:4/20/2007 8:12:00 PM 印刷日時:07/04/20 20:32 

 

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) 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 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年２月28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。 

 

当中間会計期間末(平成19年２月28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。 

 

 

前事業年度末(平成18年８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。 
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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 157.25円

 

１株当たり純資産額 138.55円

 

１株当たり純資産額 157.17円

 

１株当たり中間純利益 9.75円

 

１株当たり中間純損失 14.57円

 

１株当たり当期純利益 9.75円

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

9.70円

 

 
 
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は存在します
が１株当たり中間純損失であるため
記載しておりません。 

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

9.70円

 

(注) 算定上の基礎 

 

１．１株当たり純資産額 

 
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 
(平成18年８月31日) 

純資産の部の合計額（千円） ― 1,575,048 1,786,891

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） 
― 1,575,048 1,786,891

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（千株） 

― 11,368 11,369

 

２. １株当たり中間純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

 
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株当たり中間純利益金額又は

１株当たり当期純損失金額 

中間純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
110,515 △165,685 110,550

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純利益又は

当期純損失（△）（千円） 
110,515 △165,685 110,550

普通株式の期中平均株式数（千

株） 
11,331 11,368 11,341

 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益 

普通株式増加数（千株） 64 ― 51

(新株予約権) (64) (―) (51)

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 

― ― ―
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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) 

（重要な子会社の設立） 

平成18年４月24日開催の取締役

会決議に基づき、ベトナム社会

主義共和国にＤ＆ＱＪＥＷＥＬ

ＬＲＹ ＣＯ．，ＬＴＤ．を設立

いたしました。 

1.設立の目的 

当社は、事業の拡大と収益の増

強を図るために、海外生産拠点

を検討してまいりましたが、政

治の安定性、採算性、ならびに

勤勉で優秀な労働力の確保など

を考慮して設立することといた

しました。 

2.会社の名称 

Ｄ＆ＱＪＥＷＥＬＬＲＹ Ｃ

Ｏ．，ＬＴＤ． 

（日本名：Ｄ＆Ｑジュエリー） 

3.会社の事業内容 

宝飾品・アクセサリーの製造 

4.規模（月産数量予定数） 

当初2,000本 

5.設立の時期 

平成18年４月 

6.資本金 

500,000ＵＳドル 

7.株主構成 

株式会社サダマツ 100％ 

8.代表者名 

貞松隆弥 

 

 
 

――――― 

（重要な子会社の設立） 

当社は、平成18年10月3日の取締役
会の決議に基づいて、平成18年10
月10日に子会社を設立いたしまし
た。なお、その概要は以下のとお
りであります。 
(1) 新会社に関する事項 
 商  号：株式会社 

ＳＰＡパートナーズ 

 資本金 ：20,000千円 
 出資比率：当社100％ 
(2)  新会社の事業内容 
 宝飾品の輸入および国内販売 
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