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１．平成19年８月中間期の連結業績（平成19年３月１日～平成19年８月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月中間期 97,756 △3.4 2,330 37.8 2,800 30.9 2,789 73.6

18年８月中間期 101,182 △0.5 1,691 91.6 2,139 60.6 1,606 －

19年２月期 195,904 － 3,427 － 4,333 － 3,408 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年８月中間期 49 20  ―

18年８月中間期 28 16  ―

19年２月期 59 76  ―

（参考）持分法投資損益 19年８月中間期 16百万円 18年８月中間期 15百万円 19年２月期 20百万円

(2）連結財政状態

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８月中間期 106,333 33,573 31.3 595 70

18年８月中間期 117,665 33,716 28.5 588 15

19年２月期 112,961 34,465 30.3 601 26

（参考）自己資本 19年８月中間期 33,301百万円 18年８月中間期 33,547百万円 19年２月期 34,215百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年８月中間期 9,821 △254 △9,036 8,064

18年８月中間期 9,001 658 △4,871 12,116

19年２月期 4,949 927 △5,670 7,533

２．配当の状況

  １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭

19年２月期 6 25 6 25 12 50

20年２月期 6 25 －

20年２月期（予想） － 6 25 12 50

３．平成20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 194,000 △1.0 4,500 31.3 5,400 24.6 3,500 2.7 62 61
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

 

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、21ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年８月中間期 59,476,284株 18年８月中間期 59,476,284株 19年２月期 59,476,284株

②　期末自己株式数 19年８月中間期 3,573,257株 18年８月中間期 2,437,451株 19年２月期 2,570,398株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年８月中間期の個別業績（平成19年３月１日～平成19年８月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月中間期 85,743 △2.4 2,204 21.1 2,532 19.5 2,690 59.5

18年８月中間期 87,820 △8.5 1,820 130.3 2,119 81.6 1,686 －

19年２月期 170,060 － 3,331 － 3,935 － 3,113 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年８月中間期 47 45

18年８月中間期 29 56

19年２月期 54 60

(2）個別財政状態

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８月中間期 103,075 34,534 33.5 617 76

18年８月中間期 115,081 35,253 30.6 618 06

19年２月期 109,697 35,547 32.4 624 67

（参考）自己資本 19年８月中間期 34,534百万円 18年８月中間期 35,253百万円 19年２月期 35,547百万円

２．平成20年２月期の個別業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 170,300 0.1 4,400 32.1 5,000 27.1 3,600 15.6 64 40

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１.  通期の業績予想につきましては、前回発表予想（連結は平成19年７月10日付、単体は平成19年４月10日付）

から修正しております。詳細につきましては本日（平成19年10月10日）公表の「平成20年２月期 中間（連結・

個別）及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

 ２.  上記の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予想数値と異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、4ページ 

1.経営成績（1）経営成績に関する分析 ②当期の見通しをご参照下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間期の経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、製造業をはじめとする輸出関連業種を中心に企業収益が底堅

く推移し、設備投資の増加等により、景気は緩やかな回復基調となりました。しかしながら個人消費につきま

しては、原油等の原材料価格の高止まり、長期金利の上昇や定率減税の段階的廃止といった家計負担の増加も

あり、依然として先行きは楽観視できない状況であります。

　こうした中、当社グループの中核であるホームセンター事業では「ふだんの暮らし総合店」づくりをめざし、

販売力の向上に継続して取組んでまいりました。

　当中間連結会計期間内にホームセンターを4店舗閉鎖したため当中間連結会計期間末現在の店舗数は前年同期

末に対し3店舗減となりました。店舗数の減少により売上高は前年同期をやや下回る結果となりましたが、商品

開発による値入率の改善、値下げロス等の削減により粗利益率は前年同期を上回りました。

　納品体制の改善や店舗オペレーションの改善による労働時間の減少、その他販管費の削減に努めたことによ

り、当社グループでは販売費および一般管理費は前年同期比95.7％と前年同期を下回り、経常利益、中間純利

益ともに前年同期に対し、上回る結果となりました。

 

　（主要商品別概況）

 

ＤＩＹ用品・園芸用品

　DIY用品では、軍手や長靴等の作業用品、木製縁台等のガーデンファニチャーが好調に推移しました。品揃え

の見直しを図った安全靴も前年を上回りました。

　園芸用品では、前年よりも平均気温が高く推移するという天候要因もあり、園芸用土、肥料が大きく前年を

上回りました。テラコッタ（鉢）等の開発商品も好調に推移しました。

　植物は商品知識実習等の効果により、鮮度管理の徹底を図った結果、野菜苗や切花が大きく前年を上回りま

した。

 

家庭用品・インテリア用品

　家庭用品では、フライパン、炒め鍋等の開発商品の仕掛けにより調理器具が前期から引続き好調に推移しま

した。

　衣料品では、紳士肌着、紳士パジャマ等が前年を上回りました。

　インテリア用品では、クッションやキッチンマット、敷パットや肌掛け等の寝具において価格強化をした開

発商品が好調に推移しました。い草上敷き等の自然素材インテリア商品は梅雨明けの遅れの影響もあり、販売

機会に恵まれず前年を下回る結果となりました。

　家電用品では、自然素材インテリア商品同様、天候要因により、扇風機等の冷房用品が不振でした。

 

レジャー用品・ペット用品

　レジャー用品では、アウトドア用品が梅雨明けの遅れや台風の影響により、やや苦戦しました。

　ペット用品では、ペットの健康への関心の高まりからヘルシー・ダイエット志向のペットフードが前年に引

続き好調に推移しました。ペットの室内飼育の増加の影響もあり、室内犬、猫のトイレ関連商品も好調に推移

しました。

 

　以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、　

 売上高 977億56百万円 （前年同期比  3.4％減）  

 経常利益 28億00百万円 （前年同期比 30.9％増）  

 中間純利益 27億89百万円 （前年同期比 73.6％増）  

　となりました。
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②当期の見通し

　下半期におきましても激しい企業間競争が続き、原油価格の高騰等による仕入価格の上昇も懸念され、経営

環境は一層厳しさを増すものと考えております。

　そのような中、当社グループといたしましては、下期に5店舗の新規出店を計画し、既存店におきましては、

販売力の向上を図るため商品開発を推進し、積極的に商品の改廃を進めることにより、業績の拡大を目指して

まいります。

　以上の政策により、通期の連結業績の見通しは、

 売上高 1,940億円 （前年比  1.0％減）  

 経常利益 54億円 （前年比 24.6％増）  

 当期純利益 35億円 （前年比  2.7％増）  

 

　通期の単体業績の見通しは、

 売上高 1,703億円 （前年比  0.1％増）  

 経常利益 50億円 （前年比 27.1％増）  

 当期純利益 36億円 （前年比 15.6％増）  

を予想しております。

  上記の見通しは、本日（平成19年10月10日）公表の「平成20年２月期 中間（連結・個別）及び通期（連結・

個別）業績予想の修正に関するお知らせ」の通り、前回発表予想（連結は平成19年７月10日付、単体は平成19

年４月10日付）に対し、中間期の業績及び下期における業績予想を勘案し、連結売上高は30億円減少し1,940億

円に、単体売上高は25億円減少し1,703億円に修正いたしました。

　また、上記の見通しは当社グループが現時点で入手可能な情報による判断、仮定等に基づいて作成しており

ます。今後の経済情勢、当社の事業運営における状況の変化、予想に内在する様々な要素や潜在リスク等の要

因により、業績が予想と異なる可能性があることをご承知おきください。

 

 (2）財政状態に関する分析

   ①資産

        当中間連結会計期間末の総資産は1,063億33百万円となり、前連結会計年度末に比較し66億27百万円減少いたしま

した。主な要因は投資有価証券の時価差額41億43百万円の減少、たな卸資産26億97百万円の減少などによるもので

す。

   ②負債

        当中間連結会計期間末の負債総額は727億60百万円となり、前連結会計年度末に比較し57億35百万円減少いたしま

した。主な要因は支払手形及び買掛金の増加33億77百万円、短期・長期借入金78億97百万円の減少などによるもの

です。

   ③純資産

        当中間連結会計期間末の純資産合計は335億73百万円となり、前連結会計年度末に比較し８億92百万円減少いたし

ました。主な要因は当中間純利益27億89百万円の計上、剰余金の配当３億55百万円の支払、その他有価証券評価差

額24億77百万円の減少、自己株式の取得による７億83百万円の減少などによるものです。

   ④連結キャッシュフローの状況

     （営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動の結果得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ８億19百万円増加し、98億21百万円となりました。

その主な内訳は、税金等調整前中間純利益29億75百万円、たな卸資産の減少による26億97百万円および、仕入債務

の増加による33億77百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動の結果使用した資金は、敷金・保証金の返還による収入８億48百万円等と、一方新規出店等による有形

固定資産の取得支出５億99百万円等により前中間連結会計期間に比べ９億13百万円支出が増加し、２億54百万円と

なりました。

     （財務活動によるキャッシュ・フロー）

  財務活動の結果使用した資金は、長期借入金返済による支出132億14百万円と、一方長期借入金の借入による収入

87億円等により前中間連結会計期間に比べ、41億65百万円増加し、90億36百万円となりました。

  以上の結果、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は前連結会計期間末に比べ、５億30百万円

増加し80億64百万円となりました。
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      なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。 

指標項目 平成18年８月期 平成19年２月期 平成19年８月期

  自己資本比率（％） 28.5 30.3 31.3

  時価ベースの自己資本比率（％） 45.6 40.8 37.6

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率 2.8 10.1 2.2

  インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 24.9 6.8 27.2

    自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後期末発行済株式総数により算出しております。

中間期キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２）

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュフロー／利払い

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用しており

  ます。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としており

  ます。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。

 

  (3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主の方への利益配分につきましては、安定的かつ継続して実施すると同時に、今後の事業展開に必要

な内部留保を勘案しつつ決定することを基本方針としております。このような方針のもと、当期の中間配当金につ

きましては、1株当たり6円25銭の配当を実施することといたしました。また、期末配当金は1株当たり6円25銭を予

定しており、これにより当期の年間配当金は1株当たり12円50銭となる見込みでございます。

　内部留保資金につきましては、今後の新規出店等の設備投資に充当し、事業の拡大、発展に努めてまいります。

 

(4）事業等のリスク

  当社グループの経営成績及び財政状態に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項を以下に記載しております。ただし、当社グループの事業等において以下に記載したものはリスクのすべてでは

なく、記載された以外のリスクも存在します。

また以下の記載のうち将来に関する事項は、当中間連結会計期間末において判断したものであります。

①店舗の出店、閉店に伴うリスク

  当社グループの中核でありますホームセンター事業は、チェーンストアの重要な戦略であります店舗のビルド＆

スクラップを今後も積極的にすすめてまいります。

　これらの店舗の出退店はそのまま収益の増減につながるとともに、多額の出店コストや退店損失が発生する場合

にも、当社グループの業績に影響を及ぼすおそれがあります。

②競合店の影響について

　当社グループのホームセンター事業は、関東地域を中心に東北地域の一部から関西地域にかけて店舗を展開して

おります。当社グループが出店している地域内は、同業態の「ホームセンター」の他に住関連商品群を扱う「ＧＭ

Ｓ」や「ドラッグストア」、「スーパーマーケット」、その他の「専門店」が多数存在しており、競合状態にあり

ます。また、こうした店舗が新規参入することによって競合激化の可能性があり、今後の業績に影響を及ぼすおそ

れがあります。

③自然災害等のリスク

　地震や台風などの自然災害による設備等への重大な損害によって、販売面や復旧のためのコスト負担など、今後

の業績に影響を及ぼすおそれがあります。

　また、物流ネットワークが機能しなくなり商品が配送できなくなったり、コンピュータシステムを結ぶ通信ネッ

トワークが切断されるなどの異常がでた場合には、事業に支障をきたす場合があります。
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④仕入価格の変動等のリスク

　当社グループの販売商品の中には、為替変動の影響を受ける海外開発商品があります。当社グループでは、為替

予約等により安定した価格で商品供給を受けられる体制を整えております。しかしながら、急激な為替変動等によ

り特別な外部要因が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼすおそれがあります。

⑤海外商品調達のリスク

　当社グループは、海外各地から商品の調達をおこなっていますが、各国の政治情勢、自然災害、経済状況の変化

などによって商品の調達、販売に影響を受け、当社グループの営業成績に影響を与えるおそれがあります。

⑥取扱商品の品質上の問題について

　当社グループが販売した商品について、品質面で何らかの問題が発生した場合には、商品回収や製造物責任賠償

が生じることもあり、当社グループの商品に対する信頼の低下、対応コストの発生等、当社グループの業績に影響

を及ぼすおそれがあります。

⑦金利負担に関するリスク

　当社グループは、金融機関より借入をおこなっておりますが、市場の金利水準が予想以上に変動した場合、今後

の財務状況に影響を及ぼすおそれがあります。

⑧敷金、保証金の貸倒れ

　当社グループは出店にあたり、店舗オーナーと賃貸借契約を結び保証金の差し入れをおこなっている物件があり

ます。オーナーの破産等の事情によって賃貸借契約の継続に障害が生じたり、保証金の回収不能が発生した場合に

は、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼすおそれがあります。
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２．企業集団の状況
当社グループ（当社および当社の関係会社）は、ホームセンター事業を営む当社と、子会社５社および関連会社

１社により構成されております。

  当社および関係会社の事業系統図は次のとおりであります。

 

 

株
式
会
社 

ケ
ー
ヨ
ー 

         商品販売 

お  

客  

様 

商品販売 

商品販売 

住宅・リフォーム 

＊ﾄｰﾀﾙｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 

  ニック産業㈱ 

  本久ケーヨー㈱ 

 ㈱カーライフケーヨー 

 ㈱デイツーリフォーム 
 

   茂原商業開発㈱ 

 ㈱穂高ショッピングセンター 

(注) 

            ……連結子会社 

            ……持分法適用関連会社 
 

 

＊ﾄｰﾀﾙｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ ＝ 自動車販売・整備・保険・ 

 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞの経営、石油製品の販売・卸し等 

 

店舗設備の賃貸借 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは“ローコスト・ロープライス”という経営理念に則り、ふだんの暮らしを便利で快適にする商品や

サービスの提供を通じて社会に貢献することをテーマに「ふだんの暮らし総合店」づくりをめざしています。 

 

(2）目標とする経営指標

 当社グループは、投下資本に対する運用効率をみるため総資産経常利益率および資本の生産性を高めるため自己資

本利益率を重視して取組んでおります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、業績の継続した拡大に向けて、販売効率の改善と利益体質の強化に取組んでまいります。

ホームセンター事業（ ㈱ケーヨー・ニック産業㈱・本久ケーヨー㈱ ）は、チェーンストア経営により生活基盤商品

と生活向上商品の販売をおこない、ふだんの暮らしに関する商品を総合的に提供する店として、「ふだんの暮らし総

合店」づくりをめざしております。具体的には食料品とファッション衣料を除く住関連商品の品揃えで利便性と専門

性を向上させるとともに、ロープライスと生産性の向上を同時に実現し、お客様に喜んでいただける店づくりに取組

んでまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

　当業界をとりまく経営環境は、企業間競争が一段と激化しており引続き厳しい状況が想定されます。

こうした中、当社グループでは「ふだんの暮らし総合店」づくりをめざし業績の改善と利益体質の強化に取組んでま

いります。

　具体的には、ビルド＆スクラップを推進し「ふだんの暮らし総合店」に適した規模の店舗づくりと品揃えの構築に

努めてまいります。また、既存店は販売効率の向上を図るため、品揃え枠の拡大と商品改廃にスピードを上げて取組

み、お客様から支持される価格、品質と買い易い売場づくりを実現してまいります。

　さらに、オペレーションの改善や販管費の効率化を図り、コストを削減することにより利益体質の強化と有利子負

債の削減に努めてまいります。

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。 
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
(平成18年８月31日)

 

当中間連結会計期間末
(平成19年８月31日)

 

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年２月28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   12,116   8,064   7,533  

２　受取手形及び
売掛金

  798   766   633  

３　たな卸資産   30,624   29,384   32,082  

４　その他   4,423   4,506   5,268  

５　貸倒引当金   △2   △1   △1  

流動資産合計   47,959 40.8  42,720 40.2  45,516 40.3

Ⅱ　固定資産           

１  有形固定資産           

（1）建物及び構築物 ※２ 32,495   32,052   32,933   

（2）土地 ※２ 12,680   11,967   12,599   

（3）その他  3,584   3,885   3,503   

（4）減価償却累計額  △22,996   △23,048   △23,483   

有形固定資産合計   25,763 21.9  24,858 23.4  25,553 22.6

２  無形固定資産   898 0.7  715 0.6  811 0.7

３  投資その他の資産           

（1）投資有価証券  17,875   13,180   16,766   

（2）差入保証金  21,704   20,706   21,058   

（3）その他  3,981   4,649   3,797   

（4）貸倒引当金  △517   △498   △542   

投資その他の資産
合計

  43,043 36.6  38,038 35.8  41,080 36.4

固定資産合計   69,706 59.2  63,613 59.8  67,445 59.7

資産合計   117,665 100.0  106,333 100.0  112,961 100.0
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前中間連結会計期間末
(平成18年８月31日)

 

当中間連結会計期間末
(平成19年８月31日)

 

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年２月28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　支払手形及び
買掛金

※２  21,676   20,424   17,046  

２　短期借入金   6,187   5,197   8,580  

３　１年以内返済予定
の長期借入金

※２  15,937   5,119   16,203  

４　その他   5,162   5,324   4,422  

流動負債合計   48,963 41.6  36,065 33.9  46,252 41.0

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※２  28,386   31,957   25,387  

２　退職給付引当金   2,086   2,033   2,037  

３　役員退職慰労
引当金

  265   254   265  

４　連結調整勘定   388   ―   241  

５　負ののれん ※３  ―   100   ―  

６　その他   3,858   2,348   4,310  

固定負債合計   34,984 29.7  36,694 34.5  32,243 28.5

負債合計   83,948 71.3  72,760 68.4  78,496 69.5

(純資産の部)           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   14,948 12.7  14,948 14.1  14,948 13.2

２　資本剰余金   12,451 10.6  12,095 11.4  12,095 10.7

３　利益剰余金   702 0.6  4,937 4.6  2,503 2.2

４　自己株式   △1,417 △1.2  △2,303 △2.2  △1,520 △1.3

株主資本合計   26,684 22.7  29,676 27.9  28,026 24.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券
評価差額金

  6,839 5.8  3,698 3.5  6,175 5.5

２　繰延ヘッジ損益   24 0.0  △73 △0.1  12 0.0

評価・換算差額等
合計

  6,863 5.8  3,624 3.4  6,188 5.5

Ⅲ　少数株主持分   169 0.2  271 0.3  250 0.2

純資産合計   33,716 28.7  33,573 31.6  34,465 30.5

負債純資産合計   117,665 100.0  106,333 100.0  112,961 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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   101,182 100.0  97,756 100.0  195,904 100.0

Ⅱ　売上原価   74,217 73.3  71,233 72.9  143,252 73.1

売上総利益   26,964 26.7  26,523 27.1  52,652 26.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  25,273 25.0  24,193 24.7  49,224 25.1

営業利益   1,691 1.7  2,330 2.4  3,427 1.8

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  162   155   327   

２　受取配当金  92   94   117   

３　受取手数料  145   158   299   

４　持分法による
投資利益

 15   16   20   

５　連結調整勘定償却額  146   ―   293   

６　負ののれん償却額  ―   146   ―   

７　転貸不動産賃貸料  683   711   1,392   

８　その他  235 1,482 1.4 223 1,506 1.5 479 2,929 1.5

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  389   380   754   

２　転貸不動産賃借料  604   593   1,223   

３　その他  39 1,033 1.0 61 1,035 1.1 45 2,023 1.1

経常利益   2,139 2.1  2,800 2.8  4,333 2.2

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益 ※２ 26   349   47   

２　投資有価証券売却益  3   35   3   

３　営業補償金  ―   879   ―   

４　その他  9 38 0.0 73 1,337 1.4 11 62 0.0

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産売却損 ※３ 0   ―   3   

２　固定資産除却損 ※４ 178   291   201   

３　店舗撤退等に伴う損失  51   206   90   

４　減損損失 ※５ 233   658   457   

５　その他  83 546 0.5 4 1,161 1.2 150 904 0.5

税金等調整前中間(当期)純
利益

  1,631 1.6  2,975 3.0  3,491 1.7

法人税、住民税及び事業税  61   61   123   

法人税等調整額  ― 61 0.0 98 159 △0.1 △84 39 0.0

少数株主利益又は損失
（△）

  △36 △0.0  26 0.0  43 0.0

中間(当期)純利益   1,606 1.6  2,789 2.9  3,408 1.7
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間(自 平成18年３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

平成18年２月28日残高(百万円) 14,948 15,136 △3,232 △1,414 25,437

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）  △356   △356

中間純利益   1,606  1,606

資本剰余金から利益剰余金への振
替額（注）

 △2,328 2,328  ―

自己株式の取得    △3 △3

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額(純額)

     

中間連結会計期間中の変動額合計
(百万円)

― △2,685 3,935 △3 1,246

平成18年８月31日残高(百万円) 14,948 12,451 702 △1,417 26,684

 

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日残高(百万円) 7,071 ― 7,071 206 32,714

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △356

中間純利益     1,606

資本剰余金から利益剰余金への
振替額（注）

    ―

自己株式の取得     △3

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額(純額)

△231 24 △207 △36 △244

中間連結会計期間中の変動額合計
(百万円)

△231 24 △207 △36 1,002

平成18年８月31日残高(百万円) 6,839 24 6,863 169 33,716

 （注）平成18年５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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当中間連結会計期間(自 平成19年３月１日  至 平成19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

平成19年２月28日残高(百万円) 14,948 12,095 2,503 △1,520 28,026

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △355  △355

中間純利益   2,789  2,789

自己株式の取得    △783 △783

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額(純額)

     

中間連結会計期間中の変動額合計
(百万円)

－ － 2,433 △783 1,650

平成19年８月31日残高(百万円) 14,948 12,095 4,937 △2,303 29,676

 

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日残高(百万円) 6,175 12 6,188 250 34,465

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △355

中間純利益     2,789

自己株式の取得     △783

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額(純額)

△2,477 △85 △2,563 21 △2,542

中間連結会計期間中の変動額合計
(百万円)

△2,477 △85 △2,563 21 △892

平成19年８月31日残高(百万円) 3,698 △73 3,624 271 33,573
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自 平成18年３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

平成18年２月28日残高(百万円) 14,948 15,136 △3,232 △1,414 25,437

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）  △356   △356

剰余金の配当  △356   △356

当期純利益   3,408  3,408

資本剰余金から利益剰余金への
振替額（注）

 △2,328 2,328  ―

自己株式の取得    △105 △105

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

     

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

― △3,041 5,736 △105 2,589

平成19年２月28日残高(百万円) 14,948 12,095 2,503 △1,520 28,026

 

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日残高(百万円) 7,071 ― 7,071 206 32,714

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）     △356

剰余金の配当     △356

当期純利益     3,408

資本剰余金から利益剰余金への
振替額（注）

    ―

自己株式の取得     △105

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△895 12 △882 43 △838

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

△895 12 △882 43 1,750

平成19年２月28日残高(百万円) 6,175 12 6,188 250 34,465

 （注）平成18年５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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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

    

１　税金等調整前中間(当期)純利
益

 1,631 2,975 3,491

２　減価償却費  711 649 1,439

３　貸倒引当金の増加額又は減少
    (△)額

 △10 △44 12

４　退職給付引当金の減少額  △123 △3 △172

５　役員退職慰労引当金の減少額  △298 △10 △298

６　受取利息及び受取配当金  △254 △249 △444

７　支払利息  389 380 754

８　持分法による投資利益  △15 △16 △20

９　有形固定資産売却益  △26 △349 △47

10　有形固定資産売却損  0 － 3

11　減損損失  233 658 457

12　有形固定資産除却損  129 291 64

13　投資有価証券売却益  △3 △35 △3

14　店舗撤退等に伴う損失  51 206 90

15　売上債権の増加額  △193 △132 △28

16　たな卸資産の減少額  1,761 2,697 304

17　仕入債務の増加額  5,530 3,377 938

18　その他  △271 △328 △1,164

小計  9,242 10,067 5,378

19　利息及び配当金の受取額  257 252 446

20　利息の支払額  △361 △361 △731

21　法人税等の支払額  △136 △136 △143

営業活動による
キャッシュ・フロー

 9,001 9,821 4,949
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前中間連結会計期間

(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

    

１　有形固定資産
の取得による支出

 △257 △599 △874

２　有形固定資産
の売却による収入

 26 407 97

３  投資有価証券
    の取得による支出 

 － △653 －

４　投資有価証券
の売却による収入

 9 131 9

５　貸付金の回収による収入  17 16 34

６　敷金・保証金の差入
による支出

 △177 △396 △378

７　敷金・保証金の返還
による収入

 1,051 848 2,077

８　その他  △10 △8 △36

投資活動による
キャッシュ・フロー

 658 △254 927

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

    

１　短期借入金の純増減額  △779 △3,383 1,614

２　長期借入れによる収入  6,000 8,700 6,000

３　長期借入金の
返済による支出

 △2,732 △13,214 △5,465

４　社債の償還による支出  △7,000 － △7,000

５　配当金の支払額  △356 △355 △713

６　自己株式の取得による支出  △3 △783 △105

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △4,871 △9,036 △5,670

Ⅳ　現金及び現金同等物
の増加額

 4,789 530 207

Ⅴ　現金及び現金同等物
の期首残高

 7,326 7,533 7,326

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※１ 12,116 8,064 7,533
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　５社

㈱デイツーリフォーム

㈱穂高ショッピングセンター

ニック産業㈱

本久ケーヨー㈱

㈱カーライフケーヨー

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　５社

同左

 

 

 

 

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　５社

同左

 

 

 

 

(2) 非連結子会社

該当なし

　なお、前連結会計年度まで非連

結子会社でありました㈲田中ホー

ムセンターは平成18年８月30日を

もって清算結了しております。

(2) 非連結子会社

該当なし

 

(2) 非連結子会社

該当なし 

　なお、前連結会計年度まで非連

結子会社でありました㈲田中ホー

ムセンターは平成18年８月30日を

もって清算結了しております

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社

該当なし

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社

該当なし

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社

該当なし

(2) 持分法適用の関連会社　　１社

茂原商業開発㈱

(2) 持分法適用の関連会社　　１社

茂原商業開発㈱

(2) 持分法適用の関連会社　　１社

茂原商業開発㈱ 

(3) 持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社

該当なし

　なお、前連結会計年度まで持分

法を適用しない非連結子会社であ

りました㈲田中ホームセンターは、

清算結了しております。

　また、前連結会計年度まで持分

法を適用しない関連会社でありま

した㈱梓川ショッピングセンター

は、保有株式の全部を第三者に売

却しております。

(3) 持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社

該当なし

 

 

(3) 持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社

該当なし

　なお、前連結会計年度まで持分

法を適用しない非連結子会社であ

りました㈲田中ホームセンターは、

清算結了しております。 

 　また、前連結会計年度まで持

分法を適用しない関連会社であり

ました㈱梓川ショッピングセン

ターは、保有株式の全部を第三者

に売却しております。

３　連結子会社の中間決算日に関する

事項

　  連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しております。

３　連結子会社の中間決算日に関する

事項

同左

３　連結子会社の決算日に関する事項

  　連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。
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前中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日前１ヵ月の市

場価格等の平均に基づく時

価法(評価差額は、全部純

資産直入法により処理し、

売却原価は総平均法により

算定)

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日前１ヵ月の市場価

格等の平均に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却

原価は総平均法により算

定)

時価のないもの

　総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

②　たな卸資産

主として売価還元法による

原価法

②　たな卸資産

同左

②　たな卸資産

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設備

を除く)については、定額法に

よっております。

　なお、耐用年数及び残存価額

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) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウエ

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

法によっております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　金銭債権の取立不能に備える

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。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

㈱ケーヨー（8168）平成 20 年２月期中間決算短信

－ 18 －



前中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

②　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

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。

　数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数(主として15

年)による定額法により、翌連

結会計年度から費用処理するこ

ととしております。

②　退職給付引当金

同左

②　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

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。

　数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（主として

15年）による定額法により、翌

連結会計年度から費用処理する

こととしております。

③　役員退職慰労引当金

　株式会社ケーヨーは、平成18

年５月25日開催の定時株主総会

において、役員退職金制度を廃

止し、役員退職慰労金の打ち切

り支給を決議したため、廃止時

点までの在任期間に応じて計算

した金額を役員退職慰労引当金

として計上しております。

　なお、役員退職慰労金は、各

役員の退任時に支給し、引当金

を取崩すこととしております。

③　役員退職慰労引当金

同左

 

③　役員退職慰労引当金

同左

 

(4) 重要な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。

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の要件を満たす為

替予約取引については振当処理、

特例処理の要件を満たす金利ス

ワップ取引については特例処理

を採用しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

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

為替予約取引及び金利ス

ワップ取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

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

主として金銭債務

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左
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前中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

③　ヘッジ方針

　ヘッジ対象に係る将来の為替

相場変動によるリスク及び将来

の金利変動によるリスクを回避

する目的で、為替予約取引及び

金利スワップ取引を利用してお

ります。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約取引については振当

処理を行っているため、また、

金利スワップ取引については特

例処理の要件を満たしているた

め、有効性の判定を省略してお

ります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6) その他中間連結財務諸表の作成

のための重要な事項

①　消費税等の処理方法

　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。

(6) その他中間連結財務諸表の作成

のための重要な事項

①　消費税等の処理方法

同左

(6) その他連結財務諸表の作成のた

めの重要な事項

①　消費税等の処理方法

同左

５  連結子会社の資産及び負債の評価

に関する事項  

    連結子会社の資産及び負債の評

価については、全面時価評価法を

採用しております。 

 

５  連結子会社の資産及び負債の評価

に関する事項  

同左  

 

５  連結子会社の資産及び負債の評価

に関する事項   

同左 

 

６       ─────── 

 

 

６　のれん及び負ののれんの償却に関

する事項  

    のれん及び負ののれんの償却に

ついては、５年間の均等償却を

行っております。ただし、金額の

僅少なものについては一括で償却

しております。 

６       ─────── 

 

 

７　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　  手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヵ月以内に満期日又は償

還日の到来する流動性の高い、容

易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資からなって

おります。

７　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

同左

７　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

─────── 

 

 

 

─────── 

 

 

 

（役員賞与に関する会計基準）

  当連結会計年度から「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。これによ

り、営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益は39百万円減少してお

ります。

  なお、当該役員賞与は、年間の業績

に基づいて支給がなされ、当該支給の

方針が当下期に決定しております。

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間から「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。

　なお、従来の資本の部の合計に相当

する金額は33,523百万円であります。

　また、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

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）

  当連結会計年度から「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。

 　なお、従来の資本の部の合計に相当

する金額は34,202百万円であります。

 　また、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結貸借

対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表規則により作成して

おります。

───────

 

 

 

（固定資産の減価償却の方法）

  当中間連結会計期間より、法人税法

の改正（「所得税法等の一部を改正す

る法律」（平成19年３月30日 法律第

６号）及び「法人税法施行令の一部を

改正する政令」（平成19年３月30日 

政令第83号））に伴い、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産の減

価償却については、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。

  なお、これによる損益に与える影響

は軽微であります。

 

───────
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  表示方法の変更

前中間連結会計期間

(自　平成18年３月１日

 至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年３月１日

 至　平成19年８月31日)

前連結会計年度

(自　平成18年３月１日

 至　平成19年２月28日)

───────  （中間連結貸借対照表）

   前中間連結会計期間において「連結

調整勘定」として掲記されていたもの

は、当中間連結会計期間より「負のの

れん」と表示しております。

───────

───────  （中間連結損益計算書）

   前中間連結会計期間において「連結

調整勘定償却額」として掲記されてい

たものは、当中間連結会計期間より「負

ののれん償却額」と表示しております。

───────

 

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
(平成18年８月31日)

当中間連結会計期間末
(平成19年８月31日)

前連結会計年度末
(平成19年２月28日)

１ 偶発債務

　下記の通り金融機関からの借

入れに対して債務保証を行って

おります。

１ 偶発債務

　下記の通り金融機関からの借

入れに対して債務保証を行って

おります。

１ 偶発債務

　下記の通り金融機関からの借

入れに対して債務保証を行って

おります。

関係会社 関係会社 関係会社

茂原商業開発㈱

 1,235百万円

その他  

旭スプリング工業㈱

 200百万円

計 1,435百万円

茂原商業開発㈱

 1,122百万円

その他  

旭スプリング工業㈱

 200百万円

計 1,322百万円

茂原商業開発㈱

 1,179百万円

その他  

旭スプリング工業㈱

 200百万円

計 1,379百万円

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産

建物及び構築物 64百万円

土地 719百万円

計 784百万円

建物及び構築物 54百万円

土地 719百万円

計 774百万円

建物及び構築物 65百万円

土地 719百万円

計 785百万円

(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)

支払手形及び

買掛金
215百万円

支払手形及び

買掛金
209百万円

長期借入金 150百万円

支払手形及び

買掛金
155百万円

短期借入金 100百万円

 （１年以内返済予定分を含む）

 

 

 ※３  のれん及び負ののれんの表示

   のれん及び負ののれんは相殺

して表示しております。

なお、相殺前の金額は次のとお

りです。

  のれん 26百万円

  負ののれん 126百万円

  差引 100百万円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

※１ 販売費及び一般管理費の主要項

目

※１ 販売費及び一般管理費の主要項

目

※１ 販売費及び一般管理費の主要項

目

給与手当 7,930百万円

退職給付費用 335百万円

広告宣伝費 2,599百万円

不動産賃借料 6,947百万円

減価償却費 666百万円

給与手当 7,768百万円

退職給付費用 308百万円

広告宣伝費 2,315百万円

不動産賃借料 6,777百万円

減価償却費 611百万円

給与手当 15,539百万円

退職給付費用 645百万円

広告宣伝費 4,794百万円

不動産賃借料13,740百万円

減価償却費 1,349百万円

※２ 固定資産売却益の内訳 ※２ 固定資産売却益の内訳 ※２ 固定資産売却益の内訳

土　地 3百万円

建物及び構築物 17百万円

有形固定資産そ

の他
5百万円

 合計 26百万円

土　地 348百万円

有形固定資産そ

の他
0百万円

 合計 349百万円

土　地 25百万円

建物及び構築物 15百万円

有形固定資産そ

の他
7百万円

 合計 47百万円

※３ 固定資産売却損の内訳  ─────── ※３ 固定資産売却損の内訳

有形固定資産そ

の他
0百万円

 

 

建物及び構築物 3百万円

有形固定資産そ

の他
0百万円

 合計 3百万円

※４ 固定資産除却損の内訳 ※４ 固定資産除却損の内訳 ※４ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 89百万円

有形固定資産その他

 7百万円

その他 81百万円

 合計 178百万円

建物及び構築物 89百万円

有形固定資産その他

 9百万円

無形固定資産 2百万円

その他  190百万円

 合計 291百万円

建物及び構築物 94百万円

有形固定資産その他

 10百万円

無形固定資産 0百万円

その他 95百万円

 合計 201百万円
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前中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

※５ 減損損失 ※５ 減損損失

　当社グループは当中間連結会

計期間において、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。

※５ 減損損失

　当社グループは当連結会計年

度において、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。

　当社グループは当中間連結会

計期間において、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。

用途 種類 場所 金額

店舗 土地及び
建物等

千葉県
5店舗

静岡県
2店舗

愛知県
2店舗

その他
10店舗

 
 

 

 
169

その他の
施設等

土地及び
建物等

千葉県他
3件

63

合計 233

用途 種類 場所 金額

店舗 土地及び
建物等

千葉県
4店舗

愛知県
3店舗

茨城県
2店舗

その他
14店舗

 
 

 

 
658

合計 658

用途 種類 場所 金額

店舗 土地及び
建物等

千葉県
7店舗

愛知県
4店舗

その他
16店舗

 

 

 
390

その他の
施設等

土地及び
建物等

千葉県他
4件

67

合計 457

　当社グループは、キャッ

シュ・フローを生み出す最小の

単位として、各店舗及び賃貸物

件をグルーピングしており、遊

休資産についても、当該資産単

独で資産のグルーピングをして

おります。

　営業活動から生ずる損益が継

続してマイナスとなる資産グ

ループと地価の下落が著しい資

産グループについて減損を認識

し、回収可能価額が帳簿価額を

下回るものについて帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（233百万

円）として特別損失に計上いた

しました。

　当社グループは、キャッ

シュ・フローを生み出す最小の

単位として、各店舗及び賃貸物

件をグルーピングしており、遊

休資産についても、当該資産単

独で資産のグルーピングをして

おります。

　営業活動から生ずる損益が継

続してマイナスとなる資産グ

ループと地価の下落が著しい資

産グループについて減損を認識

し、回収可能価額が帳簿価額を

下回るものについて帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（658百万

円）として特別損失に計上いた

しました。

　当社グループは、キャッ

シュ・フローを生み出す最小の

単位として、各店舗及び賃貸物

件をグルーピングしており、遊

休資産についても、当該資産単

独で資産のグルーピングをして

おります。

　営業活動から生ずる損益が継

続してマイナスとなる資産グ

ループと地価の下落が著しい資

産グループについて減損を認識

し、回収可能価額が帳簿価額を

下回るものについて帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（457百万

円）として特別損失に計上いた

しました。

　減損損失の内訳は次の通りで

あります。

　減損損失の内訳は次の通りで

あります。

　減損損失の内訳は次の通りで

あります。

 店舗
その他の
施設等

合計

建物及び
構築物

74 25 100

土地 2 37 40

その他 92 ― 92

合計 169 63 233

 店舗
その他の
施設等

合計

建物及び
構築物

49 ― 49

土地 572 ― 572

その他 36 ― 36

合計 658 ― 658

 店舗
その他の
施設等

合計

建物及び
構築物

179 26 205

土地 32 41 74

その他 178 ― 178

合計 390 67 457

　なお、当資産グループの回収

可能価額が正味売却価額の場合

には、不動産鑑定士による不動

産鑑定評価基準に基づき評価し

ております。また、回収可能価

額が使用価値の場合には、将来

キャッシュ・フローを5.38％で

割引いて算定しております。

　なお、当資産グループの回収

可能価額が正味売却価額の場合

には、不動産鑑定士による不動

産鑑定評価基準に基づき評価し

ております。また、回収可能価

額が使用価値の場合には、将来

キャッシュ・フローを4.48％で

割引いて算定しております。

　なお、当資産グループの回収

可能価額が正味売却価額の場合

には、不動産鑑定士による不動

産鑑定評価基準に基づき評価し

ております。また、回収可能価

額が使用価値の場合には、将来

キャッシュ・フローを5.06～

5.38％で割引いて算定しており

ます。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　　至　平成18年８月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計
期間末株式数（株）

普通株式 59,476,284 ― ― 59,476,284

２．自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計
期間末株式数（株）

普通株式 2,434,342 3,109 ― 2,437,451

（変動の主な事由）

自己株式（普通株式）の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成18年５月25日

定時株主総会
普通株式 356百万円 6.25円 平成18年２月28日 平成18年５月26日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成18年10月10日

取締役会
普通株式 356百万円 資本剰余金 6.25円 平成18年８月31日 平成18年11月６日
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当中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　　至　平成19年８月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計
期間末株式数（株）

普通株式 59,476,284 ― ― 59,476,284

２．自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計
期間末株式数（株）

普通株式 2,570,398 1,002,859 ― 3,573,257

（変動の主な事由）

自己株式（普通株式）の増加は、会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく取締役会決議による取得

1,000,000株、単元未満株式の買取りによる増加2,859株であります。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年５月24日

定時株主総会
普通株式 355百万円 6.25円 平成19年２月28日 平成19年５月25日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年10月10日

取締役会
普通株式 349百万円 利益剰余金 6.25円 平成19年８月31日 平成19年11月６日
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前連結会計年度（自　平成18年３月１日　　至　平成19年２月28日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 59,476,284 ― ― 59,476,284

２．自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 2,434,342 136,056 ― 2,570,398

（変動の主な事由）

自己株式（普通株式）の増加は、会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく取締役会決議による取得

130,000株、単元未満株式の買取りによる増加6,056株であります。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成18年５月25日

定時株主総会
普通株式 356百万円 6.25円 平成18年２月28日 平成18年５月26日

平成18年10月10日

取締役会
普通株式 356百万円  6.25円 平成18年８月31日 平成18年11月６日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年５月24日

定時株主総会
普通株式 355百万円 利益剰余金 6.25円 平成19年２月28日 平成19年５月25日

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

※１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目との関係

※１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目との関係

※１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目との関係

現金及び預金

勘定
12,116百万円

  

現金及び現金

同等物
12,116百万円

現金及び預金

勘定
8,064百万円

  

現金及び現金

同等物
8,064百万円

現金及び預金

勘定
7,533百万円

  

現金及び現金

同等物
7,533百万円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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

その他有形固定資産

 （百万円）

取得価額相当額 4,378

減価償却累計額相当額 2,266

減損損失累計額相当額 1,103

中間期末残高相当額 1,007

その他有形固定資産

 （百万円）

取得価額相当額 4,216

減価償却累計額相当額 1,595

減損損失累計額相当額 1,663

中間期末残高相当額 957

その他有形固定資産

 （百万円）

取得価額相当額 4,422

減価償却累計額相当額 2,484

減損損失累計額相当額 1,706

期末残高相当額 231

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 808百万円

１年超 1,335百万円

合計 2,144百万円

 

 リース資産減損勘定中間期末残高

 1,103百万円

１年内 742百万円

１年超 991百万円

合計 1,733百万円

 

 リース資産減損勘定中間期末残高

 748百万円

１年内 801百万円

１年超 1,166百万円

合計 1,968百万円

 

 リース資産減損勘定期末残高

 942百万円

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、支

払利息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、支

払利息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、支

払利息相当額及び減損損失

支払リース料 441百万円

リース資産減損勘定

の取崩額
227百万円

減価償却費相当額 424百万円

支払利息相当額 17百万円

減損損失 72百万円

支払リース料 437百万円

リース資産減損勘定

の取崩額
210百万円

減価償却費相当額 420百万円

支払利息相当額 15百万円

減損損失 24百万円

支払リース料 886百万円

リース資産減損勘定

の取崩額
441百万円

減価償却費相当額 851百万円

支払利息相当額 33百万円

減損損失 123百万円

４　減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

(1) 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　減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

(1) 減価償却費相当額の算定方法

同左

４　減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

(1) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(2) 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。

(2) 利息相当額の算定方法

同左

(2) 利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

（前中間連結会計期間末）　（平成18年８月31日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

①株式 6,378 17,815 11,436

②債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③その他 ― ― ―

合計 6,378 17,815 11,436

２　時価評価されていない主な有価証券

 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 60

（当中間連結会計期間末）　（平成19年８月31日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

①株式 6,936 13,120 6,183

②債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③その他 ― ― ―

合計 6,936 13,120 6,183

２　時価評価されていない主な有価証券

 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 60
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（前連結会計年度末）　（平成19年２月28日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

①株式 6,378 16,706 10,327

②債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③その他 ― ― ―

合計 6,378 16,706 10,327

２　時価評価されていない主な有価証券

 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 60

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自 平成18年３月１日  至 平成18年８月31日）

ヘッジ会計の対象となるため、開示の対象からは除いております。

当中間連結会計期間（自 平成19年３月１日  至 平成19年８月31日）

同上

前連結会計年度（自 平成18年３月１日  至 平成19年２月28日）

同上

（ストック・オプション等関係）

 

前中間連結会計期間（自 平成18年３月１日  至 平成18年８月31日）

ストック・オプション等の取引を行っていないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自 平成19年３月１日  至 平成19年８月31日）

同上

前連結会計年度（自 平成18年３月１日  至 平成19年２月28日）

同上

（企業結合等）

当中間連結会計期間(自 平成19年３月１日  至 平成19年８月31日)

該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間(自 平成18年３月１日  至 平成18年８月31日)

　全セグメントの売上高合計及び営業利益の合計額に占める「ホームセンター事業」の割合が90％を超えてい

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当中間連結会計期間(自 平成19年３月１日  至 平成19年８月31日)

　同上

前連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日)

　同上

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(自 平成18年３月１日  至 平成18年８月31日)

　すべて国内における売上高であるため、所在地別の売上高及び営業利益についての記載は行っておりません。

当中間連結会計期間(自 平成19年３月１日  至 平成19年８月31日)

　同上

前連結会計年度(自 平成18年３月１日  至 平成19年２月28日)

　同上

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間(自 平成18年３月１日  至 平成18年８月31日)

　海外売上高がないため、海外売上高の記載を行っておりません。

当中間連結会計期間(自 平成19年３月１日  至 平成19年８月31日)

　同上

前連結会計年度(自 平成18年３月１日  至 平成19年２月28日)

　同上
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり純資産額

588円15銭

１株当たり純資産額

595円70銭

１株当たり純資産額

601円26銭

１株当たり中間純利益

28円16銭

１株当たり中間純利益

49円20銭

１株当たり当期純利益

59円76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、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。

 

１株当たり中間純利益の算定上の基

礎

中間連結損益計算書上の中間純利

益

１株当たり中間純利益の算定上の基

礎

中間連結損益計算書上の中間純利

益

１株当たり当期純利益の算定上の基

礎

連結損益計算書上の当期純利益

1,606百万円 2,789百万円 3,408百万円

普通株式に係る中間純利益

1,606百万円

普通株式に係る中間純利益

2,789百万円

普通株式に係る当期純利益

3,408百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

　該当事項はありません。

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

　該当事項はありません。

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

　該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

57,040,628株

普通株式の期中平均株式数

56,692,564株

普通株式の期中平均株式数

57,033,387株

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間(自 平成18年３月１日  至 平成18年８月31日)

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自 平成19年３月１日  至 平成19年８月31日)

同上

前連結会計年度(自 平成18年３月１日  至 平成19年２月28日)

同上
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末
(平成18年８月31日)

 

当中間会計期間末
(平成19年８月31日)

 

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19年２月28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  11,484   6,499   6,726   

２　受取手形  2   ―   ―   

３　売掛金  575   560   437   

４　たな卸資産  27,406   26,572   28,778   

５  その他  7,100   6,830   7,044   

流動資産合計   46,596 40.5  40,462 39.3  42,987 39.2

Ⅱ　固定資産           

１  有形固定資産 ※１          

(1) 建物  8,605   8,419   8,747   

（2）土地  12,116   11,204   12,079   

（3）その他  2,137   2,291   2,046   

有形固定資産合計  22,859  19.9 21,914  21.3 22,873  20.8

２  無形固定資産  831  0.7 655  0.6 750  0.7

３  投資その他の資産           

（1）投資有価証券  17,875   13,180   16,766   

（2）関係会社株式  4,594   4,544   4,544   

（3）差入保証金  19,137   18,475   18,745   

（4）その他  3,692   4,266   3,508   

（5）貸倒引当金  △477   △425   △477   

投資その他の資産
合計

 44,821  38.9 40,041  38.8 43,086  39.3

固定資産合計   68,511 59.5  62,612 60.7  66,709 60.8

資産合計   115,081 100.0  103,075 100.0  109,697 100.0
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前中間会計期間末
(平成18年８月31日)

 

当中間会計期間末
(平成19年８月31日)

 

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19年２月28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　支払手形  99   175   145   

２　買掛金  18,620   17,603   14,798   

３　短期借入金  4,105   3,161   5,775   

４　一年以内返済予定
の長期借入金

 15,736   4,794   15,978   

５　その他  7,551   7,295   5,996   

流動負債合計   46,113 40.1  33,030 32.0  42,694 38.9

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  27,711   30,917   24,825   

２　退職給付引当金  1,910   1,835   1,846   

３　その他の引当金  565   873   784   

４　その他  3,526   1,883   3,999   

固定負債合計   33,714 29.3  35,509 34.5  31,455 28.7

負債合計   79,827 69.4  68,540 66.5  74,149 67.6

(純資産の部)           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   14,948 13.0  14,948 14.5  14,948 13.6

２　資本剰余金           

(1) 資本準備金  6,715   6,715   6,715   

(2) その他資本剰余金  6,236   5,880   5,880   

資本剰余金合計   12,952 11.3  12,595 12.2  12,595 11.5

３　利益剰余金           

(1) その他利益剰余金           

固定資産圧縮積立
金

 209   195   195   

繰越利益剰余金  1,686   5,463   3,128   

利益剰余金合計   1,896 1.6  5,658 5.5  3,323 3.0

４　自己株式   △1,406 △1.2  △2,292 △2.2  △1,508 △1.4

株主資本合計   28,390 24.7  30,909 30.0  29,358 26.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券
評価差額金

  6,839 5.9  3,698 3.6  6,175 5.6

２　繰延ヘッジ損益   24 0.0  △73 △0.1  12 0.0

評価・換算差額等
合計

  6,863 5.9  3,624 3.5  6,188 5.6

純資産合計   35,253 30.6  34,534 33.5  35,547 32.4

負債純資産合計   115,081 100.0  103,075 100.0  109,697 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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   87,820 100.0  85,743 100.0  170,060 100.0

Ⅱ　売上原価   63,747 72.6  61,978 72.3  123,202 72.5

売上総利益   24,072 27.4  23,765 27.7  46,857 27.5

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

  22,251 25.3  21,560 25.2  43,526 25.6

営業利益   1,820 2.1  2,204 2.5  3,331 1.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,258 1.4  1,297 1.5  2,497 1.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  960 1.1  969 1.1  1,893 1.1

経常利益   2,119 2.4  2,532 2.9  3,935 2.3

Ⅵ　特別利益 ※３  25 0.0  1,092 1.3  36 0.0

Ⅶ　特別損失
※４
※５

 405 0.4  880 1.0  831 0.5

税引前中間(当期)純利益   1,739 2.0  2,744 3.2  3,140 1.8

法人税、住民税及び事業税  52   54   110   

法人税等調整額  ― 52 0.1 ― 54 0.1 △84 26 0.0

中間(当期)純利益   1,686 1.9  2,690 3.1  3,113 1.8
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間(自 平成18年３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

その他
資本剰
余金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年２月28日残高（百万円） 14,948 6,715 8,922 15,637 225 7,970 △10,314 △2,118 △1,402 27,063

中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当（注）   △356 △356      △356

中間純利益       1,686 1,686  1,686

固定資産圧縮積立金の取崩（注）     △15  15 ―  ―

別途積立金の取崩（注）      △7,970 7,970 ―  ―

資本剰余金から利益剰余金
への振替額（注）

  △2,328 △2,328   2,328 2,328  ―

自己株式の取得         △3 △3

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）

― ― △2,685 △2,685 △15 △7,970 12,000 4,014 △3 1,326

平成18年８月31日残高（百万円） 14,948 6,715 6,236 12,952 209 ― 1,686 1,896 △1,406 28,390

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年２月28日残高（百万円） 7,071 ― 7,071 34,134

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）    △356

中間純利益    1,686

固定資産圧縮積立金の取崩（注）    ―

別途積立金の取崩（注）    ―

資本剰余金から利益剰余金
への振替額（注）

   ―

自己株式の取得    △3

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

△231 24 △207 △207

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△231 24 △207 1,118

平成18年８月31日残高（百万円） 6,839 24 6,863 35,253

 （注）平成18年５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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当中間会計期間(自 平成19年３月１日  至 平成19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

その他資
本剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金

利益剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年２月28日残高（百万円） 14,948 6,715 5,880 12,595 195 3,128 3,323 △1,508 29,358

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当      △355 △355  △355

中間純利益      2,690 2,690  2,690

自己株式の取得        △783 △783

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）

― ― ― ― ― 2,334 2,334 △783 1,551

平成19年８月31日残高（百万円） 14,948 6,715 5,880 12,595 195 5,463 5,658 △2,292 30,909

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成19年２月28日残高（百万円） 6,175 12 6,188 35,547

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当    △355

中間純利益    2,690

自己株式の取得    △783

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

△2,477 △85 △2,563 △2,563

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△2,477 △85 △2,563 △1,012

平成19年８月31日残高（百万円） 3,698 △73 3,624 34,534
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前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成18年３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

その他
資本剰
余金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年２月28日残高（百万円） 14,948 6,715 8,922 15,637 225 7,970 △10,314 △2,118 △1,402 27,063

事業年度中の変動額           

剰余金の配当（注）   △356 △356      △356

剰余金の配当   △356 △356      △356

当期純利益       3,113 3,113  3,113

固定資産圧縮積立金の取崩（注）     △15  15 ―  ―

固定資産圧縮積立金の取崩     △14  14 ―  ―

別途積立金の取崩（注）      △7,970 7,970 ―  ―

資本剰余金から利益剰余金
への振替額（注）

  △2,328 △2,328   2,328 2,328  ―

自己株式の取得         △105 △105

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）

― ― △3,041 △3,041 △30 △7,970 13,443 5,442 △105 2,294

平成19年２月28日残高（百万円） 14,948 6,715 5,880 12,595 195 ― 3,128 3,323 △1,508 29,358

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年２月28日残高（百万円） 7,071 ― 7,071 34,134

事業年度中の変動額     

剰余金の配当（注）    △356

剰余金の配当    △356

当期純利益    3,113

固定資産圧縮積立金の取崩
（注） 

   ―

固定資産圧縮積立金の取崩    ―

別途積立金の取崩（注）    ―

資本剰余金から利益剰余金
への振替額（注）

   ―

自己株式の取得    △105

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△895 12 △882 △882

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△895 12 △882 1,412

平成19年２月28日残高（百万円） 6,175 12 6,188 35,547

   （注）平成18年５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

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１　資産の評価基準および評価方法

(1) たな卸資産

　主として売価還元法による原価

法

１　資産の評価基準および評価方法

(1) たな卸資産

同左

１　資産の評価基準および評価方法

(1) たな卸資産

同左

   

(2) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

(2) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(2) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日前１ヵ月の市

場価格等の平均に基づく時

価法(評価差額は、全部純

資産直入法により処理し、

売却原価は総平均法により

算定)

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日前１ヵ月の市場価

格等の平均に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却

原価は総平均法により算

定)

時価のないもの

総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

   

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物(建物附属設備を除

く)については、定額法によって

おります。

　なお、耐用年数及び残存価額に

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　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

   

(2) 無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウエア

については、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法に

よっております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左
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前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

３　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　金銭債権の取立不能に備えるた

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。

３　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

３　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

   

(2) 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。

　数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数(15年)による定額法

により、翌事業年度から費用処理

することとしております。

(2) 退職給付引当金

同左

(2) 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。

　数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数(15年)による定額法

により、翌事業年度から費用処理

することとしております。

   

(3) その他の引当金

①　役員退職慰労引当金

　平成18年５月25日開催の定時

株主総会において、役員退職金

制度を廃止し、役員退職慰労金

の打ち切り支給を決議したため、

廃止時点までの在任期間に応じ

て計算した金額を役員退職慰労

引当金として計上しております。

　なお、役員退職慰労金は、各

役員の退任時に支給し、引当金

を取崩すこととしております。

(3) その他の引当金

  同左

 

 

(3) その他の引当金

  同左
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前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

②　投資損失引当金

　子会社及び関連会社への投資

に対し、その資産内容を考慮し

て将来負担する可能性のある損

失を見積り、必要と認められる

額を計上しております。

②　投資損失引当金

同左

②　投資損失引当金

同左

   
４　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。

４　リース取引の処理方法

同左

４　リース取引の処理方法

同左

   
５　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の要件を満たす為替

予約取引については振当処理、特

例処理の要件を満たす金利スワッ

プ取引については特例処理を採用

しております。

５　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

同左

５　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

同左

   
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段

為替予約取引及び金利スワッ

プ取引

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段

同左

②　ヘッジ対象

主として金銭債務

②　ヘッジ対象

同左

②　ヘッジ対象

同左
   

(3) ヘッジ方針

　ヘッジ対象に係る将来の為替相

場変動によるリスク、及び将来の

金利変動によるリスクを回避する

目的で、為替予約取引及び金利ス

ワップ取引を利用しております。

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

   
(4) ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約取引については振当処

理を行っているため、また、金利

スワップ取引については特例処理

の要件を満たしているため、有効

性の判定を省略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

   

６　その他中間財務諸表作成の為の基

本となる事項

    消費税等の処理方法

　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。

６　その他中間財務諸表作成の為の基

本となる事項

    消費税等の処理方法

同左

６　その他財務諸表作成の為の基本と

なる事項

    消費税等の処理方法

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

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

─────── 

 

 

 

─────── 

 

 

 

（役員賞与に関する会計基準）

  当事業年度から「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。これにより、

営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益は39百万円減少しております。

  なお、当該役員賞与は、年間の業績

に基づいて支給がなされ、当該支給の

方針が当下期に決定しております。

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

　当中間会計期間から「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。

　なお、従来の資本の部の合計に相当

する金額は35,229百万円であります。

　また、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） 

  当事業年度から「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。

 　なお、従来の資本の部の合計に相当

する金額は35,534百万円であります。

 　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。

   

 ─────── （固定資産の減価償却の方法） 

  当中間会計期間より、法人税法の改

正（「所得税法等の一部を改正する法

律」（平成19年３月30日 法律第６号）

及び「法人税法施行令の一部を改正す

る政令」（平成19年３月30日 政令第

83号））に伴い、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産の減価償却

については、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。

  なお、これによる損益に与える影響

は軽微であります。

─────── 
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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８月31日)

当中間会計期間末
(平成19年８月31日)

前事業年度末
(平成19年２月28日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額

 18,246百万円  18,872百万円  18,659百万円

   

　２ 偶発債務

下記の通り銀行借入に対し債務

保証を行っております。

　２ 偶発債務

下記の通り銀行借入に対し債務

保証を行っております。

　２ 偶発債務

下記の通り銀行借入に対し債務

保証を行っております。

関係会社  

茂原商業開発㈱

 1,235百万円

関係会社  

茂原商業開発㈱

 1,122百万円

関係会社  

茂原商業開発㈱

 1,179百万円

その他  

旭スプリング工業㈱

 200百万円

計 1,435百万円

その他  

旭スプリング工業㈱

 200百万円

計 1,322百万円

その他  

旭スプリング工業㈱

 200百万円

計 1,379百万円

   

 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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 147百万円

転貸不動産賃貸

料
665百万円

受取利息 140百万円

転貸不動産賃貸

料 
682百万円

受取利息 296百万円

転貸不動産賃貸

料 
1,346百万円

   

※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

社債利息 24百万円

支払利息 340百万円

転貸不動産賃借

料
557百万円

支払利息 349百万円

転貸不動産賃借

料 
554百万円

  

社債利息 24百万円

支払利息 681百万円

転貸不動産賃借

料
1,141百万円

   

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

固定資産売却益 20百万円 固定資産売却益

営業補償金

104百万円

879百万円

固定資産売却益 31百万円

   

※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 125百万円

減損損失 202百万円

固定資産除却損 124百万円

減損損失 651百万円

固定資産除却損 145百万円

減損損失 301百万円
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前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※５ 減損損失

　当社は当中間会計期間におい

て、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。

※５ 減損損失

　当社は当中間会計期間におい

て、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。

※５ 減損損失

　当社は当事業年度において、

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。

用途 種類 場所 金額

店舗 土地及び
建物等

千葉県
2店舗

静岡県
2店舗

愛知県
2店舗

その他
8店舗

 

 
138

その他の
施設等

土地及び
建物等

千葉県他
3件

63

合計 202

用途 種類 場所 金額

店舗 土地及び
建物等

千葉県
3店舗

愛知県
3店舗

茨城県
2店舗

その他
12店舗

 

 
651

合計 651

用途 種類 場所 金額

店舗 土地及び
建物等

愛知県
4店舗

千葉県
3店舗

その他
13店舗

 

 
233

その他の
施設等

土地及び
建物等

千葉県他
4件

67

合計 301

　当社は、キャッシュ・フロー

を生み出す最小の単位として、

各店舗及び賃貸物件をグルーピ

ングしており、遊休資産につい

ても、当該資産単独で資産のグ

ルーピングをしております。営

業活動から生ずる損益が継続し

てマイナスとなる資産グループ

と地価の下落が著しい資産グ

ループについて減損を認識し、

回収可能価額が帳簿価額を下回

るものについて帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（202百万円）とし

て特別損失に計上いたしました。

　当社は、キャッシュ・フロー

を生み出す最小の単位として、

各店舗及び賃貸物件をグルーピ

ングしており、遊休資産につい

ても、当該資産単独で資産のグ

ルーピングをしております。営

業活動から生ずる損益が継続し

てマイナスとなる資産グループ

と地価の下落が著しい資産グ

ループについて減損を認識し、

回収可能価額が帳簿価額を下回

るものについて帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（651百万円）とし

て特別損失に計上いたしました。

　当社は、キャッシュ・フロー

を生み出す最小の単位として、

各店舗及び賃貸物件をグルーピ

ングしており、遊休資産につい

ても、当該資産単独で資産のグ

ルーピングをしております。営

業活動から生ずる損益が継続し

てマイナスとなる資産グループ

と地価の下落が著しい資産グ

ループについて減損を認識し、

回収可能価額が帳簿価額を下回

るものについて帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（301百万円）とし

て特別損失に計上いたしました。

　減損損失の内訳は次の通りで

あります。

　減損損失の内訳は次の通りで

あります。

　減損損失の内訳は次の通りで

あります。

 店舗
その他の
施設等

合計

建物及び
構築物

65 25 91

土地 2 37 40

その他 70 ― 70

合計 138 63 202

 店舗
その他の
施設等

合計

建物及び
構築物

49 ― 49

土地 572 ― 572

その他 29 ― 29

合計 651 ― 651

 店舗
その他の
施設等

合計

建物及び
構築物

84 26 110

土地 32 41 74

その他 117 ― 117

合計 233 67 301

　なお、当資産グループの回収

可能価額が正味売却価額の場合

には、不動産鑑定士による不動

産鑑定基準に基づき評価してお

ります。また、回収可能価額が

使用価値の場合には、将来

キャッシュ・フローを5.38％で

割引いて算定しております。

　なお、当資産グループの回収

可能価額が正味売却価額の場合

には、不動産鑑定士による不動

産鑑定基準に基づき評価してお

ります。また、回収可能価額が

使用価値の場合には、将来

キャッシュ・フローを4.48％で

割引いて算定しております。

　なお、当資産グループの回収

可能価額が正味売却価額の場合

には、不動産鑑定士による不動

産鑑定基準に基づき評価してお

ります。また、回収可能価額が

使用価値の場合には、将来

キャッシュ・フローを5.06～

5.38％で割引いて算定しており

ます。
   

　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 484百万円

無形固定資産 96百万円

有形固定資産 446百万円

無形固定資産 95百万円

有形固定資産 987百万円

無形固定資産 192百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自 平成18年３月１日  至 平成18年８月31日）

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項

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 2,434,342 3,109 ― 2,437,451

　（注）　自己株式（普通株式）の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

当中間会計期間（自 平成19年３月１日  至 平成19年８月31日）

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項

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 2,570,398 1,002,859 ― 3,573,257

（注） 自己株式（普通株式）の増加は、会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく取締役会決議による取得

1,000,000株、単元未満株式の買取りによる増加2,859株であります。

前事業年度（自 平成18年３月１日  至 平成19年２月28日）

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
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 2,434,342 136,056 ― 2,570,398

　（注） 自己株式（普通株式）の増加は、会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく取締役会決議による取得

130,000株、単元未満株式の買取りによる増加6,056株であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前事業年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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

その他有形固定資産

 (百万円)

取得価額相当額 3,788

減価償却累計額相当額 1,921

減損損失累計額相当額 1,037

中間期末残高相当額 830

その他有形固定資産

 (百万円)

取得価額相当額 3,741

減価償却累計額相当額 1,354

減損損失累計額相当額 1,567

中間期末残高相当額 820

その他有形固定資産

 (百万円)

取得価額相当額 3,868

減価償却累計額相当額 2,143

減損損失累計額相当額 1,584

期末残高相当額 140

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

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

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

   
未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額  未経過リース料期末残高相当額

１年内 721百万円

１年超 1,169百万円

合計 1,891百万円

 

リース資産減損勘定中間期末残高 

 1,037百万円

１年内 672百万円

１年超 867百万円

合計 1,540百万円

 

リース資産減損勘定中間期末残高  

 697百万円

１年内 722百万円

１年超 1,026百万円

合計 1,748百万円

 

 リース資産減損勘定期末残高  

 876百万円

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、支

払利息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、支

払利息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、支

払利息相当額及び減損損失
   
支払リース料 390百万円

リース資産減損勘定の

取崩額
196百万円

減価償却費相当額 377百万円

支払利息相当額 14百万円

減損損失 60百万円

支払リース料 392百万円

リース資産減損勘定の

取崩額
197百万円

減価償却費相当額 379百万円

支払利息相当額 12百万円

減損損失 23百万円

支払リース料 788百万円

リース資産減損勘定の

取崩額
396百万円

減価償却費相当額 761百万円

支払利息相当額 27百万円

減損損失 99百万円

４　減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

(1) 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　減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

(1) 減価償却費相当額の算定方法

同左

４　減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

(1) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(2) 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。

(2) 利息相当額の算定方法

同左

(2) 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

該当事項はありません。

当中間会計期間末　（平成19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

同上

前事業年度末　（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

同上

（重要な後発事象）

前中間会計期間(自 平成18年３月１日  至 平成18年８月31日)

該当事項はありません。

当中間会計期間(自 平成19年３月１日  至 平成19年８月31日)

同上

前事業年度(自 平成18年３月１日  至 平成19年２月28日)

同上
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６．その他
 最近の事業部門別売上高および構成比率

（百万円未満切捨て） 

            

             

事業部門

前中間連結会計期間

自 平成18年３月１日

至 平成18年８月31日

当中間連結会計期間

自 平成19年３月１日

至 平成19年８月31日

前連結会計年度

自 平成18年３月１日

至 平成19年２月28日

 売上高 構成比率 売上高 構成比率 売上高 構成比率

 ホームセンター事業 百万円 ％  百万円 ％  百万円
 ％

   ＤＩＹ用品 29,399 29.1 27,995 28.6 52,164 26.6

   家庭用品 46,735 46.2 46,467 47.5 95,709 48.9

   レジャー用品 22,518 22.2 21,140 21.6 43,168 22.0

   その他 13 0.0 10 0.0 23 0.0

ホームセンター事業合計 98,665 97.5 95,612 97.8 191,065 97.5

その他の事業合計 2,516 2.5 2,144 2.2 4,839 2.5

売上高合計 101,182 100.0 97,756 100.0 195,904 100.0

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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