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１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

営業収益 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９月中間期 1,784 △39.7 △247 － △275 － △1,083 －

18年９月中間期 2,960 △26.1 △341 － △375 － △443 －

19年３月期 4,793 － △827 － △1,050 － △2,221 －

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９月中間期 △92 55 － －

18年９月中間期 △37 91 － －

19年３月期 △189 71 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）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９月中間期 5,502 3,914 71.1 334 48

18年９月中間期 9,071 6,923 76.3 591 37

19年３月期 6,966 5,010 71.9 428 09

（参考）自己資本 19年９月中間期 3,914百万円 18年９月中間期 6,923百万円 19年３月期 5,010百万円

(3）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９月中間期 △292 755 △263 378

18年９月中間期 △225 678 △680 348

19年３月期 △628 1,013 △781 179

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３月期 0 00 0 00 0 00

20年３月期 0 00 －

20年３月期（予想） － 0 00 0 00

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

営業収益 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 3,312 △30.9 △364 － △402 － △1,269 － △107 04
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４．その他

(1）中間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、14ページ「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」をご覧ください。

(2）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９月中間期 11,856,000株 18年９月中間期 11,856,000株 19年３月期 11,856,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 152,611株 18年９月中間期 148,091株 19年３月期 150,791株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、21ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

１．本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的である

と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。

業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」

をご覧ください。

２．通期の業績予想に関する事項につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値を修正いた

しました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、平成19年11月２日公表の「業績予想の修正に関するお

知らせ」をご参照ください。
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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

　当中間会計期間におけるわが国経済は、大手製造業を中心に好調な業績が続き緩やかな回復が続いておりますが、

年金問題や税負担の増加など将来に対する不安から個人消費は力強さを欠いており、全体的な景気の回復感には乏し

い状況が続いております。

　このような状況のなか、当社の主力であるホームセンター業界におきましては、市場規模拡大の鈍化や既存店の売

上減少傾向に伴い、大手企業によるシェア維持のための企業買収や出店競争が激化しており、一段と厳しい経営環境

が続いております。

　このような経営環境のもと、当中間会計期間における当社の営業収益は17億84百万円（前年同期比39.7％減）、営

業損失は２億47百万円（前年同期比94百万円の改善）、経常損失は２億75百万円（前年同期比１億円の改善）となり

ました。また、四国地区以外の店舗の閉鎖、資産売却に伴う減損損失及び固定資産売却損を計上したことにより、中

間純損失は10億83百万円（前年同期比６億39百万円の悪化）となりました。

　事業部門別の業績は次のとおりであります。

　ホームセンター事業におきましては、販売及び在庫管理の精度向上と迅速化のため新たなＰＯＳシステムを導入し、

効率的な店舗運営を行う体制とするとともに、既存店舗強化策の一つとして平成19年９月に徳島店を改装しました。

これにより、既存店舗の販売単価やお客様一人当たりのお買上げ金額は堅調に推移しております。また、抜本的な経

営改革の一環として、前事業年度における１店舗の売却及び10店舗の閉鎖に引き続き、当中間会計期間においては平

成19年６月に若松店（北九州市八幡西区）を売却、平成19年７月には山口店（山口県山口市）、平成19年８月に春日

井店（愛知県春日井市）、平成19年９月に鹿児島店（鹿児島県鹿児島市）の３店舗を閉鎖いたしました。この結果、

当中間会計期間の当事業の営業収益は16億３百万円（前年同期比41.8％減）の減収となりました。

　生鮮食料品事業におきましては、地元の食材を適切に導入し旬の売場作りに注力するとともに、事業の効率化のた

め平成19年８月にファーム川内店（徳島県徳島市）を閉鎖・転貸いたしました。この結果、当中間会計期間の当事業

の営業収益は１億63百万円（前年同期比14.8％減）となりました。

　その他の事業におきましては、住宅建材事業の増改築関連の受注が増加したため、当中間会計期間の当事業の営業

収益は18百万円（前年同期比38.8％増）となりました。なお、事業の選択と集中の観点から当中間会計期間において

分譲住宅事業から撤退し住宅リフォーム事業に特化するとともに、平成19年９月に木製品の製造部門である小松島工

場及び文化教室を運営するアクティスクールを閉鎖いたしました。
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　事業部門別、品目別の販売実績は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

ホームセンター事業       

　ＤＩＹ用品 1,090,297 36.8 612,532 34.3 1,647,647 34.3

　家電用品 260,904 8.8 152,735 8.6 488,727 10.2

　家庭用品 997,533 33.7 565,017 31.6 1,609,093 33.6

　スポーツ・レジャー用品 240,228 8.1 142,601 8.0 356,057 7.4

　酒・その他 111,109 3.8 83,921 4.7 204,823 4.3

 　　　小　計 2,700,072 91.2 1,556,807 87.2 4,306,349 89.8

生鮮食料品事業 190,183 6.4 162,521 9.1 360,182 7.6

その他の事業 11,534 0.4 17,190 1.0 15,010 0.3

　売上高計 2,901,790 98.0 1,736,518 97.3 4,681,542 97.7

その他営業収入 59,197 2.0 48,279 2.7 111,959 2.3

　営業収益計 2,960,988 100.0 1,784,798 100.0 4,793,502 100.0

（注）１．事業部門別の各構成内容は、次のとおりであります。

・ホームセンター事業   

(1）ＤＩＹ用品 － 日曜大工用品、木材、補修用品、住宅設備用品、園芸用品、ペット用品等

(2）家電用品 － 電気資材、電器、ガス器具、時計、電卓等

(3）家庭用品 － 家庭用品、衛生用品、インテリア用品、家具、学習用品、加工食品等

(4）スポーツ・レジャー用品 － スポーツ用品、レジャー用品、カー用品等

(5）酒・その他 － 酒類全般、催事収入等

・生鮮食料品事業   

(1）生鮮食料品販売 － 青果、精肉、鮮魚、塩干食品、業務用食品、日配品、食品、菓子等

・その他の事業   

(1）住宅建材事業 － 住宅リフォーム等

２．その他営業収入の事業部門別内訳は、次のとおりであります。

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

ホームセンター事業 56,294 46,494 107,084

生鮮食料品事業 1,113 484 1,549

その他の事業 1,789 1,300 3,325

その他営業収入計 59,197 48,279 111,959

　通期の見通しにつきましては、引き続き企業収益は堅調に推移し、緩やかな回復が継続するものと思われますが、

一部商品の値上りによる個人消費の減退やアメリカのサブプライムローン問題に端を発した金融部門の動揺が悪影響

を与える恐れがあり、先行きは不透明なものとなっております。

　当社の業界におきましては、個人消費が伸び悩むなか企業間のシェア獲得競争は激化しており、大手企業による新

規出店や合併・買収が加速すると予想され、一段と厳しい経営環境が続くものと思われます。

　こうした状況のもと、ホームセンター事業におきましては、各種商品の組み立てや取り付けなどのＤＩＹ用品に付

帯するサービスを充実させるとともに、既存店舗の改装を順次進めることにより、収益性と集客力の強化を図ってま

いります。また、今年中に四国地区以外の店舗の撤退と資産売却を完了する予定となっており、四国地区店舗への経

営資源の集中を加速させてまいります。

　生鮮食料品事業におきましては、競合店との差別化のため、地元のニーズを捉えた特色ある売場作りに注力し、固

定客の獲得を目指してまいります。

　その他の事業におきましては、住宅リフォームの営業を強化し、受注の増加を目指してまいります。
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(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

(1) 流動資産

　当中間会計期間末における流動資産の残高は12億95百万円（前事業年度末は14億71百万円）となり、前事業年

度末に比べ１億76百万円減少しました。これは主に、現金及び預金の増加１億99百万円、たな卸資産の減少５億

24百万円及び未収入金の増加１億60百万円等があったことによるものであります。

(2) 固定資産

　当中間会計期間末における固定資産の残高は42億６百万円（前事業年度末は54億95百万円）となり、前事業年

度末に比べ12億88百万円減少しました。これは主に、店舗の譲渡等に伴う建物の減少５億29百万円、土地の減少

５億４百万円及び差入保証金の減少１億50百万円等があったことによるものであります。

(3) 流動負債

　当中間会計期間末における流動負債の残高は10億69百万円（前事業年度末は12億95百万円）となり、前事業年

度末に比べ２億26百万円減少しました。これは主に、買掛金の減少58百万円、短期借入金の減少93百万円及び１

年以内返済予定長期借入金の減少38百万円等があったことによるものであります。

(4) 固定負債

　当中間会計期間末における固定負債の残高は５億18百万円（前事業年度末は６億60百万円）となり、前事業年

度末に比べ１億41百万円減少しました。これは主に、長期借入金の減少１億31百万円等があったことによるもの

であります。

(5) 純資産

　当中間会計期間末における純資産の残高は39億14百万円（前事業年度末は50億10百万円）となり、前事業年度

末に比べ10億96百万円減少しました。これは主に、中間純損失の計上10億83百万円等があったことによるもので

あります。

②　キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は３億78百万円となり、前事業年度末に

比べ１億99百万円の増加（前年同期は２億27百万円の減少）となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は２億92百万円（前年同期は２億25百万円の支出）となりました。これは主に、減

損損失２億40百万円、固定資産売却損３億７百万円、店舗撤退損１億84百万円及び工場閉鎖損55百万円等の非資金

的費用やたな卸資産の減少１億54百万円等がある一方で、税引前中間純損失の計上10億77百万円や固定資産売却益

１億33百万円等があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は７億55百万円（前年同期は６億78百万円の収入）となりました。これは主に、固

定資産等の売却による収入６億59百万円及び差入保証金の返還による収入１億19百万円等があったことによるもの

であります。

（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２億63百万円（前年同期は６億80百万円の支出）となりました。こらは主に、短

期借入金の純減少93百万円、長期借入金の借入１億円及び長期借入金の返済２億69百万円等があったことによるも

のであります。
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　なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

 第48期中 第49期中 第50期中 第48期 第49期

 平成17年９月 平成18年９月 平成19年９月 平成18年３月 平成19年３月

自己資本比率（％） 62.0 76.3 71.1 69.4 71.9

時価ベースの自己資本比率（％） 18.9 22.6 17.9 25.9 19.0

債務償還年限（年） 2.2 － － 2.1 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 14.9 － － 12.5 －

　　　※　自己資本比率 ：純資産／総資産

時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産 

債務償還年限 ：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

（注）１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

２．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・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、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、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．第49中間期、第50期中間期及び第49期の債務償還年限及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営

業キャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。

４．各指標は、下記の財務数値により算出しております。

　　第48期中は、連結ベースをもとに算出しております。

　　第48期は期末に連結子会社が存在しておらず、連結貸借対照表を作成していないため、自己資本比率、時価ベー

スの自己資本比率及び債務償還年限における有利子負債については個別、営業キャッシュ・フロー及び利払い

については連結ベースをもとに算出しております。

　　第49期中以降については、いずれも単体ベースをもとに算出しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、財務体質と経営基盤の強化を図ることに加えて、株主の皆様への安定的利益還元を経営の最重要目標のひ

とつとして位置付けており、経営成績に応じた適正な利益還元を基本としております。

(4）事業等のリスク

①　出店に対する規制について

　当社は、商品の大部分を自社店舗において販売しておりますが、売場面積1,000㎡超の新規出店や既存店の増床を

行う場合には、「大規模小売店舗立地法」（平成12年６月１日施行）の規制を受けます。

②　競合等について

　当社は、ＤＩＹ用品、家庭用品、スポーツ・レジャー用品、酒、生鮮食料品などの商品を自社店舗において販売

しており、平成19年９月30日現在、四国を中心に９店舗を展開しておりますが、当店の出店地域の近隣には当社と

同様の商品を取り扱う他社の店舗が多数存在しており、今後も他社の新規参入によって競争が激化する可能性があ

ります。また、当社が取り扱う商品には、家電用品、スポーツ・レジャー用品、園芸・ペット用品など嗜好の変化

や天候の影響を受けやすいものがあり、当社の業績はこうした競合、新規参入、各種商品需要の変動により影響を

受ける可能性があります。

③　将来に関する事項について

　当社は、地震などの自然災害や火災、事故などの罹災により、営業設備や営業対象となる市場に被害を受ける場

合があり、当社の業績はこうした予測不可能な災害などにより影響を受ける可能性があります。

④　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローについて

　当社の保有資産の時価や処分可能価格の下落により減損損失が発生することがあり、当社の財政状態、経営成績

及びキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。

ナカイ㈱ (9864) 平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 6 －



２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社及び非連結子会社いーかな有限会社の２社により構成されております。

　その事業活動は、当社のホームセンター部門において住居・生活関連商品の小売販売、生鮮食料品部門において生鮮

食品の小売販売、住宅建材部門において住宅リフォーム等を行っており、いーかな有限会社は現在事業を行っておりま

せん。

　事業の系統図は、次のとおりであります。

 顧 客 

当 社 

ホームセンター事業 生鮮食料品事業 住宅建材事業 

(注)２ (注)１ (注)３ 

　（注）１．ＤＩＹ用品、家電用品、家庭用品、スポーツ・レジャー用品、酒類等の販売

２．青果、精肉、鮮魚、塩干食品、業務用食品、日配品、一般食品、菓子、米等の販売

３．住宅リフォーム等

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは経営理念として「お客さまには喜びを、社員には幸せを、会社は永続を」を掲げお客様に信頼され、

お客様とともに栄える会社となることを経営理念としております。すなわち、お客様に喜んで頂く姿勢、喜びを売る

姿勢、これが経営の原点であり出発点であります。このことは、創業時の木製建具事業からホームセンター事業へと

事業転換した今日まで、不変の基本理念であります。

　現在、当社グループはホームセンター事業における住居・生活関連商品の小売販売を主たる事業として、そのほか

住宅の施工販売等の付帯事業を営んでおり、健康的で快適な住空間作りのための提案型生活総合産業を目的としてお

ります。

　そのためには、四国を中心に有する店舗網により効率的で生産性の高い流通ビジネスを展開し、お客様から必要と

され信頼される会社、社会的存在感のある会社、即ち環境適応業としてお客様に貢献することが、当社グループの持

続的成長・永続的発展に繋がるということを経営の基本方針としております。

(2）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、収益構造の再構築に向け、営業面では不採算店舗の閉鎖を始めとした販売拠点の統廃合を推進す

るとともに、店舗環境の改善により既存店舗の活性化に努める一方、管理面では成果主義導入により人事処遇制度の

再編を行い、人の活性化に取り組むなど、総合的な経営効率化を積極的に進めてきました。これからはなお一層の体

質改善に向け、今後とも強化継続してまいります。

　あわせて責任型組織に改組し、成果主義の徹底運用を図ることでその定着化に努め、社員一人一人の意識改革から

現状打破し体質の転換を目指します。

(3）会社の対処すべき課題

　景気の低迷と企業間競争が激化するなかで安定的に利益を確保するため、既存店の販売力強化と全社的な経費の削

減を進めてまいります。そのために、社員教育と売場改善によりお客様に支持される店舗作りを行い、成果主義の導

入と徹底した経費の削減によるローコスト経営を目指してまいります。
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４．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９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  348,310   378,501    179,052   

２．売掛金  6,217   3,875    7,002   

３．たな卸資産 ※２ 1,463,901   668,436    1,192,752   

４．その他  146,789   244,608    92,833   

流動資産合計   1,965,219 21.7  1,295,422 23.5 △669,796  1,471,640 21.1

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物 ※２ 2,007,339   1,040,612    1,570,189   

(2）土地 ※２ 3,303,251   2,139,171    2,644,072   

(3）その他  93,628   68,985    72,957   

有形固定資産
合計

 5,404,219   3,248,770    4,287,218   

２．無形固定資産  259,393   133,291    188,697   

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

※２ 535,759   184,099    204,677   

(2）差入保証金  855,622   616,436    766,593   

(3）その他 ※２ 51,091   216,148    73,195   

貸倒引当金  －   △191,809    △25,142   

投資その他の
資産合計

 1,442,473   824,875    1,019,324   

固定資産合計   7,106,085 78.3  4,206,936 76.5 △2,899,148  5,495,239 78.9

資産合計   9,071,304 100.0  5,502,359 100.0 △3,568,945  6,966,880 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形  163,231   155,338    150,290   

２．買掛金  190,061   158,525    216,544   

３．短期借入金 ※２ 267,000   300,000    393,000   

４．１年以内返済
予定の長期借
入金

※２ 429,510   350,855    389,735   

５．未払法人税等  19,219   10,812    20,885   

６．その他  131,281   93,607    125,197   

流動負債合計   1,200,303 13.2  1,069,138 19.5 △131,165  1,295,654 18.6

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※２ 560,505   242,550    373,600   

２．預り保証金 ※２ －   276,066    281,241   

３．その他 ※２ 386,801   －    5,504   

固定負債合計   947,306 10.5  518,616 9.4 △428,690  660,346 9.5

負債合計   2,147,610 23.7  1,587,754 28.9 △559,855  1,956,000 28.1
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本         

１．資本金  3,596,500 39.6 3,596,500 65.4 － 3,596,500 51.6

２．資本剰余金  

(1）資本準備金 1,964,141 1,427,159 1,964,141

(2）その他資本
剰余金

1,684,054 － 1,684,054

資本剰余金合
計

3,648,196 40.2 1,427,159 25.9 △2,221,037 3,648,196 52.4

３．利益剰余金  

(1）その他利益
剰余金

   

繰越利益剰
余金

△443,911 △1,083,228 △2,221,037

利益剰余金合
計

 △443,911 △4.9 △1,083,228 △19.7 △639,316 △2,221,037 △31.9

４．自己株式  △20,519 △0.2 △21,058 △0.4 △539 △20,886 △0.3

株主資本合
計

 6,780,265 74.7 3,919,372 71.2 △2,860,892 5,002,772 71.8

Ⅱ　評価・換算差額
等

       

１．その他有価証
券評価差額金

143,429 1.6 △4,767 △0.1 △148,196 8,107 0.1

評価・換算差額
等合計

143,429 1.6 △4,767 △0.1 △148,196 8,107 0.1

純資産合計 6,923,694 76.3 3,914,604 71.1 △3,009,089 5,010,879 71.9

負債純資産合計 9,071,304 100.0 5,502,359 100.0 △3,568,945 6,966,880 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期
比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,901,790 100.0  1,736,518 100.0 △1,165,272  4,681,542 100.0

Ⅱ　売上原価   2,124,702 73.2  1,300,859 74.9 △823,842  3,449,278 73.7

売上総利益   777,088 26.8  435,658 25.1 △341,429  1,232,264 26.3

Ⅲ　その他営業収入   59,197 2.0  48,279 2.8 △10,917  111,959 2.4

営業総利益   836,285 28.8  483,938 27.9 △352,347  1,344,223 28.7

Ⅳ　販売費及び一般管
理費

  1,178,052 40.6  731,361 42.2 △446,690  2,171,758 46.4

営業損失   341,767 △11.8  247,423 △14.3 94,343  827,534 △17.7

Ⅴ　営業外収益 ※１  6,887 0.3  8,547 0.5 1,660  15,636 0.3

Ⅵ　営業外費用 ※２  40,510 1.4  36,335 2.1 △4,174  238,172 5.0

経常損失   375,390 △12.9  275,211 △15.9 100,178  1,050,071 △22.4

Ⅶ　特別利益 ※３  94,072 3.2  135,764 7.8 41,692  274,167 5.8

Ⅷ　特別損失 ※4,5  152,573 5.3  938,079 54.0 785,505  1,426,921 30.5

税引前中間（当
期）純損失

  433,891 △15.0  1,077,526 △62.1 △643,634  2,202,825 △47.1

法人税、住民税
及び事業税

  10,019 0.3  5,701 0.3 △4,318  18,211 0.3

中間（当期）純
損失

  443,911 △15.3  1,083,228 △62.4 △639,316  2,221,037 △47.4

            

(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４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計資本

準備金

その他資本

剰余金

その他利益

剰余金

繰越利益

剰余金

 平成18年３月31日　残高

　　　　　　　　（千円）
3,596,500 1,964,141 2,000,026 △315,971 △20,098 7,224,598 189,483 189,483 7,414,081

中間会計期間中の変動額

 　資本剰余金から利益剰余金

への振替（注）
  △315,971 315,971  －   －

 　中間純損失    △443,911  △443,911   △443,911

 　自己株式の取得     △421 △421   △421

 　株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

      △46,053 △46,053 △46,053

 中間会計期間中の変動額合計

　　　　　（千円）
－ － △315,971 △127,940 △421 △444,332 △46,053 △46,053 △490,386

 平成18年９月30日　残高

　　　　　　　（千円）
3,596,500 1,964,141 1,684,054 △443,911 △20,519 6,780,265 143,429 143,429 6,923,694

（注）平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。
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 当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計資本

準備金

その他資本

剰余金

その他利益

剰余金

繰越利益

剰余金

 平成19年３月31日　残高

　　　　　　　　（千円）
3,596,500 1,964,141 1,684,054 △2,221,037 △20,886 5,002,772 8,107 8,107 5,010,879

中間会計期間中の変動額

 　資本準備金からその他資本

剰余金への振替（注）
 △536,982 536,982   －   －

 　その他資本剰余金から利益

剰余金への振替（注）
  △2,221,037 2,221,037  －   －

 　中間純損失    △1,083,228  △1,083,228   △1,083,228

 　自己株式の取得     △171 △171   △171

 　株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

      △12,875 △12,875 △12,875

 中間会計期間中の変動額合

計　　　　　（千円）
－ △536,982 △1,684,054 1,137,808 △171 △1,083,400 △12,875 △12,875 △1,096,275

 平成19年９月30日　残高

　　　　　　　（千円）
3,596,500 1,427,159 － △1,083,228 △21,058 3,919,372 △4,767 △4,767 3,914,604

（注）平成19年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。

 前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計資本

準備金

その他資本

剰余金

その他利益

剰余金

繰越利益

剰余金

 平成18年３月31日　残高

　　　　　　　　（千円）
3,596,500 1,964,141 2,000,026 △315,971 △20,098 7,224,598 189,483 189,483 7,414,081

事業年度中の変動額

 　資本剰余金から利益剰余金

への振替（注）
  △315,971 315,971  －   －

 　当期純損失    △2,221,037  △2,221,037   △2,221,037

 　自己株式の取得     △788 △788   △788

 　株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額)
      △181,375 △181,375 △181,375

 事業年度中の変動額合計

　　　　　　　 （千円）
－ － △315,971 △1,905,065 △788 △2,221,825 △181,375 △181,375 △2,403,201

 平成19年３月31日　残高

　　　　　　　（千円）
3,596,500 1,964,141 1,684,054 △2,221,037 △20,886 5,002,772 8,107 8,107 5,010,879

（注）平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間（当期）純損失  △433,891 △1,077,526 △643,634 △2,202,825

減価償却費  66,087 53,205 △12,881 126,958

減損損失  92,654 240,756 148,102 1,015,095

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △11,058 － 11,058 14,083

賃借料 ※２ 27,542 24,477 △3,064 52,434

受取利息及び受取配当金  △2,883 △1,551 1,331 △5,645

支払利息  21,799 15,725 △6,074 38,141

営業譲渡益  △83,014 － 83,014 △60,839

固定資産売却益  － △133,588 △133,588 －

投資有価証券売却益  － △2,175 △2,175 △213,327

固定資産売却損  － 307,511 307,511 －

店舗撤退損  19,183 184,485 165,302 247,220

工場閉鎖損  － 55,462 55,462 －

売上債権の減少額  8,807 3,126 △5,681 8,023

たな卸資産の減少額  462,540 154,600 △307,939 733,689

預け金の減少額  10,508 889 △9,619 28,877

仕入債務の減少額  △382,454 △52,972 329,482 △368,911

未払消費税等の増加額（△減少額）  29,101 △8,893 △37,994 9,866

その他  △14,299 △23,676 △9,377 △1,166

小計  △189,376 △260,145 △70,769 △578,325

利息及び配当金の受取額  2,439 1,108 △1,331 5,645

利息の支払額  △17,897 △15,317 2,579 △35,312

法人税等の支払額  △20,541 △18,129 2,412 △20,541

営業活動によるキャッシュ・フロー  △225,375 △292,484 △67,109 △628,534

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形固定資産等の取得による支出  △2,275 △34,267 △31,991 △6,375

有形固定資産等の売却による収入  － 659,479 659,479 －

投資有価証券の売却による収入  60 4,373 4,313 317,267

差入保証金の差入による支出  △350 △114 236 △928

差入保証金の返還による収入  13,797 119,259 105,462 58,581

営業譲渡による収入  667,505 － △667,505 645,331

その他  30 6,298 6,268 △161

投資活動によるキャッシュ・フロー  678,766 755,030 76,263 1,013,714

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純減少額  △440,670 △93,000 347,670 △314,670

長期借入金の借入による収入  － 100,000 100,000 －

長期借入金の返済による支出  △239,574 △269,930 △30,356 △466,254

その他  △421 △171 249 △788

財務活動によるキャッシュ・フロー  △680,665 △263,101 417,563 △781,712

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  0 5 4 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少
額）

 △227,273 199,449 426,722 △396,531

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  575,583 179,052 △396,531 575,583

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

 348,310 378,501 30,191 179,052
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

 

(1）有価証券

イ．子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

イ．子会社株式

同左

(1）有価証券

イ．子会社株式

同左

 

 

 

ロ．その他有価証券

時価のあるもの

中間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

法により算定しておりま

す。）

ロ．その他有価証券

時価のあるもの

同左

ロ．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

により算定しておりま

す。）

 

 

 

(2）たな卸資産

イ．ホームセンター商品

売価還元法による原価法

但し、店舗搬入前の仕入商品

は先入先出法による原価法

(2）たな卸資産

イ．ホームセンター商品

同左

(2）たな卸資産

イ．ホームセンター商品

同左

 

 

ロ．販売用土地建物

個別法による原価法

ロ．   ―――――― ロ．販売用土地建物

同左

 

 

ハ．上記以外のたな卸資産

主として総平均法による原価

法

ハ．上記以外のたな卸資産

同左

ハ．上記以外のたな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

建物（建物附属設備を除く。）は

定額法、建物以外については定率

法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。

建物　　　　　　15年～50年

構築物　　　　　10年～45年

有形固定資産

建物（建物附属設備を除く。）は

定額法、建物以外については定率

法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。

建物　　　　　　15年～47年

構築物　　　　　10年～40年

有形固定資産

建物（建物附属設備を除く。）は

定額法、建物以外については定率

法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。

建物　　　　　　15年～50年

構築物　　　　　10年～40年

３．引当金の計上基準

 

貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に

備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

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。

同左 同左

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

中間キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び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

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び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

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左

６．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方法

税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理方法

同左

消費税等の会計処理方法

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、控除対

象外消費税及び地方消費税は、当

事業年度の費用として処理してお

ります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

───── （重要な減価償却資産の減価償却の方法）

当社は、法人税法の改正に伴い、当中間会

計期間より、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。なお、この変更による影響は軽微

であります。

─────

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号　平成17年12月９日）を適用して

おります。

これまでの資本の部の合計に相当する金額

は6,923,694千円であります。

なお、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、中間財務諸

表等規則の改正に伴い、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。

これまでの資本の部の合計に相当する金額

は5,010,879千円であります。

なお、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、財務諸表等規則の改

正に伴い、改正後の財務諸表等規則により

作成しております。

追加情報

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

───── （重要な減価償却資産の減価償却の方法）

当社は、法人税法の改正に伴い、当中間会計

期間より、平成19年３月31日以前に取得した

有形固定資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用により取得価

額の５％に到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。なお、この変更

による影響は軽微であります。

─────

表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

（中間貸借対照表）

１．前中間会計期間末まで区分掲記しておりました「未収入金」（当

中間会計期間末の残高は30,362千円）は、当中間会計期間末におい

て資産の総額の100分の５以下となったため、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。

２．「投資有価証券」は、前中間会計期間末まで投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末にお

いて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間末の「投資有価証券」の金額は517,017千円

であります。

３．従来、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりまし

た有限会社に対する出資金（20,000千円）は、「会社法の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律」（平成17年法律第87号）が公布

され、平成18年５月１日以後、会社法（平成17年法律第86号）の規

定による株式会社の株式とみなされることとなったため、当中間会

計期間末より「投資有価証券」に含めて表示しております。

（中間貸借対照表）

　「預り保証金」は、前中間会計期間末まで固定負債の「その他」に

含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末において資産の総

額の100分の５を超えたため区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間末の「預り保証金」の金額は289,416千円で

あります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

3,987,395千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,774,658千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

3,319,009千円

※２．担保資産 ※２．担保資産 ※２．担保資産

たな卸資産

（販売用土地建物）
216,697千円

建物 1,402,103千円

土地 3,288,025千円

投資有価証券 477,060千円

計 5,383,886千円

建物 703,272千円

土地 2,133,964千円

投資有価証券 134,313千円

投資その他の資産

「その他」

（投資不動産）

52,603千円

計 3,024,153千円

たな卸資産

（販売用土地建物）
216,697千円

建物 1,195,198千円

土地 2,628,846千円

投資有価証券 144,344千円

計 4,185,086千円

上記担保資産に対応する債務 上記担保資産に対応する債務 上記担保資産に対応する債務

短期借入金 267,000千円

長期借入金 988,765千円

（１年以内返済予定のものを含む）

固定負債「その他」

（預り保証金）
176,561千円

計 1,432,326千円

短期借入金 　　300,000千円

長期借入金 593,405千円

（１年以内返済予定のものを含む）

預り保証金 162,245千円

計 1,055,650千円

短期借入金 393,000千円

長期借入金 763,335千円

（１年以内返済予定のものを含む）

預り保証金 169,403千円

計 1,325,738千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

受取利息 445千円

受取配当金 2,437千円

保険差益 2,777千円

受取利息 459千円

受取配当金 1,092千円

保険差益 2,277千円

什器等売却収入 2,525千円

受取利息 898千円

受取配当金 4,747千円

保険差益 4,289千円

什器等売却収入 3,322千円

※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

支払利息 21,799千円

たな卸資産評価損 17,579千円

支払利息 15,725千円

たな卸資産評価損 19,814千円

支払利息 38,141千円

たな卸資産評価損 196,805千円

※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

営業譲渡益 83,014千円

貸倒引当金戻入益 11,058千円

固定資産売却益 133,588千円

投資有価証券売却益 2,175千円

投資有価証券売却益 213,327千円

営業譲渡益 60,839千円

なお、営業譲渡益は倉敷店の譲渡によ

るものであります。

なお、固定資産売却益の主な内容は、

岡山寮の土地及び建物（7,230千円）、

加古川店の土地及び建物（42,066千円）、

東京営業所の土地及び建物（84,247千

円）の売却益であります。

なお、営業譲渡益は倉敷店の譲渡によ

るものであります。

※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 14千円

店舗撤退損 59,904千円

減損損失 92,654千円

固定資産除却損 4,609千円

固定資産売却損 307,511千円

店舗撤退損 329,740千円

工場閉鎖損 55,462千円

減損損失 240,756千円

固定資産除却損 177千円

店舗撤退損 411,648千円

減損損失 1,015,095千円

なお、店舗撤退損は、豊明店、長久手

店、南陽店、尾張旭店及び田原本店の

閉鎖に伴うものであります。

なお、固定資産売却損の主な内容は、

和歌山店の土地（11,120千円）、若松

店の建物（1,125千円）、旧東岡山店の

土地及び建物（275,316千円）及び大阪

営業所の土地及び建物（19,135千円）

であり、店舗撤退損は、春日井店、若

松店、鹿児島店、山口店及びファーム

川内店等の閉鎖に伴うものであります。

なお、店舗撤退損は、名古屋北店、豊

明店、長久手店、南陽店、尾張旭店、

田原本店、郡山店、和歌山店、岡山店、

加古川店の閉鎖に伴うものであります。
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※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

上しました。

※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

上しました。

※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し

ました。

場所 用途 種類

ホームセンター事業に
おける郡山店（奈良県
大和郡山市）

営業設備 土地

ホームセンター事業に
おける和歌山店（和歌
山県和歌山市）

営業設備 土地

場所 用途 種類

ホームセンター事業に
おける郡山店（奈良県
大和郡山市）

営業設備 土地

ホームセンター事業に
おける徳島南店（徳島
県阿南市）

営業設備 借地権

その他の事業における
住宅課（徳島県徳島
市）

遊休資産 投資不動産

場所 用途 種類

名古屋北寮
（愛知県春日井市）

遊休資産 建物等

岡山寮
（岡山県岡山市）

遊休資産 建物等

旧　東岡山店
（岡山県岡山市）

遊休資産 土地

ホームセンター事業に
おける郡山店（奈良県
大和郡山市）

営業設備 土地

ホームセンター事業に
おける和歌山店（和歌
山県和歌山市）

営業設備 土地

ホームセンター事業に
おける川内店（徳島県
徳島市）

営業設備 建物等

ホームセンター事業に
おける香川店（香川県
高松市）

営業設備 土地及び建物等

ホームセンター事業に
おける若松店（北九州
市八幡西区）

営業設備 建物等

ホームセンター事業に
おける鹿児島店（鹿児
島県鹿児島市）

営業設備 建物等

当社は、店舗を基本単位としてグルー

プ化しており、同一敷地内の複合施設

については１つの資産グループとして

グループ化しております。

店舗用不動産の地価下落や収益性が低

下した資産グループについて、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（92,654千円）として

特別損失に計上しました。

その内訳は、郡山店の土地14,333千円、

和歌山店の土地78,321千円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、

正味売却額は鑑定評価額により算定し

ております。

当社は、店舗を基本単位としてグルー

プ化しており、同一敷地内の複合施設

については１つの資産グループとして

グループ化しております。

店舗用不動産の地価下落や収益性が低

下した資産グループについて、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（240,756千円）として

特別損失に計上しました。

その内訳は、郡山店の土地10,020千円、

徳島南店の借地権55,405千円、住宅課

の投資不動産175,330千円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、

正味売却額は売却予定額及び固定資産

税評価額により算定しております。

当社は、店舗を基本単位としてグルー

プ化しており、同一敷地内の複合施設

については１つの資産グループとして

グループ化しております。

店舗用不動産の地価下落や収益性が低

下した資産グループについて、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（1,015,095千円）とし

て特別損失に計上しました。

その内訳は、遊休資産106,088千円（内、

土地34,004千円、建物57,286千円及び

その他14,797千円）、郡山店の土地

14,333千円、和歌山店の土地78,321千

円、川内店45,892千円（内、建物24,883

千円及びその他21,008千円）、香川店

659,737千円（内、土地625,174千円、

建物29,540千円及びその他5,022千円）、

若松店84,412千円（内、建物64,110千

円及びその他20,301千円）及び鹿児島

店26,310千円（内、建物23,611千円及

びその他2,698千円）であります。

なお、当該資産グループの回収可能価

額は使用価値又は正味売却価額により

測定しており、使用価値については、

将来キャッシュ・フローを3.93％で割

り引いて算定し、正味売却価額につい

ては、路線価比準方式により算定して

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 64,977千円 有形固定資産 　52,249千円 有形固定資産 124,750千円
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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４月１日　至　平成18年９月30日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間増加

株式数（千株）

当中間会計期間減少

株式数（千株）

当中間会計期間末

株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 11,856 － － 11,856

合計 11,856 － － 11,856

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 146 1 － 148

合計 146 1 － 148

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間増加

株式数（千株）

当中間会計期間減少

株式数（千株）

当中間会計期間末

株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 11,856 － － 11,856

合計 11,856 － － 11,856

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 150 1 － 152

合計 150 1 － 152

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当事業年度増加株式

数（千株）

当事業年度減少株式

数（千株）

当事業年度末株式数

（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 11,856 － － 11,856

合計 11,856 － － 11,856

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 146 4 － 150

合計 146 4 － 150

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加４千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成18年９月30日現在）

　１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成19年９月30日現在）

　１．現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘

定
348,310千円

預入期間が３ヶ

月を超える定期

預金

－千円

現金及び現金同

等物
348,310千円

現金及び預金勘

定
378,501千円

預入期間が３ヶ

月を超える定期

預金

－千円

現金及び現金同

等物
378,501千円

現金及び預金勘

定
179,052千円

預入期間が３ヶ

月を超える定期

預金

－千円

現金及び現金同

等物
179,052千円

※２．差入保証金と相殺される店舗等

の賃借料であります。

※２．差入保証金と相殺される店舗等

の賃借料であります。

※２．差入保証金と相殺される店舗等

の賃借料であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

①　リース物件の取得価額相当額、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

び期末残高相当額

 

有形固定資
産「その
他」（工具
器具備品）
（千円）

合計
（千円）

取得価額相
当額

3,324 3,324

減価償却累
計額相当額

664 664

中間期末残
高相当額

2,659 2,659

 

有形固定資
産「その
他」（工具
器具備品）
（千円）

合計
（千円）

取得価額相
当額

3,324 3,324

減価償却累
計額相当額

1,329 1,329

中間期末残
高相当額

1,994 1,994

 

有形固定資
産「その
他」（工具
器具備品）
（千円）

合計
（千円）

取得価額相
当額

3,324 3,324

減価償却累
計額相当額

997 997

期末残高相
当額

2,326 2,326

取得価額相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

同左 取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

②　未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

②　未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

②　未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 664千円

１年超 1,994千円

合計 2,659千円

１年以内 664千円

１年超 1,329千円

合計 1,994千円

１年以内 664千円

１年超 1,662千円

合計 2,326千円

未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定して

おります。

同左 未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 332千円

減価償却費相当額 332千円

支払リース料 332千円

減価償却費相当額 332千円

支払リース料 664千円

減価償却費相当額 664千円

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

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．　　　　　―――――― ２．　　　　　――――――

１年以内 1,100千円

１年超 －千円

合計 1,100千円

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年９月30日）

子会社株式で時価のあるものはありません。

その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

株式 274,944 515,759 240,814

合計 274,944 515,759 240,814

当中間会計期間末（平成19年９月30日）

子会社株式で時価のあるものはありません。

その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

株式 168,867 164,099 △4,767

合計 168,867 164,099 △4,767

前事業年度末（平成19年３月31日）

子会社株式で時価のあるものはありません。

その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

株式 171,065 184,677 13,612

合計 171,065 184,677 13,612

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成

19年９月30日）及び前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

中間期末（期末）残高がないため、該当事項はありません。

（持分法損益等）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 591円37銭

１株当たり中間純損失

金額
37円91銭

１株当たり純資産額 334円48銭

１株当たり中間純損失

金額
92円55銭

１株当たり純資産額 428円09銭

１株当たり当期純損失

金額
189円71銭

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、１株当たり中

間純損失が計上されており、また、潜

在株式が存在しないため記載しており

ません。

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、１株当たり当

期純損失が計上されており、また、潜

在株式が存在しないため記載しており

ません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純損失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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純利益又は中間純損失（△）（千

円）
△443,911 △1,083,228 △2,221,037

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る当期純利益金額又は中

間純損失金額（△）（千円）
△443,911 △1,083,228 △2,221,037

期中平均株式数（株） 11,708,797 11,704,571 11,707,675

（重要な後発事象）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。
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