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（財）財務会計基準機構会員    

平成 20 年３月期 中間決算短信（非連結） 

 平成 19 年 11 月 16 日

上場会社名 株式会社ＪＥＵＧＩＡ 上場取引所  大証二部

コード番号 ９８２６ ＵＲＬ http://www.jeugia.co.jp/

代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）大幡 季生  

問合せ先責任者 （役職名）経理部長     （氏名）山根 篤 ＴＥＬ （075）255-1567 

半期報告書提出予定日 平成 19 年 12 月 20 日

（百万円未満切捨て）

１．平成 19 年９月期の業績（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）

 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９月中間期 5,549 △6.5 105 959.6 84 649.3 39 －

18 年９月中間期 5,937 △4.8 9 △58.8 11 12.9 △ 122 －

19 年３月期 12,081 － 151 － 136 － △ 191 －

 

 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 4 79 － －

 

18 年９月中間期 △14 79 － －

19 年３月期 △23 22 － －

（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 7,166 2,620 36.6 317 66

18 年９月中間期 7,500 2,705 36.1 327 84

19 年３月期 7,635 2,635 34.5 319 46

（参考）自己資本 19年９月中間期 2,620百万円 18年９月中間期 2,705百万円 19 年３月期 2,635 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 198 133 △ 416 911

18 年９月中間期 73 △  87 △  37 824

19 年３月期 492 △  202 △ 168 995

 

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 － － 5 00 5 00

20 年３月期（実績） － － 

20 年３月期（予想）  5 00
5 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）

 
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 11,300 △ 6.5 200 32.0 170 24.3 60 － 7 27
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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         有 

  [（注）詳細は、16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」をご覧下さい。] 

 

（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 8,272,500 株 18 年９月中間期 8,272,500 株 19 年３月期 8,272,500 株

② 期末自己株式数 19 年９月中間期 23,279 株 18 年９月中間期 20,110 株 19 年３月期 21,210 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、22 ページ「1株当たり情報」をご

覧ください。 

 

(注） 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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因

に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大き

く異なる結果となる可能性があります。 

   また、本日、通期業績予想について修正をいたしております。詳細は添付資料の３～４ページ及び、別

途開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

当中間会計期間のわが国経済は、原材料価格の高騰や米国経済の減速懸念といった不安要素はあるも

のの、堅調な企業業績を背景に設備投資は増加し、雇用情勢の改善にも拡がりが見られるなど景気は緩

やかな回復基調で推移いたしました。 

当社を取り巻く状況は、団塊世代を中心に大人マーケットが拡大する一方、インターネット通販、音

楽配信等の影響によるＡＶソフト市場の縮小傾向が続くなど引き続き厳しい経営環境でありました。 

このような状況下で、当社は大人の趣味需要を中心とした楽器部門の強化と、カルチャー事業の拡大

を進めるとともに、ＡＶソフト店舗の見直しを行って事業構造の再構築に取り組んでまいりました。 

ＡＶソフトは店舗の閉鎖に伴う滞留商品の整理を行って大幅な在庫削減を進めながら、既存店舗では

常に新しい商品提案と、旧譜を中心とした定番（定盤）商品の品揃えに注力してまいりました。特に堅

調なクラシックやジャズのコーナーを充実させ、接客の質の向上に努めて大人世代に対応した店舗への

変化を図ってまいりました。 

教室はカルチャー事業の拡大を計画的に進め、京都府、大阪府、千葉県の大型ショッピングセンター

内に４ヶ所のカルチャーセンターを新設いたしました。また既存のカルチャーセンターも順調に会員数

が増加して２万７千名を擁し、音楽教室を加えて４万５千名の会員・生徒数となりました。 

楽器は大阪･梅田の店舗をリニューアルして弦楽器、楽譜の品揃えを強化し、営業エリア拡大への施

策をさらに進めました。また専門店としての商品知識、接客、サービスの向上を目指して社員・スタッ

フ研修を継続的に実施し、顧客の信頼をより深めることに努めてまいりました。一方、顧客参加型イベ

ントを積極的に開催して顧客の演奏やバンド活動を支援するなど、需要創造、集客促進を図りました。 

部門別の売上高の状況は、ＡＶソフトは一部の店舗で減収傾向に鈍化が見られたものの、前期に７店

舗閉鎖した影響により19億75百万円（前年同期比18.6％減）となりました。教室はカルチャーセンター

の多店化による新店効果や新規の講座などによる大幅な伸長に加え、音楽教室も大人の会員が増加して

18億３百万円（同7.9％増）となりました。楽器はグランドピアノや管楽器、弦楽器が順調に推移しま

したが、ギター関連が落ち込んで17億７百万円（同3.7％減）となりました。 

この結果、当中間会計期間の売上高は55億49百万円（前年同期比6.5％減）となりました。利益面で

はＡＶソフトの滞留商品の削減による売上原価の低減や、教室部門の売上構成比が引き続き上昇したこ

とで粗利益率が1.9ポイント改善され、さらに前期に不採算店舗の閉鎖を行ったことにより諸経費の削

減が進んで、営業利益は１億５百万円（同959.6％増）、経常利益は84百万円（同649.3％増）、中間純

利益は39百万円（前年同期は中間純損失１億22百万円）となりました。 

 

（部門別売上の状況）  

    当中間会計期間における売上実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 

部門 金額（百万円） 構成比（％） 対前期増減率（％）

ＡＶソフト 1,975 35.6 △ 18.6 

教室 1,803 32.5 7.9 

楽器 1,707 30.8 △ 3.7 

その他 62 1.1 △ 6.1 

合計 5,549 100.0 △ 6.5 

（ＡＶソフト）  ＣＤ、ＤＶＤ等の販売を行っております。 

（教 室）    音楽教室、カルチャー教室の事業を行っております。 

（楽 器）    ピアノ、管楽器、弦楽器、その他の楽器、楽譜等の販売を行っております。 

また、楽器の調律、修理等を行っております。               
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通期の見通しにつきましては、米国経済や原油価格の動向など懸念材料があるものの、引き続き内

需に支えられた景気回復が続き、個人消費も堅調に推移することが見込まれます。 

このような経営環境の中で、10月には京都の四条通にＡＶソフト店を、２年間の仮店舗から移転

オープンさせ、大人世代のためのＣＤショップとして好評を博しております。またカルチャーセン

ターを岐阜県、新潟県、埼玉県に相次いで３店オープンさせ、当期中にさらに２店を新設して、当初

の計画通り40店の開設へ向けた準備を進めております。楽器は店舗でのイベントを活発に行って集客

拡大、リピート化を目指してまいります。 

通期の業績につきましては、売上高は113億円（前期比6.5％減）、営業利益は２億円（同32.0％

増）、経常利益は１億70百万円（同24.3％増）、当期純利益は60百万円（前期は当期純損失１億91百

万円）それぞれ予想しております。 

 

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産に関する分析 

当中間会計期間の財政状態につきましては、総資産は71億66百万円（前事業年度末比6.1％減）とな

りました。流動資産が３億52百万円、固定資産が１億16百万円それぞれ減少いたしました。負債合計

は45億45百万円（同9.1％減）となりました。流動負債が１億20百万円、固定負債は３億33百万円そ

れぞれ減少いたしました。純資産は26億20百万円（同0.6％減）となりました。 

流動資産の主な減少は、現金及び預金が１億26百万円、売掛金が１億７百万円それぞれ減少いたし

ました。 

固定資産の主な減少は、投資有価証券が１億22百万円減少いたしました。 

負債合計の主な減少は、流動負債では買掛金が１億28百万円、固定負債では長期借入金が３億30百

万円それぞれ減少いたしました。 

 

② キャッシュ・フローの状況に関する分析 

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、前事業年度末に比べ84百

万円減少し（前事業年度末比8.5％減）、当中間会計期間末残高は、９億11百万円となりました。 

当中間会計期間末における各キャッシュ・フローの状況と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） 

営業活動の結果得られた資金は１億98百万円となりました。（前年同期比170.0％増） 

これは主に、税引前当期純利益92百万円に加え、売上債権の減少額、その他流動資産の減少額がそ

れぞれ１億６百万円、１億２百万円、仕入債務の減少額が１億17百万円にな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１億33百万円となりました。（前年同期は87百万円の使用） 

これは主に、投資有価証券の売却による収入が１億２百万円にな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４億16百万円となりました。（前年同期は37百万円の使用） 

これは主に、長期借入金の返済による支出が３億83百万円になったことによるものであります。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成16年 

３月期 

平成17年 

３月期 

平成18年 

３月期 

平成19年 

３月期 

平成19年９月 

中間期 

自己資本比率（％） 37.0 37.5 37.0 34.5 36.6

時価ベースの自己資本比率（％） 19.1 23.9 24.2 18.5 18.0

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（年） 
9.8 － 8.5 6.4 7.0

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ（倍） 
5.6 － 8.2 8.7 7.2

 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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー 

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしております。） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：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。 

（注２） キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によ

るキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

（注３） 有利子負債は、貸借対照表（中間貸借対照表）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。 

（注４） 平成17年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率、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・フローがマイナスのため、記載しておりません。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社の利益配分についての考え方は、株主への利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付

け、また経営環境や業績動向を勘案し、長期安定的に配当を維持、継続していくことを基本として

おります。当期につきましては、１株当たり年間５円を予定しております。 

また、内部留保資金につきましては、強固な財務体質の確立と経営基盤の強化安定を図るべく充

実に努め、長期的展望に立った業容の拡大と経営体質の改善に活用してまいります。 

 

 

２．企業集団の状況 

 

当社は子会社及び関連会社がないため、記載すべき該当事項はありません。  

 

３．経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針（２）目標とする経営指標（３）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月17日開示）により開示を行った内容から重要な変更

がないため開示を省略しております。 

当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.jeugia.co.jp/ 
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４ 中間財務諸表等 

（１）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 
（平成18年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 ※２ 972,597  1,069,608  1,195,998 

２．受取手形  －  －  2,100 

３．売掛金  242,332  237,769  345,060 

４．商品  1,560,247  1,358,656  1,369,118 

５．その他  621,977  566,854  672,368 

６．貸倒引当金  △ 870  △ 1,340  △ 900 

流動資産合計   3,396,285 45.3 3,231,548 45.1 △164,736  3,583,745 46.9

Ⅱ 固定資産      

１ 有形固定資産 ※１     

（１）建物 ※２ 1,156,582  1,097,648  1,117,976 

（２）器具備品  71,421  78,570  63,057 

（３）土地 ※２ 778,049  777,494  778,049 

（４）その他  8,632  7,389  8,009 

有形固定資産合計  2,014,686  1,961,102  1,967,092 

２ 無形固定資産      

（１）電話加入権  18,113  18,113  18,113 

（２）ソフトウェア  16,128  17,767  18,519 

無形固定資産合計  34,241  35,880  36,632 

３ 投資その他の資産      

（１）投資有価証券 ※２ 775,124  672,562  795,024 

（２）保証金 ※２ 958,942  892,569  875,165 

（３）長期性預金  120,000  120,000  120,000 

（４）その他  254,100  302,121  309,263 

（５）貸倒引当金  △ 52,900  △ 49,400  △ 51,500 

投資その他の資産
合計 

 2,055,267  1,937,853  2,047,952 

固定資産合計   4,104,195 54.7 3,934,835 54.9 △169,359  4,051,678 53.1

資産合計   7,500,480 100.0 7,166,384 100.0 △334,095  7,635,423 100.0
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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
（％）

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．支払手形  71,745  90,984  80,512 

２．買掛金  691,252  656,868  785,288 

３．短期借入金 ※２ 894,000  640,000  632,000 

４．一年以内返済予
定長期借入金 

※２ 773,219  769,538  822,994 

５．未払金  150,534  157,385  130,539 

６．未払法人税等  26,205  60,625  55,683 

７．賞与引当金  64,000  70,000  60,000 

８．その他 ※３ 356,963  394,608  393,238 

流動負債合計   3,027,920 40.4 2,840,010 39.6 △187,910  2,960,256 38.8

Ⅱ 固定負債      

１．長期借入金 ※２ 1,597,103  1,347,650  1,677,790 

２．退職給付引当金  151,003  129,665  138,945 

３．役員退職慰労引
当金 

 －  224,400  218,300 

４．その他  18,958  4,200  4,200 

固定負債合計   1,767,064 23.5 1,705,915 23.8 △61,149  2,039,235 26.7

負債合計   4,794,985 63.9 4,545,925 63.4 △249,059  4,999,491 65.5

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１ 資本金   957,000 12.8 957,000 13.4 －  957,000 12.5

２ 資本剰余金      

（１）資本準備金  985,352  985,352  985,352 

資本剰余金合計   985,352 13.1 985,352 13.7 －  985,352 12.9

３ 利益剰余金      

（１）利益準備金  158,300  158,300  158,300 

（２）その他利益 
剰余金 

     

 

固定資産圧縮 

積立金 
 22,707  21,413  22,041 

 別途積立金  350,000  150,000  350,000 

 繰越利益剰余金  △ 16,854  113,154  △ 85,707 

 利益剰余金合計   514,152 6.8 442,867 6.2 △71,285  444,633 5.8

４ 自己株式   △ 3,340 △0.0 △ 3,886 △0.1 △546  △ 3,544 △0.0

株主資本合計   2,453,164 32.7 2,381,333 33.2 △71,831  2,383,441 31.2



㈱ＪＥＵＧＩＡ（9826）平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

  

 

 

8

  
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
（％）

Ⅱ 評価・換算差 
額等 

     

１ その他有価証 
券評価差額金 

  252,330 3.4 239,125 3.4 △13,205  252,490 3.3

評価・換算差額 
等合計 

  252,330 3.4 239,125 3.4 △13,205  252,490 3.3

純資産合計   2,705,495 36.1 2,620,459 36.6 △85,036  2,635,931 34.5

負債及び 
純資産合計 

  7,500,480 100.0 7,166,384 100.0 △334,095  7,635,423 100.0
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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   5,937,693 100.0 5,549,219 100.0 △388,474  12,081,384 100.0

Ⅱ 売上原価   3,951,768 66.6 3,587,016 64.6 △364,751  7,996,074 66.2

売上総利益   1,985,925 33.4 1,962,203 35.4 △23,722  4,085,309 33.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,976,012 33.3 1,857,170 33.5 △118,842  3,933,738 32.5

営業利益   9,912 0.1 105,032 1.9 95,119  151,571 1.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  28,032 0.5 13,302 0.2 △14,730  43,393 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  26,612 0.4 33,415 0.6 6,803  58,164 0.5

経常利益   11,333 0.2 84,919 1.5 73,586  136,800 1.1

Ⅵ 特別利益 ※３  2,677 0.1 10,742 0.2 8,065  4,798 0.1

Ⅶ 特別損失 
※４ 

※５ 
 194,498 3.3 3,082 0.0 △191,415  410,597 3.4

 

税引前中間(当期)純利益 

（△純損失） 
  △ 180,487 △3.0 92,579 1.7 273,066  △268,998 △2.2

 法人税、住民税及び事業税  17,236  49,832  62,669 

 法人税等調整額 ※６ △75,658 △ 58,421 △1.0 3,256 53,088 1.0 111,510 △140,083 △77,414 △0.6

 

中間（当期）純利益 

（△純損失） 
  △ 122,065 △2.0 39,490 0.7 161,556  △191,584 △1.6
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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４月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 
評価・換算

差額等 

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 

利益 

準備金 
固定資産 

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益 

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

平成18年３月31日残高（千円） 957,000 985,352 158,300 24,786 450,000 44,402 △2,990 2,616,850 294,655

中間会計期間中の変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩（前

期分）（注） 
 △ 1,412 1,412  －

固定資産圧縮積立金の取崩（当

期分） 
 △ 666 666  －

別途積立金の取崩（注）  △ 100,000 100,000  －

剰余金の配当（注）  △ 41,270  △ 41,270

中間純損失  △ 122,065  △ 122,065

自己株式の取得  △ 350 △ 350

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
  △ 42,324

中間会計期間中の変動額合計

（千円） 
－ － － △ 2,078 △ 100,000 △ 61,257 △ 350 △ 163,686 △ 42,324

平成18年９月30日残高（千円） 957,000 985,352 158,300 22,707 350,000 △ 16,854 △3,340 2,453,164 252,330

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

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） 

株主資本 
評価・換算

差額等 

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 

利益 

準備金 
固定資産 

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益 

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

平成19年３月31日残高（千円） 957,000 985,352 158,300 22,041 350,000 △ 85,707 △3,544 2,383,441 252,490

中間会計期間中の変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩  △ 628 628  －

別途積立金の取崩  △ 200,000 200,000  －

剰余金の配当  △ 41,256  △ 41,256

中間純利益  39,490  39,490

自己株式の取得  △ 341 △ 341

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
  △ 13,364

中間会計期間中の変動額合計

（千円） 
－ － － △ 628 △ 200,000 198,862 △ 341 △ 2,107 △ 13,364

平成19年９月30日残高（千円） 957,000 985,352 158,300 21,413 150,000 113,154 △3,886 2,381,333 239,125
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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４月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 
評価・換算

差額等 

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 

利益 

準備金 
固定資産 

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益 

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

平成18年３月31日残高（千円） 957,000 985,352 158,300 24,786 450,000 44,402 △2,990 2,616,850 294,655

事業年度中の変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩（前

期分）（注） 
 △ 1,412 1,412  －

固定資産圧縮積立金の取崩（当

期分） 
 △ 1,332 1,332  －

別途積立金の取崩（注）  △ 100,000 100,000  －

剰余金の配当（注）  △ 41,270  △ 41,270

当期純損失  △ 191,584  △ 191,584

自己株式の取得  △ 554 △ 554

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 
  △ 42,164

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
－ － － △ 2,745 △ 100,000 △ 130,110 △ 554 △ 233,409 △ 42,164

平成19年３月31日残高（千円） 957,000 985,352 158,300 22,041 350,000 △ 85,707 △3,544 2,383,441 252,490

（注）平成18年６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）純利益（△純損失）  △ 180,487 92,579  △ 268,998 

減価償却費  77,066 76,799  160,443 

減損損失  16,891 796  16,891 

退職給付引当金の増加額（△減少）  11,222 △  9,280  △    834 

役員退職慰労引当金の増加額  － 6,100  218,300 

賞与引当金の増加額（△減少）  － 10,000  △   7,000 

支払利息  26,111 31,275  56,584 

固定資産除却損  829 552  1,356 

売上債権の減少額（△増加）  67,510 106,815  △  37,317 

たな卸資産の減少額  228,849 10,462  419,978 

その他流動資産の減少額（△増加）  25,029 102,486  △   6,837 

保証金の減少額（△増加）  462 △ 17,404  63,606 

仕入債務の増加額（△減少）  △ 100,192 △ 117,947  2,608 

その他流動負債の増加額（△減少）  1,325 △   85  14,831 

その他  △ 39,300 △ 28,863  △  31,627 

小計  135,319 264,285 128,966 601,986 

利息及び配当金の受取額  6,324 6,892  9,513 

利息の支払額  △ 26,076 △ 27,475  △  60,551 

法人税等の支払額  △ 41,871 △ 44,732  △  58,457 

営業活動によるキャッシュ・フロー  73,695 198,970 125,274 492,491 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金の預入による支出  △  42,000 △  42,000  △   93,601 

定期預金の払戻による収入  84,000 84,000  84,000 

有形固定資産の取得による支出  △ 126,056 △ 30,516  △  164,300 

有形固定資産の売却による収入  1,664 9,244  3,384 

投資有価証券の売却による収入  － 102,000  3,358 

その他  △  4,987 10,887  △  35,475 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 87,379 133,616 220,995 △  202,633 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増加額（△減少）  16,000 8,000  △  246,000 

長期借入れによる収入  400,000 －  1,000,000 

長期借入金の返済による支出  △ 411,489 △ 383,596  △  881,027 

配当金の支払額  △ 41,270 △  41,038  △   41,270 

その他  △    350 △    341  △     554 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △ 37,109 △ 416,976 △379,866 △  168,852 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
（△減少） 

 △ 50,793 △  84,390 △33,596 121,006 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  874,987 995,993 121,006 874,987 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 
（期末）残高 

 824,193 911,603 87,409 995,993 
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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．固定資産の減価

償却の方法 

(1）有形固定資産 

定率法 

主な耐用年数 

建物及び構築物 ５～39年

車両運搬具及び器具備品 

４～８年

(1) 有形固定資産 

定率法 

主な耐用年数 

建物及び構築物 ５～39年

器具備品    ５～８年

(1) 有形固定資産 

同左 

 （会計方針の変更） 

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。 

これにより営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益

は、それぞれ839千円減少し

ております。 

 

 （追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得し

た資産については、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。 

これにより営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益

は、それぞれ3,771千円減少

しております。 

 

 (2) 無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間(５年)

に基づいております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

  

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

定額法 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 
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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） 

２．引当金の計上基

準 

(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支

給に備えるため、支給見込

額に基づき計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (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 

同左 

(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。 
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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） 

 (4) 役員退職慰労引当金 

────── 

(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

規程に基づく中間期末要支給

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

労金規程に基づく期末要支

給額を計上しております。 

   （会計方針の変更） 

役員退職慰労金につきまし

ては、従来、支出時の費用と

して処理しておりましたが、

当事業年度より、改正後の

「租税特別措置法上の準備金

及び特別法上の引当金又は準

備金並びに役員退職慰労引当

金等に関する監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会監

査・保証実務委員会報告第42

号）を早期適用し、役員退職

慰労金規程に基づく期末要支

給額を役員退職慰労引当金と

して計上することといたしま

した。 

この変更により、当事業

年度の発生額16,520千円は

販売費及び一般管理費に、

過年度対応額201,780千円は

特別損失に計上しておりま

す。 

この結果、従来の方法に

比較して、営業利益及び経

常利益はそれぞれ16,520千

円減少し、税引前当期純損

失及び当期純損失は218,300

千円、129,888千円それぞれ

増加しております。 

なお、この変更は下半期に

行われたため、当中間会計期

間は従来の方法によっており

ます。従って、当中間会計期

間は変更後の方法によった場

合に比べ、営業利益及び経常

利益はそれぞれ8,260千円多

く、税引前中間純損失及び中

間純損失は210,040千円、

124,973千円それぞれ少なく

計上されております。 

なお、上記固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準以外は、最近の半期報告書（平成18年12月20日提出）

における記載から重要な変更がないため開示を省略します。 
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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） 

 

（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2,705,495千円であります。 

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2,635,931千円であります。

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。 

 

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） 

 ──────  （中間キャッシュ・フロー計算書） 

１． 営業活動によるキャッシュ・フローの「賞与引

当金の増加額」は、前中間会計期間は「その他」

に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が

増したため区分掲記しております。 

    なお、前中間会計期間の「その他」に含まれて

いる「賞与引当金の減少額」は3,000千円でありま

す。 

２． 投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有

価証券の売却による収入」は、前中間会計期間は

「その他」に含めて表示しておりましたが、金額

的重要性が増したため区分掲記しております。 

    なお、前中間会計期間の「その他」に含まれて

いる「投資有価証券の売却による収入」は3,358千

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 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

（千円） （千円） （千円）

2,600,632 2,702,931 2,662,820 

※２．このうち担保に供している資

産は、下記のとおりでありま

す。 

※２．このうち担保に供している資

産は、下記のとおりでありま

す。 

※２．このうち担保に供している資

産は、下記のとおりでありま

す。 

(1)担保提供資産     （千円） (1)担保提供資産     （千円） (1)担保提供資産     （千円）
  
預金 111,404

建物 764,897

土地 748,306

投資有価証券 106,006

保証金 168,986

計 1,899,599
  

  
預金 121,005

建物 716,191

土地 748,306

投資有価証券 75,444

保証金 159,385

計 1,820,331
  

  
預金 121,005

建物 737,373

土地 748,306

投資有価証券 86,679

保証金 159,385

計 1,852,748
  

(2）上記に対応する債務  （千円） (2）上記に対応する債務  （千円） (2）上記に対応する債務  （千円）
  
短期借入金 894,000

一年以内返済予定
長期借入金 

773,219

長期借入金 1,497,103

計 3,164,322
  

  
短期借入金 640,000

一年以内返済予定
長期借入金 

669,538

長期借入金 1,347,650

計 2,657,188
  

  
短期借入金 632,000

一年以内返済予定
長期借入金 

722,994

長期借入金 1,677,790

計 3,032,784
  

※３．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ流動負債の「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．  ────── 

 

（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 

（千円） （千円） （千円）
  

受取手数料 15,357

受取配当金 5,658

受取協賛金 2,650
  

  
受取配当金 5,821

受取手数料 4,171
  

  
受取手数料 23,558

受取配当金 8,002

受取協賛金 4,104
  

※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 

（千円） （千円） （千円）
  

支払利息 26,111
  

  
支払利息 31,275

  

  
支払利息 56,584

  
※３．特別利益の主要項目 （千円） ※３．特別利益の主要項目 （千円） ※３．特別利益の主要項目 （千円）
  

投資有価証券売却益 1,991

器具備品売却益 685
 

  
土地売却益 4,445

器具備品売却益 2,085

投資有価証券売却益 2,000
 

  
器具備品売却益 2,111

投資有価証券売却益 1,991
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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） 

※４．特別損失の主要項目 （千円） ※４．特別損失の主要項目 （千円） ※４．特別損失の主要項目 （千円）
  

商品評価損 176,777

減損損失 16,891
 

  
────── 

  
過年度役員退職慰労

引当金繰入額 
201,780

商品評価損 176,777

減損損失 16,891
  

※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。 
場所 用途 種類 

京都府 店舗 建物、器具備品 

滋賀県 店舗 
建物、器具備品、

リース資産 

大阪府 店舗 建物 

兵庫県 店舗 建物、器具備品 

奈良県 店舗 
建物、器具備品、

リース資産 

当社は、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位として店舗、教室を

単位としてグルーピングしておりま

す。 

営業活動から生じる損益が継続し

てマイナスで、資産グループの固定

資産簿価を全額回収できる可能性が

低いとした店舗、教室について、当

該資産グループの帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（16,891千円）として特別損

失に計上しております。その内訳

は、以下の通りであります。 

内訳 金額（千円） 

建物 7,406 

器具備品 865 

リース資産 8,619 

計 16,891 

なお、当該資産グループの回収可

能価額は使用価値により測定してお

り、将来キャッシュ・フローを

5.0％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

失を計上しました。 
場所 用途 種類 

京都府 店舗 建物、器具備品 

当社は、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位として店舗、教室を

単位としてグルーピングしておりま

す。 

営業活動から生じる損益が継続し

てマイナスで、資産グループの固定

資産簿価を全額回収できる可能性が

低いとした店舗、教室について、当

該資産グループの帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（796千円）として特別損失

に計上しております。その内訳は、

以下の通りであります。 

内訳 金額（千円） 

建物 710 

器具備品 85 

計 796 

なお、当該資産グループの回収可
能価額は使用価値により測定してお
り、将来キャッシュ・フローを
5.0％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

計上しました。 
場所 用途 種類 

京都府 店舗 建物、器具備品 

滋賀県 店舗 
建物、器具備品、

リース資産 

大阪府 店舗 建物 

兵庫県 店舗 建物、器具備品 

奈良県 店舗 
建物、器具備品、 

リース資産 

当社は、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位として店舗、教室を

単位としてグルーピングしておりま

す。 

営業活動から生じる損益が継続し

てマイナスで、資産グループの固定

資産簿価を全額回収できる可能性が

低いとした店舗、教室について、当

該資産グループの帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（16,891千円）として特別損

失に計上しております。その内訳

は、以下の通りであります。 

内訳 金額（千円） 

建物 7,406 

器具備品 865 

リース資産 8,619 

計 16,891 

なお、当該資産グループの回収可

能価額は使用価値により測定してお

り、将来キャッシュ・フローを

5.0％で割り引いて算出しておりま

す。 

※６．法人税等調整額 

法人税等調整額は、当事業年度に

おいて予定している固定資産圧縮積

立金の取崩しを前提として、当中間

会計期間に係る金額を計算しており

ます。 

※６．法人税等調整額 

同左 

※６．  ────── 

 ７．減価償却実施額   （千円）  ７．減価償却実施額   （千円）  ７．減価償却実施額   （千円）
  

有形固定資産 71,604

無形固定資産 2,034
  

  
有形固定資産 70,279

無形固定資産 3,081
  

  
有形固定資産 148,831

無形固定資産 4,864
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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） 

１.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 8,272 － － 8,272

合計 8,272 － － 8,272

自己株式     

普通株式（注） 18 1 － 20

合計 18 1 － 20

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

 

２．配当に関する事項 

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６月29日

定時株主総会 
普通株式 41,270千円 ５円 平成18年３月31日 平成18年６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） 

１.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 8,272 － － 8,272

合計 8,272 － － 8,272

自己株式     

普通株式（注） 21 2 － 23

合計 21 2 － 23

（注）普通株式の自己株式の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

２．配当に関する事項 

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６月28日

定時株主総会 
普通株式 41,256千円 ５円 平成19年３月31日 平成19年６月29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.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 8,272 － － 8,272

合計 8,272 － － 8,272

自己株式     

普通株式（注） 18 2 － 21

合計 18 2 － 21

（注）普通株式の自己株式の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
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２．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６月29日

定時株主総会 
普通株式 41,270千円 ５円 平成18年３月31日 平成18年６月30日

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（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６月28日

定時株主総会 
普通株式 41,256千円 利益剰余金 ５円 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

（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） 

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 

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 

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18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

（千円） （千円） （千円）
  
現金及び預金 972,597

担保提供又は預入期
間３ヶ月超の定期預
金 

△ 148,404

現金及び現金同等物 824,193
  

  
現金及び預金 1,069,608

担保提供又は預入期
間３ヶ月超の定期預
金 

△ 158,005

現金及び現金同等物 911,603
  

  
現金及び預金 1,195,998

担保提供又は預入期
間３ヶ月超の定期預
金 

△ 200,005

現金及び現金同等物 995,993
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（有価証券関係） 

その他有価証券で時価のあるもの 

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） 

 

取得原価 
中間貸借対

照表計上額 
差額 取得原価

中間貸借対

照表計上額
差額 取得原価 

貸借対照表

計上額 
差額 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

株式 239,483 663,568 424,085 259,114 661,006 401,892 259,114 683,468 424,354

 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 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） 

 中間貸借対照表計上額 中間貸借対照表計上額 貸借対照表計上額 

（千円） （千円） （千円）

その他有価証券    

非上場株式 111,555 11,555 111,555

 

（リース取引関係）（デリバティブ取引関係）（ストックオプション等関係） 

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 

（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） 

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） 

該当事項はありません。 同左 同左 
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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 327.84円

１株当たり中間純利益

金額 

△ 14.79円

  

 

１株当たり純資産額 317.66円

１株当たり中間純利益

金額 

4.79円

  

 

１株当たり純資産額 319.46円

１株当たり当期純利益

金額 

△ 23.22円

  

なお、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額について

は、１株当たり中間純損失であ

り、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額について

は、１株当たり当期純損失であ

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）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（自 平成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）

中間（当期）純利益 

（△純損失）金額（千円） 
△ 122,065 39,490 △ 191,584 

普通株主に帰属しない 

金額（千円） 
－ － － 

普通株式に係る中間（当期）

純利益（△純損失） 

金額（千円） 
△ 122,065 39,490 △ 191,584 

期中平均株式数（株） 8,253,274 8,250,156 8,252,515 

 

（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） 

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） 

該当事項はありません。 同左 同左 

 

５．その他 

 

該当事項はありません。 

 

 

 




