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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第38期中間期より中間連結財務諸表を作成しておりますので、それ以前については記載しておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

また、第38期中間期においては、１株当たり中間純損失を計上しているため記載しておりません。 

４ 第39期中間期から連結子会社の（株）ＳＰＬは営業を停止し、清算の手続き中で重要性がないため、中間 

連結財務諸表は作成しておりません。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第37期中 第38期中 第39期中 第37期 第38期

会計期間

自 平成16年 
  ３月１日 
至 平成16年 
  ８月31日

自 平成17年
  ３月１日 
至 平成17年 
  ８月31日

自 平成18年
  ３月１日 
至 平成18年 
  ８月31日

自 平成16年 
  ３月１日 
至 平成17年 
  ２月28日

自 平成17年
  ３月１日 
至 平成18年 
  ２月28日

売上高 (千円) ― 7,335,348 ― 14,182,338 15,016,529

経常利益 (千円) ― 4,241 ― 157,235 182,590

中間純損失(△)又は 
当期純利益

(千円) ― △36,837 ― 39,977 15,146

純資産額 (千円) ― 1,292,540 ― 1,358,357 1,349,095

総資産額 (千円) ― 7,105,035 ― 6,907,956 7,109,770

１株当たり純資産額 (円) ― 255.81 ― 268.83 267.00

１株当たり中間純損失 
(△)又は当期純利益

(円) ― △7.29 ― 7.91 2.99

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 18.2 ― 19.7 19.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― △29,915 ― 250,274 298,579

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― △100,927 ― △190,987 △195,303

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― 217,098 ― △48,126 △98,504

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) ― 834,977 ― 748,609 753,381

従業員数 
(ほか、平均臨時 
雇用者数)

(名) ―
294

(682)
―

276

(666)

280

(707)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式がないため、潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は記載しておりません。 

また、第38期中間期においては、１株当たり中間純損失を計上しているため記載しておりません。 

３ 第37期及び第38期は連結財務諸表を作成しており、また第38期中間期は中間連結財務諸表を作成している 

ため、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・フロー及び現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高は記載しておりません。 

      ４ 純資産額の算定にあたり、平成18年８月中間期から「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 
          計基準適用指針第８号）を適用しております。   

  

回次 第37期中 第38期中 第39期中 第37期 第38期

会計期間

自 平成16年 
  ３月１日 
至 平成16年 
  ８月31日

自 平成17年
  ３月１日 
至 平成17年 
  ８月31日

自 平成18年
  ３月１日 
至 平成18年 
  ８月31日

自 平成16年 
  ３月１日 
至 平成17年 
  ２月28日

自 平成17年
  ３月１日 
至 平成18年 
  ２月28日

売上高 (千円) 6,853,863 7,333,964 7,753,080 14,182,106 15,015,191

経常利益 (千円) 46,742 16,606 171,027 168,770 200,080

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)

(千円) 4,144 △24,437 28,614 51,587 16,244

持分法を適用した場合の 
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 369,266 369,266 369,266 369,266 369,266

発行済株式総数 (株) 5,270,000 5,270,000 5,270,000 5,270,000 5,270,000

純資産額 (千円) 1,322,367 1,316,550 1,359,736 1,369,967 1,361,803

総資産額 (千円) 6,933,486 7,129,447 7,235,668 6,917,969 7,121,990

１株当たり純資産額 (円) 261.69 260.56 269.10 271.13 269.51

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間純損失 
(△)

(円) 0.82 △4.84 5.66 10.21 3.21

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 6.00 6.00

自己資本比率 (％) 19.1 18.5 18.8 19.8 19.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △112,868 ― 212,457 ― ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △122,310 ― △77,456 ― ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 211,362 ― △140,748 ― ―

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 715,042 ― 746,675 ― ―

従業員数 
(ほか、平均臨時 
雇用者数)

(名)
276

(646)

293

(680)

288

(738)

274

(665)

279

(705)



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、株式会社ＳＰＬは清算の手続き中で重要性がないため、連結子会社と 

 して扱っておりませんが、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に 

 重要な変更はありません。  

  

３ 【関係会社の状況】 

当社の連結子会社でありました株式会社ＳＰＬは、平成18年３月１日より営業を停止し平成18年 

 ５月24日開催の定時株主総会において清算を決議いたしました。 その後、平成18年９月23日に 

 清算が結了しております。 そのインターネット通販事業については、株式会社パスポートの新   

 規事業部が事業を引き継いでおります。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の従業員の状況 

平成18年８月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(2) 労働組合の状況 

 
  

従業員数(名) 288(738)

１ 名称 パスポートハッピーユニオン

２ 結成年月日 平成11年11月９日

３ 組合員数  801名 

なお、連結子会社である株式会社SPLは9月23日で清算しました。

４ 所属上部団体名 ゼンセン同盟流通部会

５ 労使関係 組合結成以来、円滑な労使関係を維持しており、特記すべき事項はありま

せん。



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、天候不順や原油高などの景気への悪影響が懸念されたもの

の、企業収益、個人消費ともに比較的順調に推移いたしました。株式市場では企業の敵対的買収の動き

が幅広い業界に拡がり、小売業におきましても総合スーパーや紳士服などの業種で企業の再編が大きな

話題となりました。 

 このような状況の中で、当社といたしましては新規出店物件を厳選し、安易な拡大路線を慎むことを

心がけつつも、Passportブランドで直営店7店舗を開設、3店舗で改装を実施し、1店舗をフランチャイ

ズに転換いたしました。この結果、当中間会計期間末の店舗数は、直営店152店舗、フランチャイズ店

21店舗となっております。 

 売上においては、パジャマやアウター衣料などが好調だったファッションファブリックが店頭の活性

化に寄与し、着実に売上を積み重ねることができました。費用の面では、メーカーとの共同開発商品を

中心に仕入原価率の低減が進んだほか、また物流コストなどを中心に販売費及び一般管理費の抑制に努

めました。なお、撤退した店舗設備の未償却残高などの退店関連処理費用を特別損失として計上したほ

か、当中間会計期間より固定資産の減損に係る会計基準を適用したため、減損損失を特別損失として新

たに計上しております。  

 これらの結果、当中間会計期間の売上高は7,753百万円（前年同期比5.7％増）、経常利益は171百万

円（同929.9％増）、中間純利益が28百万円（前年同期は中間純損失24百万円）となりました。  

  

(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、746百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当中間会計期間において営業活動の結果得た資金は212百万円となり、その主な収入要因は、減価償

却費181百万円、たな卸資産の減少額91百万円であり、支出要因は、売上債権の増加額154百万円、仕入

債務の減少額76百万円であります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は77百万円となり、その主な収入要因は、敷金

保証金等の返還による収入78百万円であり、支出要因は、敷金保証金等の差入による支出96百万円、有

形固定資産の取得による支出77百万円であります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は、140百万円となり、その主な収入要因は、

社債の発行による収入590百万円であり、支出要因は、社債の償還による支出375百万円、割賦債務の返

済による支出197百万円であります。 

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 部門別売上状況 

  

 
(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記各部門に含まれる品目は次のとおりであります。 

 
３ その他の売上には、フランチャイズ店への商品及び用度品の卸売上、ロイヤリティ等が含まれております。

  

(2) 部門別仕入状況 

  

 
(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記各部門に含まれる品目は次のとおりであります。 

 
３ その他の仕入には、フランチャイズ店への卸売上に係る商品等の仕入が含まれております。 

  

部門 売上高(千円) 前年同期比(％)

直営店売上

リビンググッズ 1,489,991 97.1

ダイニンググッズ 878,458 104.6

ライフファブリックス 3,681,966 109.7

バラエティグッズ 1,364,873 105.3

直営店売上 7,415,290 105.5

その他の売上 337,789 109.9

合計 7,753,080 105.7

リビンググッズ…………小家具、照明具、時計、造花、花瓶、写真立て、プランター等

ダイニンググッズ………和・洋食器、カトラリー、調味料入れ、キッチンツール等

ライフファブリックス…テーブルクロス、エプロン、パジャマ、タオル、ひざ掛け等

バラエティグッズ………バストイレタリー、ステーショナリー、ぬいぐるみ、ポプリ等

部門 仕入高(千円) 前年同期比(％)

直営店仕入

リビンググッズ 687,136 88.5

ダイニンググッズ 444,379 102.2

ライフファブリックス 1,865,754 109.6

バラエティグッズ 703,521 100.6

直営店仕入 3,700,791 102.5

その他の仕入 171,733 94.5

合計 3,872,524 101.9

リビンググッズ…………小家具、照明具、時計、造花、花瓶、写真立て、プランター等

ダイニンググッズ………和・洋食器、カトラリー、調味料入れ、キッチンツール等

ライフファブリックス…テーブルクロス、エプロン、パジャマ、タオル、ひざ掛け等

バラエティグッズ………バストイレタリー、ステーショナリー、ぬいぐるみ、ポプリ等



３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 前事業年度末(平成18年２月28日)現在において、実施中または計画中であった設備の新設、重要な拡

充等のうち、当中間会計期間に完成したのは次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 売場面積欄の( )は、賃借物件であります。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 当中間会計期間に新たに確定した設備の新設、重要な拡充等の計画はありません。 

  

事業所名 
(所在地)

区分 完成年月日 売場面積(㎡)
建物
(千円)

器具備品 
(千円)

投下資本合計
(千円)

伊奈ウニクス店 
(埼玉県北足立郡伊奈町)

新設 平成18年４月12日 (326.6) 19,002 5,631 24,634

千葉ＮＴイオン店 
(千葉県印西市）

新設 平成18年４月18日 (498.7) 41,836 12,927 54,763

守谷アクロスモール店 
(茨城県守谷市）

新設 平成18年４月20日 (193.2) 16,485 6,940 23,425

浦和美園イオン店 
(埼玉県さいたま市)

新設 平成18年４月21日 (186.7) 18,161 6,870 25,031

岐阜モレラ店 
(岐阜県本巣市)

新設 平成18年４月27日 (307.8) 24,783 9,598 34,382

柏イオン店 
(千葉県柏市)

新設 平成18年５月３日 (184.6) 21,427 6,950 28,377

ブルメール舞多聞店 
(兵庫県神戸市)

新設 平成18年７月25日 (122.0) 23,197 9,215 32,412

港北ニュータウン店 
(神奈川県横浜市)

改装 平成18年３月３日 ─ 11,849 4,515 16,365

新百合ヶ丘エルミロード店 
(神奈川県川崎市)

改装 平成18年４月28日 ─ 8,324 4,007 12,332

錦糸町テルミナ２店 
(東京都墨田区)

改装 平成18年６月２日 ─ 8,595 4,100 12,695

合    計 ─ ─ (1,819.6) 193,663 70,756 264,420



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 15,000,000

計 15,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年８月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年11月10日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 5,270,000 5,270,000
ジャスダック
証券取引所

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式

計 5,270,000 5,270,000 ― ―



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年８月31日現在 

 
(注) 上記のほか、ストックオプション制度により、当社が保有する自己株式が217千株(4.12％)あります。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成18年８月31日 ― 5,270,000 ― 369,266 ― 292,300

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社パスポートライフ 東京都杉並区和泉１―50―11 1,008 19.14

水 野   純 東京都江東区塩浜 673 12.78

水 野   玄 東京都杉並区和泉 249 4.73

トランスグローバル 
マーチャンダイズ株式会社

東京都江戸川区臨海町３―６―１ 160 3.03

水 野 睦 子 東京都杉並区和泉 155 2.95

鈴 木 忠 光 東京都品川区荏原 117 2.23

吉 村 政 雅 千葉県習志野市鷺沼 77 1.46

小 林   章 埼玉県東松山市松葉町 77 1.46

２１ＬＡＤＹ株式会社 東京都千代田区二番町５－５ 70 1.32

株式会社みずほ銀行 
(常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社)

東京都千代田区内幸町１－１－５
(東京都中央区晴海１－８－12)

60 1.13

計 ― 2,649 50.27



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年８月31日現在 

 
(注) １ 単元未満株式には当社所有の自己株式240株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年８月31日現在 

 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ─

議決権制限株式(その他) ― ― ─

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 217,000

―
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

5,040,000
5,040 同上

単元未満株式
普通株式

13,000
― 同上

発行済株式総数 5,270,000 ― ―

総株主の議決権 ― 5,040 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社パスポート

東京都品川区西五反田 
７－22－17

217,000 ─ 217,000 4.12

計 ― 217,000 ─ 217,000 4.12



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価はジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はあり 

 ません。 

  

月別 平成18年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

最高(円) 319 319 340 295 365 342

最低(円) 294 285 279 270 280 308



第５ 【経理の状況】 

１ 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年

大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間連結会計期間(平成17年３月１日から平成17年８月31日まで)は、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則

第３項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則を適用しております。 

  

２ 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成17年３月１日から平成17年８月31日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間(平成18年３月１日から平成18年８月31日まで)は、改正後の中間財務諸表等規

則に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間(平成17年３月１日から平成17年８月31日まで)は、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３

項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則を適用しております。 

  

３ 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年３月１日から平成17年

８月31日まで)の中間連結財務諸表並びに第38期中間会計期間(平成17年３月１日から平成17年８月31日ま

で)及び第39期中間会計期間(平成18年３月１日から平成18年８月31日まで)の中間財務諸表について、監

査法人トーマツの中間監査を受けております。 

  

４ 前事業年度まで連結子会社であった株式会社ＳＰＬは、平成18年３月１日より営業を停止し平成18年５

月24日開催の定時株主総会において清算を決議いたしました。 その後、平成18年９月23日に清算が結了

しております。 よって当中間会計期間においては重要性がないため、連結子会社として扱っておりませ

んので中間連結財務諸表は作成しておりません。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【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17年８月31日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年２月28日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 834,977 753,381

 ２ 受取手形及び売掛金 741,560 615,077

 ３ たな卸資産 1,402,706 1,602,465

 ４ 繰延税金資産 36,216 37,957

 ５ その他 141,907 91,423

   流動資産合計 3,157,368 44.4 3,100,305 43.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 ※２ 1,152,923 1,182,729

  (2) 器具備品 419,381 425,822

  (3) その他 ※２ 49,138 51,695

   有形固定資産合計 1,621,443 22.8 1,660,247 23.4

 ２ 無形固定資産 10,652 0.2 10,459 0.1

 ３ 投資その他の資産

  (1) 差入敷金保証金 ※２ 2,131,173 2,153,430

  (2) 繰延税金資産 68,611 67,530

  (3) その他 115,906 117,795

   貸倒引当金 △120 ─

   投資その他の資産合計 2,315,570 32.6 2,338,756 32.9

   固定資産合計 3,947,666 55.6 4,009,464 56.4

   資産合計 7,105,035 100.0 7,109,770 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年８月31日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年２月28日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 2,131,388 2,167,817

 ２ １年以内償還予定社債 550,000 550,000

 ３ 短期借入金 ※２ 105,000 258,000

 ４ １年以内返済予定 
   長期借入金

※２ 159,200 123,200

 ５ 未払法人税等 28,582 82,437

 ６ 賞与引当金 69,000
63,000 

 

 ７ その他 759,244
753,783 

 

   流動負債合計 3,802,415 53.5 3,998,239 56.2

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 1,150,000 975,000

 ２ 長期借入金 ※２ 110,950 52,850

 ３ 退職給付引当金 103,264 102,819

 ４ 役員退職慰労引当金 84,191 87,744

 ５ 長期未払金 540,474 523,021

 ６ その他 21,200 21,000

   固定負債合計 2,010,079 28.3 1,762,435 24.8

   負債合計 5,812,494 81.8 5,760,674 81.0

(資本の部)

Ⅰ 資本金 369,266 5.2 369,266 5.2

Ⅱ 資本剰余金 292,300 4.1 292,300 4.1

Ⅲ 利益剰余金 683,478 9.6 735,462 10.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金 7,711 0.1 12,282 0.2

Ⅴ 自己株式 △60,215 △0.8 △60,215 △0.8

   資本合計 1,292,540 18.2 1,349,095 19.0

   負債及び資本合計 7,105,035 100.0 7,109,770 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 7,335,348 100.0 15,016,529 100.0

Ⅱ 売上原価 3,835,629 52.3 7,741,872 51.6

   売上総利益 3,499,719 47.7 7,274,656 48.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 包装・運搬費 133,786 283,372

 ２ 給与手当 1,103,552 2,225,567

 ３ 賞与 30,771 127,866

 ４ 賞与引当金繰入額 69,000 63,000

 ５ 退職給付費用 14,590 23,763

 ６ 役員退職慰労引当金 
   繰入額

4,352 7,905

 ７ 地代家賃 1,237,622 2,531,108

 ８ 減価償却費 179,143 379,880

 ９ その他 699,444 3,472,263 47.3 1,413,737 7,056,202 47.0

   営業利益 27,456 0.4 218,454 1.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 4 5

 ２ 受取配当金 207 207

 ３ 破損商品等弁償金 750 5,980

 ４ 雑収入 633 1,596 0.0 1,433 7,626 0.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 3,543 7,517

 ２ 社債利息 5,944 11,578

 ３ 社債発行費 14,950 14,950

 ４ 雑損失 373 24,810 0.3 9,443 43,489 0.3

   経常利益 4,241 0.1 182,590 1.2

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※１ 25,880 65,939

 ２ 店舗等退去費用 6,031 31,912 0.5 24,489 90,429 0.6

   税金等調整前中間 
   純損失(△)又は 
   当期純利益

△27,670 △0.4 92,161 0.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

17,235 88,880

   法人税等調整額 △8,068 9,166 0.1 △11,865 77,014 0.5

   中間純損失(△) 
   又は当期純利益

△36,837 △0.5 15,146 0.1



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 292,300 292,300

Ⅱ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高

292,300 292,300

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 750,632 750,632

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 当期純利益 ― ― 15,146 15,146

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 30,316 30,316

 ２ 中間純損失 36,837 67,153 ─ 30,316

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高

683,478 735,462



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17年３月１日
至 平成17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17年３月１日
至 平成18年２月28日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純損失(△)又は 
   当期純利益

△27,670 92,161

 ２ 減価償却費 179,143 379,880

 ３ 貸倒引当金の減少額 ― △120

 ４ 賞与引当金の増加額 8,700 2,700

 ５ 退職給付引当金の増加額 8,924 8,479

 ６ 役員退職慰労引当金の増加額 4,352 7,905

 ７ 受取利息及び受取配当金 △212 △212

 ８ 支払利息及び社債利息 9,487 19,096

 ９ 社債発行費 14,950 14,950

 10 為替差損益(益：△) △113 0

 11 店舗等退去費用 6,031 24,489

 12 固定資産除却損 25,880 65,939

 13 売上債権の増減額(増加：△) △137,852 △11,370

 14 たな卸資産の増減額(増加：△) 37,679 △162,079

 15 仕入債務の減少額 △130,528 △94,098

 16 未払消費税等の増加額 10,392 17,447

 17 その他 33,125 33,734

    小計 42,290 398,902

 18 利息及び配当金の受取額 212 212

 19 利息の支払額 △6,673 △17,001

 20 法人税等の支払額 △65,744 △83,533

   営業活動によるキャッシュ・フロー △29,915 298,579

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 △91,643 △185,676

 ２ 敷金保証金等の差入による支出 △53,963 △142,241

 ３ 敷金保証金等の返還による収入 59,289 144,120

 ４ その他 △14,609 △11,506

   投資活動によるキャッシュ・フロー △100,927 △195,303

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の増減 △153,000 ─

 ２ 社債の発行による収入 785,050 785,050

 ３ 長期借入金の返済による支出 △106,040 △200,140

 ４ 社債の償還による支出 △95,000 △270,000

 ５ 割賦債務の返済による支出 △183,942 △383,284

 ６ 配当金の支払額 △29,969 △30,129

   財務活動によるキャッシュ・フロー 217,098 △98,504

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 113 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 86,368 4,771

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 748,609 748,609

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 834,977 753,381



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数   １社 

主要な連結子会社名 

 株式会社SPL 

 全ての子会社を連結の範囲に含め

ております。

同左

２ 連結子会社の(中間)決算日等

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。

連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。

３ 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

(イ)有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    中間決算日の市場価格等に

基づく時価法

    (評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)

(イ)有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    決算日の市場価格等に基づ

く時価法

    (評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)

(ロ)たな卸資産

  商品…売価還元法による原価法

(ロ)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

(イ)有形固定資産

  定率法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

   建物及び構築物

    …10年～27年

   器具備品

    …５年～８年

(イ)有形固定資産

同左

(ロ)無形固定資産

  ソフトウェア(自社利用分)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

(ロ)無形固定資産

同左

(ハ)長期前払費用

  定額法を採用しております。

(ハ)長期前払費用

同左



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

 (3) 重要な引当金の計上基準 (イ)貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)賞与引当金

  従業員の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。

(ロ)賞与引当金

同左

(ハ)退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計期間末における

退職給付債務の見込額に基づ

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。

(ハ)退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計期間末における

退職給付債務の見込額に基づき

計上しております。

(ニ)役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金支給規

程に基づく中間期末要支給額を

計上しております。

(ニ)役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金に備えるた

め、役員退職慰労金支給規程に

基づく期末要支給額を計上して

おります。

 (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

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 (イ)ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

(イ)ヘッジ会計の方法

同左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段

   …為替予約取引

  ヘッジ対象

   …商品輸入による外貨建仕入

債務及び外貨建予定取引

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左



次へ 

 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

(ハ)ヘッジ方針

  外貨建取引に係る将来の外国為

替相場変動リスクを回避し、外

貨建取引の円貨によるキャッシ

ュ・フローを固定化することを

目的として、原則として、同一

通貨により予定取引金額を上回

らない範囲内で行っておりま

す。

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ニ)ヘッジの有効性評価の方法

  外貨建の予定取引の範囲内で為

替予約を締結しており、為替予

約締結後の外国為替相場の変動

による対応関係が確保されるよ

うにしております。したがっ

て、当中間連結会計期間末に存

在する予定取引に係る為替予約

については、予定取引の実行可

能性が極めて高いと判断される

ものについて繰延ヘッジ処理を

行っております。

(ニ)ヘッジの有効性評価の方法

  外貨建の予定取引の範囲内で為

替予約を締結しており、為替予

約締結後の外国為替相場の変動

による対応関係が確保されるよ

うにしております。したがっ

て、当連結会計年度末に存在す

る予定取引に係る為替予約につ

いては、予定取引の実行可能性

が極めて高いと判断されるもの

について繰延ヘッジ処理を行っ

ております。

４ 中間連結キャッシュ・フロー

計算書(連結キャッシュ・フロ

ー計算書)における資金の範囲

中間連結キャッシュ・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。

連結キャッシュ・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。

５ その他中間連結財務諸表(連結

財務諸表)作成のための基本と

なる重要な事項

消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末
(平成17年８月31日)

前連結会計年度末
(平成18年２月28日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,910,128千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

2,023,596千円

※２ 担保提供資産及び対応債務

 (イ)担保に供している資産

建物及び構築物 68,023千円

土地 45,554

差入敷金保証金 774,015

計 887,592

※２ 担保提供資産及び対応債務

 (イ)担保に供している資産

建物及び構築物 65,730千円

土地 45,554

差入敷金保証金 669,102

計 780,386

 (ロ)上記に対応する債務

短期借入金 20,000千円

１年以内返済予定長期借入金 159,200

長期借入金 110,950

 (ロ)上記に対応する債務

短期借入金 100,000千円

１年以内返済予定長期借入金 123,200

長期借入金 52,850

前中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

※１ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 23,226千円

器具備品 2,653

計 25,880

※１ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 60,226千円

器具備品 5,713

計 65,939



次へ 

(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17年３月１日
至 平成17年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

 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の金額との関係

現金及び預金勘定 834,977千円

現金及び現金同等物 834,977

 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の金額との関係

現金及び預金勘定 753,381千円

現金及び現金同等物 753,381



前へ   次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日
至 平成18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

 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び中間期末残高相当額

有形固定 
資産 
器具備品 
(千円)

無形固定 
資産 
(千円)

合計 
(千円)

取得価額 
相当額

295,166 258,131 553,298

減価償却 
累計額 
相当額

142,653 83,109 225,763

中間期末 
残高 
相当額

152,513 175,021 327,534

  「有形固定資産器具備品」の主なものは、POSシス

テムであり、「無形固定資産」の主なものは、コ

ンピュータ・ソフトであります。

 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

有形固定
資産 
器具備品 
(千円)

無形固定 
資産 
(千円)

合計 
(千円)

取得価額
相当額

298,143 258,131 556,274

減価償却
累計額 
相当額

153,359 109,127 262,487

期末残高
相当額

144,784 149,003 293,787

  「有形固定資産器具備品」の主なものは、POSシス

テムであり、「無形固定資産」の主なものは、コ

ンピュータ・ソフトであります。

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 104,928千円

１年超 227,471

計 332,399

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 99,691千円

１年超 181,023

計 280,715

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 58,490千円

減価償却費相当額 55,459

支払利息相当額 3,487

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 115,938千円

減価償却費相当額 110,657

支払利息相当額 5,807

(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

(5) 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間(平成17年８月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

前連結会計年度(平成18年２月28日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

区分

前中間連結会計期間
(平成17年８月31日現在)

取得原価
(千円)

中間連結貸借対照表
計上額(千円)

差額 
(千円)

その他有価証券

 株式 6,157 19,158 13,001

区分

前連結会計年度
(平成18年２月28日現在)

取得原価
(千円)

連結貸借対照表
計上額(千円)

差額 
(千円)

その他有価証券

 株式 6,157 26,866 20,709



前へ 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(平成17年８月31日現在) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いて

おります。 

  

前連結会計年度(平成18年２月28日現在) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いて

おります。 

  



(セグメント情報) 

【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17年３月１日 至 平成17年８月31日) 

 当企業集団は、小売業のみを営んでおり、単一のセグメントであるため、事業の種類別セグメント情

報は記載しておりません。 

  

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

 当企業集団は、小売業のみを営んでおり、単一のセグメントであるため、事業の種類別セグメント情

報は記載しておりません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日) 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間純損失及び１株当たり当期純利益、潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基

礎 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

１株当たり純資産額 255円81銭 １株当たり純資産額 267円00銭

１株当たり中間純損失 ７円29銭 １株当たり当期純利益 2円99銭

(注) 潜在株式がなく、また１株当たり中間純損失を

計上しているため、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額につきましては、記載しており

ません。

(注) 潜在株式がないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額につきましては記載しており

ません。

前中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

中間純損失(△)及び当期純利益(千円) △36,837 15,146

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

普通株式に係わる中間純損失(△)及び 
当期純利益(千円)

△36,837 15,146

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,052 5,052



(重要な後発事象) 

  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第９回、10回、11回及び第12回無担保社債の発行につ

いて 

 平成18年３月13日の取締役会の決議に基づき、第９ 

 回から第12回無担保社債を下記概要のとおり発行し 

 ております。

社債の種類 第９回無担保社債 第10回無担保社債

社債総額 １億円 ２億円

利率 1.16％ 1.23％

発行年月日 平成18年３月23日 平成18年３月24日

償還方法

平成18年９月23日

を第１回償還日と

して、その後毎年

３月23日及び９月

23日に額面１千万

円を償還し、平成

23年３月23日に残

額を償還する。

平成18年９月24日

を第１回償還日と

して、その後毎年

３月24日及び９月

24日に額面２千万

円を償還し、平成

23年３月24日に残

額を償還する。

資金の使途 設備投資 設備投資

社債の種類 第11回無担保社債 第12回無担保社債

社債総額 １億円 ２億円

利率 1.12％ 1.00％

発行年月日 平成18年３月24日 平成18年３月24日

償還方法

平成18年９月24日

を第１回償還日と

して、その後毎年

３月24日及び９月

24日に額面１千万

円を償還し、平成

23年３月24日に残

額を償還する。

平成21年３月24日

に額面２億円を一

括償還する。

資金の使途 設備投資 設備投資



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成17年８月31日現在)

当中間会計期間末

(平成18年８月31日現在)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年２月28日現在)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 831,578 746,675 752,422

 ２ 受取手形 10,700 11,600 14,000

 ３ 売掛金 730,903 757,706 601,089

 ４ たな卸資産 1,402,706 1,511,351 1,602,465

 ５ 繰延税金資産 36,216 44,918 39,178

 ６ その他 141,557 95,138 96,282

   貸倒引当金 ― ― △3,000

   流動資産合計 3,153,662 44.2 3,167,390 43.8 3,102,438 43.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 ※２ 1,152,923 1,208,530 1,182,729

  (2) 器具備品 419,083 426,292 425,614

  (3) その他 ※２ 49,138 20,588 51,695

   有形固定資産合計 1,621,145 22.7 1,655,410 22.9 1,660,039 23.3

 ２ 無形固定資産

  (1) 電話加入権 10,356 9,689 10,356

  (2) その他 295 372 103

   無形固定資産合計 10,652 0.2 10,061 0.1 10,459 0.1

 ３ 投資その他の資産

  (1) 差入敷金保証金 ※２ 2,130,173 2,196,684 2,152,430

  (2) 繰延税金資産 68,611 90,991 79,737

  (3) その他 145,322 115,129 116,884

    貸倒引当金 △120 ― ―

   投資その他の 
   資産合計

2,343,987 32.9 2,402,805 33.2 2,349,053 33.0

   固定資産合計 3,975,784 55.8 4,068,278 56.2 4,019,552 56.4

   資産合計 7,129,447 100.0 7,235,668 100.0 7,121,990 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年８月31日現在)

当中間会計期間末

(平成18年８月31日現在)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年２月28日現在)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 1,611,966 1,589,597 1,694,332

 ２ 買掛金 519,597 501,972 473,485

 ３ １年以内償還予定 
   社債

550,000 430,000 550,000

 ４ 短期借入金 ※２ 105,000 194,000 258,000

 ５ １年以内返済予定 
   長期借入金

※２ 159,200 80,950 123,200

 ６ 未払金 101,463 100,413 87,443

 ７ １年以内支払予定 
   長期未払金

294,168 299,612 308,870

 ８ 未払法人税等 28,547 97,019 82,257

 ９ 賞与引当金 69,000 74,000 63,000

 10 その他 ※３ 363,873 390,137 357,162

   流動負債合計 3,802,817 53.3 3,757,702 51.9 3,997,752 56.1

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 1,150,000 1,320,000 975,000

 ２ 長期借入金 ※２ 110,950 30,000 52,850

 ３ 長期未払金 540,474 542,995 523,021

 ４ 退職給付引当金 103,264 112,936 102,819

 ５ 役員退職慰労引当金 84,191 91,296 87,744

 ６ 預り保証金 21,200 21,000 21,000

   固定負債合計 2,010,079 28.2 2,118,228 29.3 1,762,435 24.8

   負債合計 5,812,896 81.5 5,875,931 81.2 5,760,187 80.9

(資本の部)

Ⅰ 資本金 369,266 5.2 ― ― 369,266 5.2

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 292,300 ― 292,300

   資本剰余金合計 292,300 4.1 ― ― 292,300 4.1

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 31,220 ― 31,220

 ２ 任意積立金 638,000 ― 638,000

 ３ 中間(当期) 
   未処分利益

38,268 ― 78,950

   利益剰余金合計 707,488 9.9 ― ― 748,170 10.5

Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金

7,711 0.1 ― ― 12,282 0.2

Ⅴ 自己株式 △60,215 △0.8 ― ― △60,215 △0.9

   資本合計 1,316,550 18.5 ― ― 1,361,803 19.1

   負債及び資本合計 7,129,447 100.0 ― ― 7,121,990 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年８月31日現在)

当中間会計期間末

(平成18年８月31日現在)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年２月28日現在)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 369,266 ―

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 292,300 ―

   資本剰余金合計 ― 292,300 ―

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 31,220 ―

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 ― 638,000 ―

    繰越利益剰余金 ― 77,248 ―

   利益剰余金合計 ― 746,468 ―

 ４ 自己株式 ― △60,215 ―

   株主資本合計 ― ─ 1,347,818 18.6 ― ─

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

― 11,918 ―

   評価・換算差額等 
   合計

― ─ 11,918 0.2 ― ─

   純資産合計 ― ─ 1,359,736 18.8 ― ─

   負債純資産合計 ― ─ 7,235,668 100.0 ― ─



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

当中間会計期間

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 7,333,964 100.0 7,753,080 100.0 15,015,191 100.0

Ⅱ 売上原価 3,834,896 52.3 3,963,639 51.1 7,741,139 51.6

   売上総利益 3,499,068 47.7 3,789,441 48.9 7,274,051 48.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,459,230 47.2 3,602,399 46.5 7,035,317 46.8

   営業利益 39,837 0.5 187,041 2.4 238,734 1.6

Ⅳ 営業外収益 ※１ 1,579 0.0 5,852 0.1 7,815 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ 24,810 0.3 21,867 0.3 46,469 0.3

   経常利益 16,606 0.2 171,027 2.2 200,080 1.3

Ⅵ 特別損失 ※3・4 31,912 0.4 74,256 0.9 120,429 0.8

   税引前中間(当期) 
   純利益又は税引前 
   中間純損失(△)

△15,305 △0.2 96,771 1.3 79,651 0.5

   法人税、住民税及び 
   事業税

17,200 84,900 88,700

   法人税等調整額 △8,068 9,131 0.1 △16,743 68,156 0.9 △25,292 63,407 0.4

   中間(当期)純利益 
   又は中間純損失(△)

△24,437 △0.3 28,614 0.4 16,244 0.1

   前期繰越利益 62,706 ― 62,706

   中間(当期) 
   未処分利益

38,268 ― 78,950



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

  

 
  

 
  

 
（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。 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年２月28日残高(千円) 369,266 292,300 292,300

中間会計期間中の変動額

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

─ ─ ─

平成18年８月31日残高(千円) 369,266 292,300 292,300

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年２月28日残高(千円) 31,220 638,000 78,950 748,170 △60,215 1,349,520

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当           (注） △30,316 △30,316 △30,316

 中間純利益 28,614 28,614 28,614

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

─ ─ △1,702 △1,702 ─ △1,702

平成18年８月31日残高(千円) 31,220 638,000 77,248 746,468 △60,215 1,347,818

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日残高(千円) 12,282 12,282 1,361,803

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当     （注） △30,316

 中間純利益 28,614

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△364 △364 △364

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△364 △364 △2,066

平成18年８月31日残高(千円) 11,918 11,918 1,359,736



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
    （注）前中間会計期間及び前事業年度は中間連結財務諸表及び連結財務諸表を作成しており、中間 

       キャッシュ・フロー計算書及びキャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 

  

当中間会計期間

(自 平成18年３月１日

至 平成18年８月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益 96,771

減価償却費 181,652

減損損失 48,801

賞与引当金の増加額 11,000

退職給付引当金の増加額 10,117

役員退職慰労引当金の増加額 3,552

受取利息及び受取配当金 △546

支払利息及び社債利息 11,038

社債発行費 9,003

為替差損 0

店舗等退去費用 9,295

固定資産除却損 16,158

売上債権の増加額 △154,217

たな卸資産の減少額 91,114

仕入債務の減少額 △76,247

未払消費税等の減少額 △210

その他 33,526

    小計 290,810

利息及び配当金の受取額 546

利息の支払額 △8,760

法人税等の支払額 △70,138

   営業活動によるキャッシュ・フロー 212,457

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △77,195

有形固定資産の売却による収入 31,555

敷金保証金等の差入による支出 △96,259

敷金保証金等の返還による収入 78,212

その他 △13,769

   投資活動によるキャッシュ・フロー △77,456

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減 △64,000

社債の発行による収入 590,996

長期借入金の返済による支出 △65,100

社債の償還による支出 △375,000

割賦債務の返済による支出 △197,882

配当金の支払額 △29,762

   財務活動によるキャッシュ・フロー △140,748

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △5,747

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 752,422

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 746,675



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

前事業年度
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) たな卸資産

  商品………売価還元法

による原価

法

(1) たな卸資産

同左

(1) たな卸資産

同左

(2) 有価証券

 ① 子会社株式及び関連

会社株式

    移動平均法による

原価法

(2) 有価証券

 ①  ───

(2) 有価証券

 ① 子会社株式及び関連

会社株式

    移動平均法による

原価法

 ② その他有価証券

    時価のあるもの

     中間決算日の市

場価格等に基づ

く時価法(評価

差額は全部資本

直入法により処

理し、売却原価

は移動平均法に

より算定)

 ② 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)

 ② その他有価証券

    時価のあるもの

     決算日の市場価

格等に基づく時

価法(評価差額

は全部資本直入

法により処理

し、売却原価は

移動平均法によ

り算定)

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

  定率法を採用しており

ます。

  ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(建物附属設備を除

く。)については、定

額法を採用しておりま

す。

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。

   建物……10年～27年

   器具備品

…５年～８年

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

  ソフトウェア(自社利

用分)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

(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

  定額法を採用しており

ます

(3) 長期前払費用

同左

(3) 長期前払費用

同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

前事業年度
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  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。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員の賞与の支給に

備えて、賞与支給見込

額の当中間会計期間負

担額を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員賞与の支給に備

えるため、賞与支給見

込額に基づき計上して

おります。

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務の見込額に基づき、

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

務の見込額に基づき計

上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

給に備えるため、役員

退職慰労金支給規程に

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

同左

(4) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

給に備えるため、役員

退職慰労金支給規程に

基づく期末要支給額を

計上しております。

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 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっ

ております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

  ヘッジ手段

   …為替予約取引

  ヘッジ対象

   …商品輸入による外

貨建仕入債務及び

外貨建予定取引

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左



 
  

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目
前中間会計期間

(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

前事業年度
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

(3) ヘッジ方針

  外貨建取引に係る将来

の外国為替相場変動リ

スクを回避し、外貨建

取引の円貨によるキャ

ッシュ・フローを固定

化することを目的とし

て、原則として、同一

通貨により予定取引金

額を上回らない範囲内

で行っております。

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジの有効性評価の

方法

  外貨建の予定取引の範

囲内で為替予約を締結

しており、為替予約締

結後の外国為替相場の

変動による対応関係が

確保されるようにして

おります。したがっ

て、当中間会計期間末

に存在する予定取引に

係る為替予約について

は、予定取引の実行可

能性が極めて高いと判

断されるものについて

繰延ヘッジ処理を行っ

ております。

(4) ヘッジの有効性評価の

方法

同左

(4) ヘッジの有効性評価の

方法

  外貨建の予定取引の範

囲内で為替予約を締結

しており、為替予約締

結後の外国為替相場の

変動による対応関係が

確保されるようにして

おります。したがっ

て、当事業年度末に存

在する予定取引に係る

為替予約については、

予定取引の実行可能性

が極めて高いと判断さ

れるものについて繰延

ヘッジ処理を行ってお

ります。

６ 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

資金からなっております。

 

―――――

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

の基本となる重要

な事項

消費税等の会計処理につい

て

 消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。

消費税等の会計処理につい

て

同左

消費税等の会計処理につい

て

同左

前中間会計期間
(自 平成17年3月1日
至 平成17年8月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年3月1日
至 平成18年8月30日)

前事業年度
(自 平成17年3月1日
至 平成18年2月28日)

──── （固定資産の減損に係る会計基準） ────

  当中間会計期間から「固定資産
の減損に係る会計基準」（「固定資
産の減損に係る会計基準の設定に関
する意見書」（企業会計審議会 平
成14年８月９日））及び「固定資産
の減損に係る会計基準の適用指針」



 

（企業会計基準適用指針第６号 平
成15年10月31日）を適用しておりま
す。これにより税引前中間純利益は 
41,428千円減少しております。 
なお、減損損失累計額については、
改正後の中間財務諸表等規則に基づ
き各資産の金額から直接控除してお
ります。

（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」（企業会計基準第5号 平成
17年12月９日）及び「貸借対照表の
純資産の部の表示に関する会計基準
等の適用指針」（企業会計基準適用
指針第8号 平成17年12月９日）を
適用しております。 
従来の資本の部の合計に相当する金
額は1,359,736千円であります。 
 なお、中間財務諸表等規則の改正
により、当中間会計期間における中
間財務諸表は、改正後の中間財務諸
表等規則により作成しております。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成17年８月31日現在)

当中間会計期間末
(平成18年８月31日現在)

前事業年度末 
(平成18年２月28日現在)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,909,977千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

2,058,689千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 2,023,596千円

 

※２ 担保提供資産及び対応債務

  (イ)担保に供している資産

建物 68,023千円

土地 45,554

差入敷金 
保証金

774,015

計 887,592

  (ロ)上記に対応する債務

短期借入金 20,000千円

１年以内 
返済予定 
長期借入金

159,200

長期借入金 110,950

 

※２ 担保提供資産及び対応債務

  (イ)担保に供している資産

建物 63,602千円

土地 15,554

差入敷金
保証金

577,665

計 656,821

  (ロ)上記に対応する債務

１年以内
返済予定 
長期借入金

80,950千円

長期借入金 30,000

 

※２ 担保提供資産及び対応債務

  (イ)担保に供している資産

建物 65,730千円

土地 45,554

差入敷金
保証金

669,102

計 780,386

  (ロ)上記に対応する債務

短期借入金 100,000千円

１年以内
返済予定 
長期借入金

123,200

長期借入金 52,850

※３ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺の上、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 消費税等の取扱い

―――――



(中間損益計算書関係) 

  
前中間会計期間

(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

前事業年度
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

※１ 営業外収益の主な内訳

受取利息 3千円

受取配当金 207

破損商品等 

弁償金
750

※１ 営業外収益の主な内訳

受取利息 333千円

受取配当金 212

破損商品等 

弁償金
4,633

※１ 営業外収益の主な内訳

受取利息 212千円

受取配当金 207

破損商品等 

弁償金
5,980

 

※２ 営業外費用の主な内訳

支払利息 3,543千円

社債利息 5,944

社債発行費 14,950
 

※２ 営業外費用の主な内訳

支払利息 3,285千円

社債利息 7,753

社債発行費 9,003

※２ 営業外費用の主な内訳

支払利息 7,517千円

社債利息 11,578

社債発行費 14,950

為替差損 8,522

※３ 特別損失の主な内訳

固定資産除却損

 建物 23,226千円

 器具備品 2,653

 計 25,880

店舗等退去費用 6,031

※３ 特別損失の主な内訳

固定資産除却損

 建物 13,058千円

 器具備品 3,100

 計 16,158

店舗等退去費用 9,295

減損損失 48,801

※３ 特別損失の主な内訳

固定資産除却損

 建物 60,226千円

 器具備品 5,713

 計 65,939

店舗等退去費用 24,489

─────

 

※４ 減損損失

当中間会計期間において、

当社は以下のグループについて

減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

２店舗
(大阪府 
兵庫県)

店舗設備
建物及
び器具
備品

12,387

１店舗 

(東京都)
店舗設備

建物及
び器具
備品

6,414

静岡県 保養所等 土地等 30,000

計 48,801

─────

 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を基本

単位とし、保養所等は物件単位毎

にグルーピングしております。

店舗については、営業活動による

収益が継続して損失となる店舗を

保養所等不動産については、地価

が著しく下落した物件を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計上いた

しました。

なお、店舗に係る回収可能価額は

使用価値により算定しており、上

記の店舗について将来キャッシュ

フローに基づく使用価値がマイナ

スであるため回収可能額は零とし

て評価しております。 また、保



 
  

養所等については固定資産税評価

額に合理的な調整を行って算出し

た金額を使用しております。

その内訳は次のとおりであります。

 建物      16,895千円   

 器具備品     1,905千円

 土地      30,000千円

※５ 減価償却実施額

有形固定資産 178,491千円

無形固定資産 497

 

※５ 減価償却実施額

有形固定資産 181,262千円

無形固定資産 122

長期前払費用 267
 

※５ 減価償却実施額

有形固定資産 378,569千円

無形固定資産 384

長期前払費用 610



(中間株主資本等変動計算書関係) 

  

  当中間会計期間（自 平成18年３月1日  至 平成18年８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 

 
  

  

   ２．配当に関する事項 

  配当金支払額 

 
   

  

  

  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)

発行済株式

  普通株式 5,270,000 ─ ─ 5,270,000

 合  計 5,270,000 ─ ─ 5,270,000

自己株式

  普通株式 217,240 ─ ─ 217,240

 合  計 217,240 ─ ─ 217,240

決議 株式の種類
配当金の総額 
（千円）

１株当たり
配当額(円)

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 30,316 6 平成18年２月28日 平成18年５月26日



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
    （注）前中間会計期間及び前事業年度は中間連結財務諸表及び連結財務諸表を作成 

       しており、第５経理の状況 １中間連結財務諸表等 の注記事項として記載 

       しております。 

  

  

当中間会計期間
(自 平成18年３月１日  
 至 平成18年８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 

   現金及び預金勘定  746,675千円 

      現金及び現金同等物 746,675千円 

  

 



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

前事業年度
(自 平成17年３月１日
至 平成18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及び中間

期末残高相当額

有形固定
資産 
器具備品 
(千円)

無形固定
資産 
その他 
(千円)

合計 
(千円)

取得価額 
相当額

295,166 258,131 553,298

減価償却 
累計額 
相当額

142,653 83,109 225,763

中間期末 
残高 
相当額

152,513 175,021 327,534

  「有形固定資産器具備品」の主

なものは、POSシステムであ

り、「無形固定資産その他」の

主なものは、コンピュータ・ソ

フトであります。

 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

有形固定
資産 
器具備品
(千円)

無形固定
資産 
その他 
(千円)

合計
(千円)

取得価額 
相当額

293,716 267,817 561,533

減価償却 
累計額 
相当額

179,447 135,909 315,357

中間期末 
残高 
相当額

114,268 131,907 246,176

  「有形固定資産器具備品」の主

なものは、POSシステムであ

り、「無形固定資産その他」の

主なものは、コンピュータ・ソ

フトであります。

 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

有形固定
資産 
器具備品
(千円)

無形固定
資産 
その他 
(千円)

合計 
(千円)

取得価額
相当額

298,143 258,131 556,274

減価償却
累計額 
相当額

153,359 109,127 262,487

期末残高
相当額

144,784 149,003 293,787

  「有形固定資産器具備品」の主

なものは、POSシステムであ

り、「無形固定資産その他」の

主なものは、コンピュータ・ソ

フトであります。

(2) 未経過リース料中間期末残高 

相当額

１年以内 104,928千円

１年超 227,471

計 332,399

(2) 未経過リース料中間期末残高 

相当額

１年以内 102,904千円

１年超 148,659

計 251,563

(2) 未経過リース料期末残高 

相当額

１年以内 99,691千円

１年超 181,023

計 280,715

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 58,490千円

減価償却費相当額 55,459

支払利息相当額 3,487

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 71,285千円

減価償却費相当額 52,875

支払利息相当額 2,464

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 115,938千円

減価償却費相当額 110,657

支払利息相当額 5,807

(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

(5) 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前中間会計期間(平成17年８月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。その他有価証券で時価の 

 あるものの記載については、第５経理の状況 １中間連結財務諸表等 の注記事項に記 

 載しております。 

      

当中間会計期間(平成18年８月31日) 

１ 時価のある有価証券 

 
  

前事業年度(平成18年２月28日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。その他有価証券で時価の 

 あるものの記載については、第５経理の状況 １中間連結財務諸表等 の注記事項に記 

 載しております。 

  

(デリバティブ取引関係) 

当中間会計期間(平成18年８月31日) 

該当事項はありません。 

   

  

区分

当中間会計期間(平成18年８月31日現在)

取得原価 
(千円)

中間貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

その他有価証券

 株 式 6,157 26,252 20,095



(ストック・オプション等関係) 

当中間会計期間(平成18年８月31日) 

       該当事項はありません。 

  

  

(持分法損益等) 

 
  

  

当中間会計期間 前事業年度

（自 平成18年３月１日）
        至 平成18年８月31日）

（自 平成17年３月１日）
      至 平成18年２月28日）

  該当事項はありません。  該当事項はありません。



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

  

２ １株当たり中間(当期)純利益金額及び中間純損失金額 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

前事業年度
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

 
１株当たり純資産額 260円56銭

 
１株当たり純資産額 269円10銭 １株当たり純資産額 269円51銭

１株当たり中間純損失 
金額

4円84銭
１株当たり中間純利益
金額

5円66銭
１株当たり当期純利益 
金額

3円21銭

(注) 潜在株式がなく、また１株当

たり中間純損失を計上してい

るため、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金額につき

ましては、記載しておりませ

ん。

(注) 潜在株式がないため、潜在株

式調整後１株当たり中間純利

益金額につきましては記載し

ておりません。

(注) 潜在株式がないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利

益金額につきましては記載し

ておりません。

前中間会計期間末
 (平成17年８月31日）

当中間会計期間末
(平成18年８月31日）

前事業年度末
(平成18年２月29日）

中間貸借対照表の純資産の
部の合計額（千円）

─ 1,359,736 ─

普通株式に係る純資産額
（千円）

― 1,359,736 ─

普通株式の発行済株式数 
(株)

─ 5,270,000 ─

普通株式の自己株式数 
(株)

─ 217,240 ─

1株当たり純資産の算定に用
いられた普通株式の数(株)

─ 5,052,760 ─

前中間会計期間
(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

前事業年度
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

中間(当期)純利益及び 
中間純損失(△)(千円)

△24,437 28,614 16,244

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)
純利益及び中間純損失(△) 
(千円)

△24,437 28,614 16,244

普通株式の期中平均株式数
(千株)

5,052 5,052 5,052



(重要な後発事象) 

  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間会計期間
(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

前事業年度
(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

該当事項はありません。 該当事項はありません。

 

 

 第９回、10回、11回及び第12回無

担保社債の発行について 

 

 平成18年３月13日の取締役会の決

議に基づき、第９回から第12回無担

保社債を下記概要のとおり発行して

おります。 

 

社債の種
類

第９回 
無担保社債

第10回 
無担保社債

社債総額 １億円 ２億円

利率 1.16% 1.23%

 発行 
年月日

平成18年 
３月23日

平成18年 
３月24日

償還方法

平成18年９月
23日を第１回
償 還 日 と し
て、その後毎
年３月23日及
び９月23日に
額面１千万円
を償還し、平
成23年３月23
日に残額を償
還する。

平成18年９月
24日を第１回
償 還 日 と し
て、その後毎
年３月24日及
び９月24日に
額面２千万円
を償還し、平
成23年３月24
日に残額を償
還する。

資金の 

使 途
設備投資 設備投資

社債の種
類

第11回 
無担保社債

第12回 
無担保社債

社債総額 １億円 ２億円

利率 1.12% 1.00%

 発行 
年月日

平成18年 
３月24日

平成18年 
３月24日

償還方法

平成18年９月
24日を第１回
償 還 日 と し
て、その後毎
年３月24日及
び９月24日に
額面１千万円
を償還し、平
成23年３月24
日に残額を償
還する。

平成18年９月
24日を第１回
償 還 日 と し
て、その後毎
年３月24日及
び９月24日に
額面２千万円
を償還し、平
成23年３月24
日に残額を償
還する。

資金の 

使 途
設備投資 設備投資



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第38期)

自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日

平成18年５月26日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

株式会社パスポート 

 

  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社パスポートの平成17年３月１日から平成18年２月28日までの連結会計年度の中間連結会計期

間(平成17年３月１日から平成17年８月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社パスポート及び連結子会社の平成17年８月31日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間(平成17年３月１日から平成17年８月31日まで)の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

平成17年11月10日

取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  城  戸  和  弘  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  三  富  康  史  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

株式会社パスポート 

 

  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社パスポートの平成17年３月１日から平成18年２月28日までの第38期事業年度の中間会計期間

(平成17年３月１日から平成17年８月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損

益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社パスポートの平成17年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間(平成17年３月１日から平成17年８月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

平成17年11月10日

取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  城  戸  和  弘  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  三  富  康  史  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

株式会社パスポート 

 

  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社パスポートの平成18年３月１日から平成19年２月28日までの第39期事業年度の中間会計期間

(平成18年３月１日から平成18年８月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中

間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社パスポートの平成18年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

会計期間(平成18年３月１日から平成18年８月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

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のとおり、会社は当中間会計期間より、固

定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し中間財務諸表を作成し

ている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

  

平成18年11月９日

取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  城  戸  和  弘  印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  三  富  康  史  印

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。
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