
 

上記に記載した数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不特定な要

素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

 

平成 18 年 8 月期   個別中間財務諸表の概要 平成１８年４月２１日 

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

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

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

        氏    名 西川 新二       ＴＥＬ（０９２）７３４－９６５７  

決算取締役会開催日  平成 18年 4月 21日   中間配当制度の有無  有  

中間配当支払開始日  平成  -年 -月 -日  単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株） 

 

１．18年2月中間期の業績(平成 17年 9月 1日～平成 18年 2月 28日) 

(1)経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年2月中間期 

17年2月中間期 

百万円   ％

2,922    （23.9）

2,359    （ 0.9）

百万円   ％

124    （7.8）

115 （△38.0）

百万円   ％

111    （8.3）

102 （△40.3）

17年8月期 4,894              227           199           
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 

 

18年2月中間期 

17年2月中間期 

百万円   ％

110    （393.7）

22   （△74.1）

円   銭

9         75   

2         40   

17年8月期 △65             △ 7         61    

(注)①期中平均株式数 18年2月中間期 11,331,873株 17年2月中間期 9,334,000株 17年8月期 9,486,175株 

②会計処理の方法の変更    無 

③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であり

ます。 

(2) 配当状況 

 
１株当たり 

中間配当金 

１株当たり 

年間配当金 

 

18年2月中間期 

17年2月中間期 

円  銭 

-   -  

-   -  

円  銭

-   - 

-   - 

17年8月期 -   -  4     00  

 

 (3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 

18年2月中間期 

17年2月中間期 

百万円 

5,330       

3,840       

百万円

1,784      

1,449      

％ 

33.5 

37.7 

円   銭

157    25  

155    26  

17年8月期 4,519       1,901      42.1 167    33  

(注)①期末発行済株式数   18年2月中間期 11,345,000株 17年2月中間期 9,334,000株  

17年8月期     11,327,000株 

②期末自己株式数   18年2月中間期    -株  17年2月中間期      -株  17年8月期   -株 

２．18年8月期の業績予想(平成 17年 9月 1日～平成 18年 8月 31日) 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 

通 期 

百万円 

6,410       

百万円

223      

百万円

177      

円  銭 

4   00   

円  銭

4   00  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  15円  60銭 

（注）平成18年4月12日付「業績予想の訂正および修正に関するお知らせ」で業績見通しを変更しております。 
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  中間財務諸表等 

  中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成17年２月28日) 

当中間会計期間末 

(平成18年２月28日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年８月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  359,930 451,532 591,705 

 ２ 売掛金  189,818 469,375 266,063 

 ３ たな卸資産  2,009,379 2,803,898 1,964,053 

 ４ 繰延税金資産  7,598 13,702 8,860 

 ５ その他 ※３ 16,332 46,120 26,843 

   貸倒引当金  △462 △1,300 △627 

   流動資産合計   2,582,596 67.2 3,783,329 71.0  2,856,899 63.2

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物 ※２ 42,816 35,126 33,942 

  (2) 工具器具備品 ※２ 12,090 10,056 8,236 

  (3) 土地  156,214 140,963 140,963 

   有形固定資産合計  211,122 186,146 183,141 

 ２ 無形固定資産  5,809 11,385 5,589 

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  113,692 101,197 98,692 

  (2) 関係会社株式  ― 16,258 9,863 

   (3) 関係会社 
長期貸付金 

 ― 77,030 413,330 

  (4) 長期前払費用  138,475 123,812 132,651 

  (5) 繰延税金資産  86,369 201,021 160,457 

  (6) 差入保証金  622,708 753,942 710,615 

  (7) その他  113,908 113,860 112,598 

    貸倒引当金  △48,000 △48,000 △48,000 

   関係会社投 
資損失引当金 

 ― ― △132,500 

   投資その他の 
   資産合計 

 1,027,153 1,339,123 1,457,708 

   固定資産合計   1,244,085 32.4 1,536,656 28.8  1,646,440 36.4

Ⅲ 繰延資産   13,680 0.4 10,472 0.2  16,327 0.4

   資産合計   3,840,362 100.0 5,330,458 100.0  4,519,667 100.0

    



ファイル名:2736_20060421平成18年8月期中間決算短信（個別）2ページ目以降更新日時:4/20/2006 11:01:00 AM 印刷日時:06/04/20 11:01 

3 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年２月28日) 

当中間会計期間末 

(平成18年２月28日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年８月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形  296,200 393,425 290,918 

 ２ 買掛金  189,406 253,491 117,976 

 ３ 短期借入金 ※１ 350,000 1,110,000 570,000 

 ４ １年以内返済予定の 
   長期借入金 

 20,095 11,970 9,830 

 ５ １年以内償還予定の 
   社債 

 120,000 140,000 120,000 

 ６ 未払法人税等  46,416 19,472 48,744 

 ７ 賞与引当金  7,600 25,541 6,250 

 ８ その他 ※３ 236,551 502,756 375,406 

   流動負債合計   1,266,270 33.0 2,456,657 46.1  1,539,126 34.0

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  960,000 850,000 900,000 

 ２ 長期借入金  1,970 30,000 ― 

 ３ 退職給付引当金  46,595 64,401 46,374 

 ４ 役員退職慰労引当金  90,055 116,630 103,062 

 ５ その他  26,289 28,739 29,305 

   固定負債合計   1,124,911 29.3 1,089,772 20.4  1,078,742 23.9

   負債合計   2,391,182 62.3 3,546,429 66.5  2,617,868 57.9

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   468,504 12.2 740,704 13.9  739,552 16.4

Ⅱ 資本剰余金    

    資本準備金  434,344 705,130 703,996 

   資本剰余金合計   434,344 11.3 705,130 13.2  703,996 15.6

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  8,000 8,000 8,000 

 ２ 任意積立金  408,214 308,121 408,214 

 ３ 中間(当期) 
   未処分利益 

 130,117 22,620 42,034 

   利益剰余金合計   546,332 14.2 338,741 6.4  458,249 10.1

Ⅳ その他有価証券 
    評価差額金   

  ― ― △547 △0.0  ― ―

   資本合計   1,449,180 37.7 1,784,028 33.5  1,901,798 42.1

   負債資本合計   3,840,362 100.0 5,330,458 100.0  4,519,667 100.0
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   2,359,369 100.0 2,922,709 100.0  4,894,491 100.0

Ⅱ 売上原価   1,102,148 46.7 1,292,008 44.2  2,343,834 47.9

   売上総利益   1,257,220 53.3 1,630,700 55.8  2,550,656 52.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,141,392 48.4 1,505,837 51.6  2,322,670 47.4

   営業利益   115,828 4.9 124,863 4.2  227,986 4.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  1,624 0.1 4,871 0.2  6,003 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  14,906 0.6 18,628 0.6  34,046 0.7

   経常利益   102,546 4.4 111,107 3.8  199,942 4.1

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ― 132,500 4.5  ― ―

Ⅶ 特別損失 ※４  58,594 2.5 29,876 1.0  276,448 5.7

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

  43,951 1.9 213,731 7.3  △76,505 △1.6

   法人税、住民税及び 
   事業税 

 40,809 15,272 83,785 

   法人税等調整額  △19,245 21,564 0.9 87,943 103,215 3.5 △94,595 △10,810 △0.3

  中間純利益又は 
当期純損失 （△） 

  22,387 1.0 110,515 3.8  △65,695 △1.3

   前期繰越利益   107,730 90,370  107,730

      合併による抱合せ 
株式消却損 

  ― 178,265  ―

   中間(当期)未処分 
   利益 

  130,117 22,620  42,034
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③ 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28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   

 １ 税引前中間純利益  43,951 

 ２ 減価償却費  20,330 

 ３ 減損損失  29,228 

 ４ 貸倒引当金の増加額  40 

 ５ 賞与引当金の増加額  500 

 ６ 退職給付引当金の増加額  580 

 ７ 役員退職慰労引当金の増加額  13,006 

 ８ 受取利息及び受取配当金  △14 

 ９ 支払利息（社債利息含む）  7,667 

 10 新株発行費償却  1,197 

 11 社債発行費償却  3,362 

 12 売上債権の減少額  2,698 

 13 棚卸資産の増加額  △330,687 

 14 その他の流動資産の減少額  5,405 

 15 仕入債務の増加額  196,188 

 16 未払費用の増加額  11,663 

 17 前受金の増加額  7,075 

 18 その他の流動負債の増加額  27,393 

 19 役員賞与の支払額  △12,900 

小計  26,690 

 20 利息及び配当金の受取額  14 

 21 利息の支払額  △7,887 

 22 法人税等の支払額  △35,288 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △16,472 

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  △10,360 

 ２ 差入保証金の差入れによる支出  △22,347 

 ３ 差入保証金の返戻による収入  2,757 

 ４ その他投資取得による支出  △5,621 

 ５ その他投資回収による収入  120 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △35,451 
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前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 短期借入れによる収入  410,000 

 ２ 短期借入金の返済による支出  △260,000 

 ３ 長期借入金の返済による支出  △16,610 

 ４ 社債の償還による支出  △60,000 

 ５ 配当金の支払額  △32,669 

財務活動によるキャッシュ・フロー  40,721 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加・減少額  △11,202 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  371,132 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 359,930 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

(1) 有価証券 
 その他有価証券 
  時価のあるもの 
          ― 

(1) 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)  

(1) 有価証券 
 その他有価証券 

時価のあるもの 
          ― 

   時価のないもの 
  移動平均法による原価法を 

採用しております。 

  時価のないもの 

    移動平均法による原価法を 

採用しております。 

  時価のないもの 

    移動平均法による原価法を

採用しております。 

 (2) たな卸資産 

  ① 商品 
    個別法による原価法を採

用しております。 

(2) たな卸資産 

 ① 商品・製品 

個別法による原価法を採用

しております。 

(2) たな卸資産 

 ① 商品 

同左 

   ② 貯蔵品 
    終仕入原価法を採用し

ております。 

 ② 貯蔵品 

同左 

 ② 貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方
法 

(1) 有形固定資産 
  定率法(ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物
(付属設備を除く)については
定額法)を採用しておりま
す。 
なお、主な耐用年数は、以下
のとおりであります。 

   建物     ２年～17年
   工具器具備品 ３年～20年

(1) 有形固定資産 
   定率法(ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物
(付属設備を除く)については
定額法)を採用しておりま
す。 
なお、主な耐用年数は、以下
のとおりであります。 

   建物     ２年～17年
   工具器具備品 ２年～20年

(1) 有形固定資産 
    定率法(ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物
(付属設備を除く)については
定額法)を採用しておりま
す。 

  なお、主な耐用年数は、以下
のとおりであります。 

   建物     ２年～17年
   工具器具備品 ３年～20年

 (2) 無形固定資産 
  ソフトウエア(自社利用)につ

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

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

法人税法に規定する方法と同
一の基準によっております。

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

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

長期間（３年）で、毎期均
等額を償却しております。 

(2) 新株発行費 
  商法施行規則の規定に基づき

長期間（３年）で、毎期均
等額を償却しております。 

(1) 社債発行費 
同左 
 
 

(2) 新株発行費 
同左 

(1) 社債発行費 
同左 

 

 
(2) 新株発行費 

 同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見積額を計上し

ております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

    従業員の賞与の支給に備え

て、賞与支給見込額の当中間

会計期間負担額を計上してお

ります。 

(2) 賞与引当金 

         同左 

(2) 賞与引当金 

    従業員の賞与の支給に備え

て、賞与支給見込額の当期負

担額を計上しております。 

 (3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき当中間会計期間

末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。 

  なお、会計基準変更時差異

(28,150千円)については、５

年による按分額を費用処理し

ております。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき当中間会計期間

末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。 

 

(3) 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

    なお、会計基準変更時差異

(28,150千円)については、５

年による均等額を費用処理し

ております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規

程(内規)に基づき、中間期末

要支給額を計上しておりま

す。 

  なお、変更時の過年度相当額 

(90,312千円)については、５

年による按分額を費用処理し

ております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

    役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規

程(内規)に基づき、期末要支

給額を計上しております。 

    なお、変更時の過年度相当額

(90,312千円)については、５

年による均等額を費用処理し

ております。 

 (5) 

――――― 
(5) 

――――― 

(5) 関係会社投資損失引当金 

関係会社に対する投融資に係

る損失に備えるため、その資

産内容等を検討して計上して

おります。 

5 外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準 

――――― 外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により、円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

――――― 

6 リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

7 中間キャッシュ・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。

――――― ――――― 
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項目 

前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前事業年度 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 

8 その他中間財務諸表(財務

諸表)作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

消費税等は、税抜方式により処理

しております。 

消費税等の処理方法 

同左 

消費税等の処理方法 

同左 

 

会計処理の変更 

前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前事業年度 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 

（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（「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）が平成16年3月31日に終了する

会計年度から適用できることになったことに

伴い、当中間会計期間から同会計基準及び同

適用指針を適用しております。これにより税

引前中間純利益が29,228千円減少しておりま

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固定資産は各資

産の金額から直接控除し、リース資産は当該

金額を固定負債のその他に含めて計上してお

ります。 

             

              ――――― 

（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（「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）が平成16年3月31日に終了

する事業年度に係る財務諸表等から適用で

きることになったことに伴い､当事業年度か

ら 

同会計基準及び同適用指針を適用しており

ます｡これにより税引前当期純損失は56,006

千円増加しております。 

 

 

 

追加情報 

 

前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前事業年度 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 

「地方税法等の一部を改正する法律」(平

成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公

布され、平成16年4月1日以後に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当中間会計期間から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱い」

(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 

実務対応報告第12号)に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が4,341

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引

前中間純利益が、4,341千円減少しており

ます。 

 

   ――――― 

「地方税法等の一部を改正する法律」(平

成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公

布され、平成16年4月1日以後に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当事業年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示についての実務上の取扱い」(平成

16年2月13日 企業会計基準委員会 実務

対応報告第12号)に従い法人事業税の付加

価値割及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が9,637千

円増加し、営業利益及び経常利益及び税引

前当期純損失が9,637千円減少しておりま

す。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間 
(平成17年２月28日) 

当中間会計期間 
(平成18年２月28日) 

前事業年度 
(平成17年８月31日) 

※１ 当座貸越契約 

当社においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行５行と当

座貸越契約を締結しております。当

中間会計期末における当座貸越契約

に関わる借入金未実行残高等は、次

のとおりです。 

当座貸越極度額の総額 1,100,000千円

借入実行残高 310,000千円

差引額 790,000千円
 

※１ 当座貸越契約 

当社においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行6行と当

座貸越契約を締結しております。当

中間会計期末における当座貸越契約

に関わる借入金未実行残高等は、次

のとおりです。 

当座貸越極度額の総額 1,600,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 600,000千円
 

※１ 当座貸越契約 

当社においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行6行と当

座貸越契約を締結しております。当

事業年度末における当座貸越契約に

関わる借入金未実行残高等は、次の

とおりです。 

当座貸越極度額の総額 1,400,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 900,000千円
 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 81,262千円
 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 87,155千円
 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 81,973千円
 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺し、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しており

ます。 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺し、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しており

ます。 

※３  

――――――― 

 

 

当中間期中の発行済株式数の増加 

発行年月日 発行形態 発行株式数 （株） 発行価格 （円） 資本組入額 （円） 

平成18年1月11日 新株予約権の行使 18,000 127 64 
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 14千円

受取家賃 571千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 2,151千円

受取家賃 571千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 2,682千円

受取家賃 1,142千円
 

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

支払利息 2,077千円

社債利息 5,589千円

社債発行費償却 3,362千円

新株発行費償却 1,197千円

社債保証料 2,393千円
 

支払利息 4,212千円

社債利息 5,225千円

社債発行費償却 3,362千円

新株発行費償却 3,501千円

社債保証料 2,231千円
 

支払利息 5,311千円

社債利息 10,900千円

社債発行費償却 6,724千円

新株発行費償却 5,994千円

社債保証料 4,710千円
 

※３      ――――――― 

 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

退職給付会計基準変

更時差異償却額 2,815千円

過年度役員退職慰労

引当金繰入額 9,031千円

減損損失 29,228千円 
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

投資損失引当金戻入益 132,500千

円 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

過年度役員退職慰労

引当金繰入額 9,031千円

店舗閉鎖損失 7,928千円

減損損失 12,487千円

    

※３         ――――――― 

 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

退職給付会計基準変

更時差異償却額 5,630千円

過年度役員退職慰

労引当金繰入額 18,062千円

店舗閉鎖損失 13,709千円

商品評価損         39,164千円 

        減損損失           56,006千円 

５ 減損損失 
当中間会計期間において、当社は以

下の資産グループについて減損損失

を計上いたしました。 

宝飾店舗 

場所 種類 金額 (千円) 

福岡県 

リース資産

及び器具備

品等 

20,055 

大分県 

リース資産

及び器具備

品等 

9,173 

 

当社においては各店舗が、独立したキャッ

シュ・フローを生み出す 小単位として捉

え、店舗ごとにグルーピングしておりま

す。店舗については、営業活動から生じる

損益が継続してマイナスか継続してマイナ

スとなる見込であるため、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上いたしました。 

なお、当資産グループの回収可能額は、使

用価値により測定しており、将来キャッシ

ュ・フローを6％で割り引いて算定してお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 減損損失 
当中間会計期間において、当社は以下の

資産グループについて減損損失を計上い

たしました。 

宝飾店舗                               

場所 用途 種類 
減損損失 

(千円) 

長崎県 

長崎市 

店舗

資産 

工具器

具備品 

3,718 

長崎県 

西彼杵郡 
店舗

資産 

長期前

払費用 

ﾘ ｰ ｽ 資

産 

784 

7,984

合計  12,487 

 

当社においては各店舗が、独立したキャッシ

ュ・フローを生み出す 小単位として捉え、店

舗ごとにグルーピングしております。店舗につ

いては、営業活動から生じる損益が継続してマ

イナスか継続してマイナスとなる見込であるた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に計上いたし

ました。 

なお、当資産の回収可能額は、正味売却可能価

額と使用価値のいずれか高い価額としておりま

す｡正味売却可能額は､不動産鑑定評価基準に基

づいた鑑定評価額で算定し､使用価値は将来キャ

ッシュ･フロー見積額を６%で割り引いて算出し

ております｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 減損損失 
当事業年度において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上いたしまし

た。 

   

場所 用途 種類 

減損損失

（千円）

福岡県

北九州

市小倉

北区 

 

店舗 

資産 

 

 

工具器具備品

長期前払費用

リース資産 

675

2,174

17,206

大分県 

大分市 

店舗 

資産 

建物付属設備

工具器具備品

リース資産 

398

291

8,483

熊本県

宇城市 

店舗 

資産 
リース資産 7,677

長崎県

大村市 

遊休 

資産 

建物付属設備 

土地 

3,848

15,251

合計 56,006

 

当社においては各店舗が、独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す 小単位として捉え、店舗ごとにグ

ルーピングしております。店舗については、営業活

動から生じる損益が継続してマイナスか継続してマ

イナスとなる見込であるため、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別

損失に計上いたしました。 
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前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

 前事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、当資産の回収可能価額は、正味売却可能価額

と使用価値のいずれか高い価額としております。正

味売却可能価額は、不動産鑑定評価基準に基づいた

鑑定評価額で算定し、使用価値は将来キャッシュ・

フロー見積額を6％で割り引いて算出しておりま

す。 

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 7,892千円

無形固定資産 219千円
 

有形固定資産 5,182千円

無形固定資産 923千円
 

有形固定資産 1,579千円

無形固定資産 439千円
 

 

 

(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16年９月１日 
至 平成17年２月28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 

(平成17年２月28日) 

現金及び預金勘定 359,930千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 -

現金及び現金同等物 359,930千円
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(リース取引関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額

 

    

  
工具器具 

備品 
ソフト 
ウエア 

合計 

 

取得価額 
相当額 

 
(千円) 

614,571 132,566 747,138 

 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

259,685 25,003 284,688 

減損損失 
累計額 
相当額 
(千円) 

24,028 ― 24,028 

中間期末 
残高 

相当額 
(千円) 

330,857 107,563 438,421 

 

    

 
工具器具
備品 

ソフト 
ウエア 

合計 

取得価額
相当額 

 
(千円) 

721,035 200,026 921,061

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

295,915 93,792 389,708

減損損失
累計額 
相当額 
(千円) 

37,346 - 37,346

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

387,772 106,233 494,006

 

 

 
工具器具 

備品 
ソフト
ウエア

合計 

取得価額 
相当額 

 
(千円) 

665,057 132,566 797,624

減価償却 
累計額 
相当額 

(千円) 

288,226 38,260 326,486

減損損失 
累計額 
相当額 
(千円) 

27,196 ― 27,196

期末残高 
相当額 

(千円) 
349,633 94,306 443,940

(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額及びリース資産減損勘定中間期

末残高 

未経過リース料中間期末残高相当

額 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額及びリース資産減損勘定中間期

末残高 

未経過リース料中間期末残高相当

額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残高

 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 145,156千円

１年超 322,808千円

合計 467,965千円
 

１年内 170,767千円

１年超 353,477千円

合計 524,245千円
 

１年内 148,156千円

１年超 323,639千円

合計 471,795千円
 

リース資産減損勘定中間期末残高 

24,550千円 

リース資産減損勘定中間期末残高 

22,930千円

リース資産減損勘定期末残高 

                      28,303千円 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 81,684千円

減価償却費相当額 77,955千円

リース資産減損勘

定の取崩額 
―

支払利息相当額 3,169千円

減損損失 24,550千円

      

支払リース料 83,007千円

減価償却費相当額 77,472千円

リース資産減損勘定

の取崩額 
4,334千円

支払利息相当額 3,232千円

減損損失 7,691千円

支払リース料 156,213千円

減価償却費相当額 148,595千円

リース資産減損勘定

の取崩額 
4,551千円

支払利息相当額 7,178千円

減損損失 32,855千円
 

(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 
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前中間会計期間 
(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 

 (5) 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年２月28日現在) 

  時価のない主な有価証券の内容 

 

 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 113,692

 

当中間会計期間末(平成18年２月28日現在) 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 

前事業年度末(平成17年８月31日現在) 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末(平成17年２月28日現在) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

          

当中間会計期間及び前事業年度に係る「デリバティブ取引」に関する注記については、中間連

結財務諸表における注記事項として記載しております。 

(持分法損益等) 

前中間会計期間(自 平成16年９月１日 至 平成17年２月28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16年９月１日 
至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

１株当たり純資産額 155.26円

 

１株当たり純資産額 157.25円

 

１株当たり純資産額 167.33円

 

１株当たり中間純利益 2.40円

 

１株当たり中間純利益 9.75円

 

１株当たり当期純損失 7.61円

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

2.38円

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

9.70円

 

潜在株式調整後1株当たり当期純利

益については、潜在株式は存在しま

すが1株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。 

当社は、平成16年10月20日付で株式1
株につき2株の株式分割を行っており
ます。 
なお、当該株式分割が前期首に行わ
れたと仮定した場合の1株当たり情報
については、それぞれ以下のとおり
となります。 
前中間会計期間 前事業年度 

1株当たり純資産

額 

156.61円 

１株当たり中間

純利益額 

10.47円 

潜在株式調整後

1株当たり中間純

利益金額 

10.38円 

1株当たり純資

産額 

156.36円 

１株当たり当

期純利益額 

9.61円 

潜在株式調整

後1株当たり当

期純利益金額 

9.52円 
 

 

 

 (注) １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益

金額又は当期純損失金額 

中間純利益又は当期純損失（△

円）（千円） 
22,387 110,515 △65,695

普通株主に帰属しない金額（千

円） 
― ― 6,450

(うち利益処分による役員賞与

金) 
(―) (―) (6,450)

普通株式に係る中間純利益又は

当期純損失（△）（千円） 
22,387 110,515 △72,145

普通株式の期中平均株式数（千

株） 
9,334 11,331 9,486

 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益 

普通株式増加数（千株） 70 64 ―

(新株予約権) (70) (64) (―)

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

― ― ―
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(重要な後発事象) 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 
(株式取得による会社の買収) 

平成17年５月16日開催の取締役会に

おいて、株式会社ヴィエールの全株式

を取得して100％子会社とすることを決

議し、平成17年５月16日に同社株式を

取得いたしました。 

１.取得の目的 

  首都圏を中心にファッションビル、

百貨店および駅ビルに38店舗を展開

する株式会社ヴィエールを子会社化

することにより、首都圏への店舗網

の拡大を図り、ジュエリー企画製造

のノウハウを取得し当社のマーチャ

ンダイジング力を向上させるためで

あります。 

２.株式の取得先 

  根本 陽一 

３.資本金及び売上高 

  資本金 10,000千円(平成17年４月

30日現在) 

  売上高 943,348千円(平成16年８月

期) 

４.事業内容 

  ファッションジュエリーの企画・製

造・小売販売 

５.取得する株式の数、取得価額及び取

得後の持分比率 

  取得株式数(持分比率) 

          200株(100％) 

  取得価額    200円 

  なお、当社は、株式会社ヴィエール

に３億円の投融資をしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(持分取得による会社の取得) 

平成17年10月11日開催の取締役会にお

いて、中華民国の現地法人である維璦

國際有限公司(日本名：ヴィエール イ

ンターナショナル有限会社)の出資金の

90%を取得して子会社とすることを決議

し、平成17年10月13日に出資を行い、

子会社としました。 

1.取得の目的 

中華民国の臺北市を中心とした日系百

貨店(三越、そごう等)に店舗展開をす

ることにより、将来の海外(アジア)出

店戦略の足がかりとし、アジアでの生

産体制の強化をはかるためでありま

す。 

 

2.持分取得の相手会社の名称 

維璦國際有限公司 

(日本名：ヴィエール インターナショ

ナル有限会社)    

3.資本金    

500万元(18,065,500円) 

4.事業の内容 

宝飾品の輸入、販売 

5.取得する持分の額、取得価額及び取

得後の持分比率 

取得する持分の額(持分比率) 

450万元(90%) 

取得価額             

450万元(16,258,950円) 

6.支払資金の調達方法及び支払い方法 

手許資金の一括支払いによっておりま

す。    

 (連結子会社との合併) 

当社は、当社の保有する首都圏での店

舗網及び企画製造機能を有機的に結集

するために、当社完全子会社である株

式会社ヴィエールと平成17年10月14日

付で合併契約を締結し、平成18年1月１

日にて吸収合併をおこないます。 

 

1.合併期日 

平成18年1月1日 

2.合併の形式 

当社を存続会社する吸収合併方式で、

株式会社ヴィエールは解散いたしま

す。 

被合併会社は100%連結子会社であり、

合併手続は商法第413条ノ3第1項に規定

する簡易合併の方法によっておりま

す。 

合併による新株式の発行、資本金の増

加及び合併交付金の支払いは行いませ

ん。 

3.財産の引継 

合併期日において、株式会社ヴィエー

ルの資産、負債及び権利義務の一切を

引継ぐこととします。 
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前中間会計期間 
(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 
  4.株式会社ヴィエールの平成17年8月31

日現在の資産、負債及び資本の状況 

    資産合計     938,465千円 

負債合計   1,071,402千円 

資本合計   △132,936千円※ 

 

※株式会社ヴィエールは、平成17年10

月 11 日 200,000 千円の増資 (資本金

100,000千円、資本準備金100,000千円)

を行い、債務超過の解消をしておりま

す。 

5.合併に先立つ現物出資 

当社は、平成17年10月11日の合併に先

立ち、株式会社ヴィエールの債務超過

を解消するために当社の株式会社ヴィ

エールに対する債権を現物出資いたし

ました。 

(1)現物出資する資産 

                貸付金 

(2)現物出資の額 

       200,000千円 

(3)現物出資の時期     

 平成17年10月11日 
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