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平成18年２月期 個別中間財務諸表の概要     平成17年10月12日 

上場会社名   株式会社ケーヨー   上場取引所  東 

コード番号  ８１６８   本社所在都道府県  千葉県 

(URL  http://www.keiyo.co.jp/)  
 
代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 林 武夫  

問合せ先責任者 役職名 代表取締役副社長 氏名 儘田 公明 TEL：（043）255-1111 

中間決算取締役会開催日 平成17年10月12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 100株） 
 
1. 17年８月中間期の業績（平成17年３月1日～平成17年８月31日） 

（1）経営成績                            （単位百万円未満切捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
17年８月中間期 96,025 3,9 790 ─ 1,166 ─ 

16年８月中間期 92,389 7.2 △503 ─ △105 ─ 

17年２月期 183,303 4.7 △1,197 ─ △481 ─ 
 

 
中間（当期）純利益 １株当たり中間 

（当期）純利益 
 百万円 ％ 円 銭 

17年８月中間期 △13,501 ─ △233 90 

16年８月中間期 △313 ─ △5 42 

17年２月期 △5,063 ─ △87 64 
 

（注）①期中平均株式数 17年８月中間期 57,724,537株 16年８月中間期 57,821,095株 

    17年２月期 57,774,403株   

   ②会計処理の方法の変更 有    

   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 

（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 

 円  銭 円  銭 

17年８月中間期 0  00 ─ 

16年８月中間期 0  00   ─ 

17年２月期 ─   0  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 

 百万円 百万円   ％ 円 銭 

17年８月中間期 111,915  29,898  26,7  517 96 

16年８月中間期 121,431  47,312  39.0  819 57 

17年２月期 115,842  42,415  36.6  734 79 

（注） ①期末発行済株式数  17年８月中間期  57,723,353株  16年８月中間期  57,728,461株 
               17年２月期  57,725,406株 
    ②期末自己株式数   17年８月中間期  1,752,931株  16年８月中間期  1,747,823株 
               17年２月期   1,750,878株 

 
2. 18年2月期の業績予想（平成17年３月1日～平成18年２月28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  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 

通 期 178,500 1,800 △13,400 6  00 6  00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △232円14銭 
 
（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に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因に

よって予想数値と異なる可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、添付資料７ページをご参照下さい。 
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Ⅰ.個別中間財務諸表等 

1.中間貸借対照表 
（百万円未満切捨て） 

前中間会計期間末 

(平成16年８月31日現在) 

当中間会計期間末 

(平成17年８月31日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年２月28日現在) 
        期 別 

 
   科 目  金額(百万円) 構成比 金額(百万円) 構成比 金額(百万円) 構成比 

(資産の部) 
 

 
％ 

 
％  ％ 

Ⅰ 流動資産 
 

      

１ 現金及び預金 
 

5,212  9,503  5,029  

２ 売掛金 
 

3,498  3,407  2,549  

３ たな卸資産 
 

27,415  27,691  27,643  

４ その他 
 

5,096  4,551  3,894  

流動資産合計 
 

41,222 34.0 45,154 40.3 39,117 33.8 

Ⅱ 固定資産 
 

      

(1) 有形固定資産 ※１       

１ 建物 
 

14,754  9,967  15,981  

２ 土地 
 

15,038  12,541  14,830  

３ その他 
 

4,972  2,528  4,349  

有形固定資産合計 
 

34,765 28.6 25,037 22.4 35,161 30.3 

(2) 無形固定資産 
 

1,653 1.4 1,002 0.9 1,584 1.4 

(3) 投資その他の資産 
 

      

１ 投資有価証券 
 

11,330  12,693  11,051  

２ 関係会社株式 
 

5,510  4,600  4,600  

３ 差入保証金 
 

20,596  19,817  20,317  

４ その他 
 

7,789  4,116  6,830  

５ 貸倒引当金 
 

△1,457  △513  △2,834  

投資その他の資産合計 
 

43,768 36.0 40,714 36.4 39,964 34.5 

固定資産合計 
 

80,187 66.0 66,754 59.7 76,710 66.2 

Ⅲ 繰延資産 
 

21 0.0 7 0.0 14 0.0 

資産合計 
 

121,431 100.0 111,915 100.0 115,842 100.0 
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（百万円未満切捨て） 

前中間会計期間末 

(平成16年８月31日現在) 

当中間会計期間末 

(平成17年８月31日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年２月28日現在) 

         期 別 
 

   科 目  金額(百万円) 構成比 金額(百万円) 構成比 金額(百万円) 構成比 

(負債の部) 
 

 
％ 

 
％  ％ 

Ⅰ 流動負債 
 

      

１ 支払手形 
 

163  96  167  

２ 買掛金 
 

21,172  21,518  14,969  

３ 短期借入金 
 

1,364  4,162  3,905  

４ 一年以内返済予定の 
  長期借入金 

 

3,332  4,534  3,719  

５ 一年以内償還予定の社債 
 

─  7,000  ─  

６ その他 ※２ 4,416  5,076  3,599  

流動負債合計 
 

30,449 25.1 42,388 37.9 26,361 22.8 

Ⅱ 固定負債 
 

      

１ 社債 
 

7,000  ─  7,000  

２ 長期借入金 
 

32,682  33,647  36,259  

３ 退職給付引当金 
 

2,005  1,987  2,008  

４ その他の引当金 
 

882  603  618  

５ その他 
 

1,097  3,388  1,178  

固定負債合計 
 

43,668 35.9 39,628 35.4 47,064 40.6 

負債合計 
 

74,118 61.0 82,016 73.3 73,426 63.4 
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前中間会計期間末 

(平成16年８月31日現在) 

当中間会計期間末 

(平成17年８月31日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年２月28日現在) 

         期 別 
 

   科 目  金額(百万円) 構成比 金額(百万円) 構成比 金額(百万円) 構成比 

(資本の部) 
 

      

Ⅰ 資本金 
 

14,948 12.3 14,948 13.4 14,948 12.9 

Ⅱ 資本剰余金 
 

      

１ 資本準備金 
 

15,215  6,715  15,215  

２ その他資本剰余金 
 

422  8,922  422  

資本剰余金合計 
 

15,637 12.9 15,637 14.0 15,637 13.5 

Ⅲ 利益剰余金 
 

      

１ 利益準備金 
 

1,052  ─  1,052  

２ 任意積立金 
 

13,225  8,195  13,225  

３ 中間未処分利益又は 
  中間(当期)未処理 
  損失(△) 

 

447  △11,721  △4,301  

利益剰余金合計 
 

14,725 12.1 △3,525 △3.2 9,975 8.6 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 
 

2,900 2.4 3,740 3.3 2,755 2.4 

Ⅴ 自己株式 
 

△899 △0.7 △901 △0.8 △900 △0.8 

資本合計 
 

47,312 39.0 29,898 26.7 42,415 36.6 

負債・資本合計 
 

121,431 100.0 111,915 100.0 115,842 100.0 
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2.中間損益計算書 
（百万円未満切捨て） 

前中間会計期間 

自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

前事業年度の 
要約損益計算書 

自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日 

          期 別 
 

  科 目  
金額(百万円) 構成比 金額(百万円) 構成比 金額(百万円) 構成比 

   ％  ％  ％ 

Ⅰ 売上高  92,389 100.0  96,025 100.0  183,303 100.0 

Ⅱ 売上原価  69,530 75.3  72,365 75.4  138,270 75.4 

売上総利益  22,858 24.7  23,660 24.6  45,032 24.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  23,362 25.2  22,869 23.8  46,230 25.3 

営業利益又は営業損失(△)  △503 △0.5  790 0.8  △1,197 △0.7 

Ⅳ 営業外収益 ※１ 1,028 1.1  1,241 1.3  2,011 1.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２ 630 0.7  865 0.9  1,295 0.7 

経常利益又は経常損失(△)  △105 △0.1  1,166 1.2  △481 △0.3 

Ⅵ 特別利益 ※３ 21 0.0  58 0.1  35 0.0 

Ⅶ 特別損失 
※４ 
※５ 

430 0.5  14,655 15.3  4,520 2.4 

税引前中間(当期)純損失  △514 △0.6  △13,430 △14.0  △4,966 △2.7 

法人税、住民税及び事業税  2 0.0  71 0.1  89 0.1 

法人税等調整額  △204 △0.3  ─ ─  7 0.0 

中間(当期)純損失  △313 △0.3  △13,501 △14.1  △5,063 △2.8 

前期繰越利益  761   727   761  

利益準備金取崩額  ―   1,052   ―  

中間(当期)未処分利益又は 
未処理損失(△) 

 447   △11,721   △4,301  
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[中間財務諸表作成の基本となる重要な事項] 

前中間会計期間 
自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

前事業年度 
自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日 

１ 資産の評価基準および評価方法 

 (1) たな卸資産 

   主として売価還元法による原

価法 

１ 資産の評価基準および評価方法 

 (1) たな卸資産 

   同左 

１ 資産の評価基準および評価方法 

 (1) たな卸資産 

   同左 

 (2) 有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式 

    総平均法による原価法 

 (2) 有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式 

    同左 

 (2) 有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式 

    同左 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 
 中間決算日前１ヵ月の市
場価格等の平均に基づく時
価法(評価差額は、全部資
本直入法により処理し、売
却原価は総平均法により算
定) 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    同左 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 
 決算日前１ヵ月の市場価
格等の平均に基づく時価法
(評価差額は、全部資本直
入法により処理し、売却原
価は総平均法により算定) 

   時価のないもの 

    総平均法による原価法 

   時価のないもの 

    同左 

   時価のないもの 

    同左 
２ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 
   定率法によっております。 
   ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設備
を除く)については、定額法に
よっております。 

   なお、耐用年数及び残存価額
については、法人税法に規定す
る方法と同一の基準によってお
ります。 

２ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 
   同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 
   同左 

 (2) 無形固定資産 
   定額法によっております。 
   なお、自社利用のソフトウエ

アについては、社内における利
用可能期間(５年)に基づく定額
法によっております。 

 (2) 無形固定資産 
   同左 

 (2) 無形固定資産 
   同左 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
   金銭債権の取立不能に備える

ため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。 

 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
   同左 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
   同左 
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前中間会計期間 

自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

前事業年度 
自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日 

 (2) 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末に
おいて発生していると認められ
る額を計上しております。 

   数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期
間以内の一定年数(15年)による
定額法により、翌事業年度から
費用処理することとしておりま
す。 

 (2) 退職給付引当金 
   同左 
 
 
 
 
 
 

 (2) 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額
に基づき計上しております。 

   数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期
間以内の一定年数(15年)による
定額法により、翌事業年度から
費用処理することとしておりま
す。 

 (3) その他の引当金 
  ① 役員退職慰労引当金 
    役員の退職慰労金の支出に

備えるため、取締役退任慰労
金規程ならびに監査役退任慰
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。 

 (3) その他の引当金 
  ① 役員退職慰労引当金 
    同左 

 (3) その他の引当金 
  ① 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、取締役退任慰労
金規程ならびに監査役退任慰
労金規程に基づく期末要支給
額を計上しております。 

  ② 投資損失引当金 
    子会社及び関連会社への投

資に対し、その資産内容を考
慮して将来負担する可能性の
ある損失を見積り、必要と認
められる額を計上しておりま
す。 

 

  ② 投資損失引当金 
    同左 

  ② 投資損失引当金 
    同左 

４ リース取引の処理方法 
  リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外のフ
ァイナンス・リース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理によっておりま
す。 

 

４ リース取引の処理方法 
  同左 

４ リース取引の処理方法 
  同左 

５ ヘッジ会計の方法 
 (1) ヘッジ会計の方法 
   ヘッジ会計の要件を満たす為

替予約取引については振当処
理、特例処理の要件を満たす金
利スワップ取引については特例
処理を採用しております。 

５ ヘッジ会計の方法 
 (1) ヘッジ会計の方法 
   同左 

５ ヘッジ会計の方法 
 (1) ヘッジ会計の方法 
   同左 
 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ① ヘッジ手段 
   為替予約取引及び金利スワッ

プ取引 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ① ヘッジ手段 
    同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ① ヘッジ手段 
    同左 

  ② ヘッジ対象 
    主として金銭債務 

  ② ヘッジ対象 
    同左 

  ② ヘッジ対象 
    同左 

 (3) ヘッジ方針 
   ヘッジ対象に係る将来の為替

相場変動によるリスク、及び将
来の金利変動によるリスクを回
避する目的で、為替予約取引及
び金利スワップ取引を利用して
おります。 

 (3) ヘッジ方針 
   同左 

 (3) ヘッジ方針 
   同左 
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前中間会計期間 
自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

前事業年度 
自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 
   為替予約取引については振当

処理を行っているため、また、
金利スワップ取引については特
例処理の要件を満たしているた
め、有効性の判定を省略してお
ります。 

 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 
   同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 
   同左 

６ その他中間財務諸表作成の為の
基本となる事項 

 (1) 消費税等の処理方法 
   消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており
ます。 

６ その他中間財務諸表作成の為の
基本となる事項 

 (1) 消費税等の処理方法 
   同左 

６ その他財務諸表作成の為の基本
となる事項 

 (1) 消費税等の処理方法 
   同左 
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[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16年３月１日 
至 平成16年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

前事業年度 
自 平成16年３月１日 
至 平成17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

業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号)

を適用しております。 

 これにより従来と比較して、営業

利益が535百万円、経常利益は555百

万円、税引前中間純損失は13,542百

万円増加しております。 

 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

基づき各当該資産の金額から直接控

除しております。 

 

──── 

 

[追加情報] 

前中間会計期間 
自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

前事業年度 
自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日 

──── 

 

 

 

(外形標準課税) 

 「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日以降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

値割及び資本割を販売費及び一般管

理費に102百万円計上しておりま

す。この結果、営業利益、経常利益

が102百万円減少し、税引前中間純

損失が102百万円増加しておりま

す。 

 

──── 
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[注記事項] 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
(平成16年８月31日) 

当中間会計期間末 
(平成17年８月31日) 

前事業年度末 
(平成17年２月28日) 

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

 17,563百万円 

 

 18,149百万円 

 

 18,062百万円 

 

※２ 消費税等の取扱い ※２ 消費税等の取扱い ※２ ──── 

 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。 

  同左   

 ３ 偶発債務  ３ 偶発債務  ３ 偶発債務 

 下記の通り銀行借入に対し債

務保証を行っております。 

 下記の通り銀行借入に対し債

務保証を行っております。 

 下記の通り銀行借入に対し債

務保証を行っております。 

関係会社 
茂原商業開発(株) 

               1,455百万円 

 その他 
  旭スプリング工業(株) 

           200百万円 

 関係会社 
茂原商業開発(株) 

                1,347百万円 

 その他 
  旭スプリング工業(株) 

            200百万円 

 関係会社 
茂原商業開発(株) 

                1,401百万円 

 その他 
  旭スプリング工業(株) 
                 200百万円 

 

 

 

計      1,655百万円 

 

   計      1,547百万円   
 

計      1,601百万円  

 

(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

前事業年度 
自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日 

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

 受取利息           157百万円 

 

 受取利息           161百万円 

 

 受取利息           318百万円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 

 社債利息            38百万円 

支払利息           238百万円 

 

 社債利息            38百万円 

支払利息           295百万円 

 

 社債利息            76百万円 

支払利息           512百万円 

 

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

 貸倒引当金戻入益     7百万円 

 

 固定資産売却益      52百万円 

 

 貸倒引当金戻入益    16百万円 

投資有価証券売却益   9百万円 

 

※４ 特別損失の主要項目 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 

 投資有価証券評価損  75百万円 

貸倒引当金繰入額     7百万円 

 店舗撤退等に伴う損失 

                    249百万円 

固定資産除却損      88百万円 

固定資産売却損       5百万円 

 

※４ 

店舗撤退等に伴う損失 

                  480百万円 

固定資産除却損     73百万円 

減損損失       14,098百万円 

 

 

 

 投資有価証券評価損  75百万円 

貸倒引当金繰入額    95百万円 

固定資産除却損     274百万円 

固定資産売却損     511百万円 

子会社整理損失   2,864百万円 

 店舗撤退等に伴う損失 

                   695百万円 
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前中間会計期間 
自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

前事業年度 
自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日 

減損損失 

当社は当中間会計期間において、以

下の資産グループについて減損損失

を計上いたしました。 
用途 種類 場所 金額 

店舗 土地及び

建物等 

千葉県 ６店舗 

埼玉県 ７店舗 

愛知県 ６店舗 

その他 37店舗 

 
11,970 

 
 
 

 

その他の 

施設等 

土地及び 

建物等 

千葉県他 22件 2,127 

 

合計 14,098 

 
 
 
 

 

 当社は、キャッシュ・フローを

生み出す最小の単位として、各店

舗及び賃貸物件をグルーピングし

ており、遊休資産についても、当

該資産単独で資産のグルーピング

をしております。 

 営業活動から生ずる損益が継続

してマイナスとなる資産グループ

と地価の下落が著しい資産グルー

プについて減損を認識し、回収可

能価額が帳簿価額を下回るものに

ついて帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

(14,098百万円)として特別損失に

計上いたしました。 

減損損失の内訳は次のとおりであ

ります。 

 
 店舗 その他の 

施設等 

合計 

建物及び 

構築物 

8,646 521 9,167 

土地 713 1,528 2,242 

その他 2,610 77 2,688 

合計 11,970 2,127 14,098 

 
 
 
 

※５ ※５ ──── ※５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 なお、当資産グループの回収可

能価額が正味売却価額の場合に

は、不動産鑑定士による不動産鑑

定評価基準に基づき評価しており

ます。また、回収可能価額が使用

価値の場合には、将来キャッシ

ュ・フローを5.19％で割引いて算

定しております。 
 

 

──── 
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前中間会計期間 
自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

前事業年度 
自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日 

 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       991百万円  有形固定資産       644百万円  有形固定資産    2,043百万円 

 無形固定資産       195百万円 

 

 無形固定資産        94百万円  無形固定資産      307百万円 
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[リース取引関係] 

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(当期)期末 

  残高相当額 
（百万円未満切捨て） 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

 その他有形固定資産 その他有形固定資産 その他有形固定資産 

取得価額相当額 5,072 3,868 4,014 

減価償却累計額相当額 2,871 1,766 1,801 

減損損失累計額相当額 ─ 1,184 ─ 

中間(当期)期末残高相当額 2,200 916 2,212 

 

② 未経過リース料中間(当期)期末残高相当額及びリース資産減損勘定中間(当期)期末残高 
（百万円未満切捨て） 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

1年内 778 710 722 

1年超 1,435 1,412 1,509 

合計 2,214 2,122 2,232 

    
リース資産減損勘定中間 
(当期)期末残高 

─ 1,184 ─ 

 

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、支払い利息相当額及び減損損失 
（百万円未満切捨て） 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

支払リース料 515 407 1,021 

リース資産減損勘定の取崩額 ─ 154 ─ 

減価償却費相当額 498 394 987 

支払利息相当額 15 15 31 

減損損失 ─ 1,339 ─ 

 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 
 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

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。 

  同左   同左 

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。 

  同左   同左 
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[有価証券関係] 

前中間会計期間末 (平成16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 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末 (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 

該当事項はありません。 

 

前事業年度末 (平成17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 

該当事項はありません。 

 

[重要な後発事象] 
 
前中間会計期間 

自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

前事業年度 
自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日 

──── ────  (自己株式の取得について) 

 当社は、平成17年５月26日開催の

定時株主総会において、商法第210

条の規定に基づき、次期定時株主総

会終結のときまでに、当社普通株式

1,000,000株、取得価額の総額500百

万円を限度として自己株式を取得す

ることを決議しました。 
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Ⅱ．最近の商品別売上高および構成比率 
（百万円未満切捨て） 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

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16年３月１日 

至 平成17年２月28日 

     期 別 
 
 
 商品別 

売上高 構成比率 売上高 構成比率 売上高 構成比率 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

１.ＤＩＹ用品 28,091 30.4 28,824 30.0 50,777 27.7 

２.家庭用品 42,878 46.4 45,194 47.1 90,445 49.3 

３.レジャー用品 21,422 23.2 21,994 22.9 42,079 23.0 

４.その他 △3 △0.0 12 0.0 2 0.0 

合  計 92,389 100.0 96,025 100.0 183,303 100.0 

 


