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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。 

２ 当社は関連会社がありませんので、「持分法を適用した場合の投資利益」については記載しておりません。

３ 当社は、潜在株式調整後１株当たり中間（当期）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。 

４ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

５ 従業員数は、就業人員数を記載しております。 

回次 第53期中 第54期中 第55期中 第53期 第54期 

会計期間 

自平成15年 
10月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
10月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
10月１日 
至平成18年 
３月31日 

自平成15年 
10月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成16年 
10月１日 
至平成17年 
９月30日 

売上高（百万円） 20,086 21,645 23,138 40,979 44,683 

経常利益（百万円） 1,055 1,784 1,867 2,118 3,346 

中間(当期)純利益（百万円） 547 992 821 1,110 1,865 

持分法を適用した場合の投資

利益（百万円） 
－ － － － － 

資本金（百万円） 3,958 3,958 3,958 3,958 3,958 

発行済株式総数（株） 10,951,415 10,951,415 10,951,415 10,951,415 10,951,415 

純資産額（百万円） 16,987 18,178 19,333 17,550 19,070 

総資産額（百万円） 24,343 26,356 27,822 25,437 27,891 

１株当たり純資産額（円） 1,580.34 1,691.23 1,798.91 1,627.41 1,770.07 

１株当たり中間（当期）純利

益金額（円） 
50.91 92.36 76.40 97.92 169.30 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

１株当たり中間（年間）配当

額（円） 
－ － － 30.00 50.00 

自己資本比率（％） 69.8 69.0 69.5 69.0 68.4 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
560 1,102 320 1,404 2,438 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△457 △294 1,194 △1,478 △1,582 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△269 △322 △537 △270 △324 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（百万円） 
3,561 3,867 4,891 3,382 3,913 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 

（人） 

634 

(427) 

614 

(487) 

650 

(592) 

651 

(408) 

657 

(504) 



２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当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】 

 該当事項はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （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 

 当社は、労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移しております。 

従業員数（人） 650 (592) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間会計期間の国内経済はようやく回復傾向を示し始め、金融業、製造業、不動産業などを中心として活況を呈

しました。個人消費においては、低価格商品一辺倒の傾向から一部の高額商品にも販売増加の機運が高まりつつあり

ます。小売業界では、依然として店舗の過当競争となっておりますが、明確に消費者を選別した業態だけが実績を上

げる「多業態化」の流れが加速化しております。 

 当社が属するドラッグストア業界は、引き続き大手同士の出店競争により、同一地域内での競合がますます激しさ

を増し、大手企業同士の合併・提携によるグループ化・囲い込み競争の時代に突入いたしました。 

 このような環境の下、当中間会計期間は前年同期の花粉症の流行と一部のサプリメントの大ヒットの反動もありま

したが、きめ細やかな商品販売施策により業績は堅調に推移いたしました。当社の主要顧客である、「セイジョー・

クラブカード」の会員数は現在101万人に達し、一人一人のお客様へ固有の情報発信を可能にしております。 

 店舗については、浜松高丘店等13店舗の新規出店、京急川崎駅前店等２店舗の増床移転、町田店等３店舗の全面改

装を実施しました。また、経営資源の有効活用のために２店舗を閉鎖し、当中間会計期間末の店舗数は206店舗とな

りました。 

 この結果、当中間会計期間の売上高は231億38百万円(前年同期比6.9％増)、経常利益は18億67百万円(前年同期比

4.6％増)となりましたが、中間純利益は減損会計の適用により８億21百万円(前年同期比17.3％減)となりました。 

 当社は、医薬品、健康食品および化粧品等の小売、ならびに調剤薬局の経営を事業として行っており、事業部門等

はありませんが、品目別の業績は次のとおりであります。 

 ① 医薬品 

 前年同期の花粉症および風邪の大流行の反動が影響し、売上高は67億12百万円(前年同期比6.2％増)となりまし

た。しかしながら、調剤薬局の売上高は10億12百万円(前年同期比52.9％増)となりました。 

 ② 健康食品 

 前年同期の一部のサプリメント(栄養補助食品)の大ヒットの反動もあり、売上高は16億66百万円(前年同期比

2.7％減)に留まりました。 

 ③ 化粧品 

 使用者年齢層の拡大を主因とする全国的な市場の拡大化傾向、社内の営業・管理体制の強化により売上高は65

億60百万円(前年同期比8.5％増)となりました。 

 ④ 育児用品 

 売上高は５億45百万円(前年同期比0.6％減)となりました。 

 ⑤ 日用雑貨品 

 販売促進施策や商品構成の見直しを積極的に推進した結果、売上高は47億33百万円(前年同期比3.6％増)となり

ました。 

 ⑥ その他 

 郊外型店舗における酒や食料品等の販売が増加した結果、売上高は29億20百万円(前年同期比19.3％増)となり

ました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当上半期における現金及び現金同等物は９億77百万円増加し、48億91百万円となりました。 

  当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況と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－) 

 税引前中間純利益14億38百万円に減価償却費２億99百万円等を加え、法人税等の支払額９億93百万円、たな卸資産

の増加額６億69百万円等を差し引いた結果、３億20百万円の収入超過（前年同期比７億81百万円の収入の減少）とな

りました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロ－) 

 定期預金の払戻による収入14億10百万円に有価証券の償還による収入９億99百万円を加え、有形固定資産の取得に

よる支出９億28百万円、保証金の差入による支出３億56百万円等、新規出店や全面改装等の設備投資実行等を差し引

いた結果、11億94百万円の収入超過（前年同期比14億89百万円の収入の増加）となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロ－) 

 配当金の支払額等により、５億37百万円の支出超過（前年同期比２億15百万円の支出の増加）となりました 

 下半期につきましては、設備投資実行の成果としての営業活動によるキャッシュ・フローの収入超過が想定される

とともに、設備投資実行の結果としての投資活動によるキャッシュ・フローの支出超過が想定されます。 



２【仕入及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 商品仕入実績 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ その他の主な内容は、食品、医療用具、DPE（写真の現像・焼き付け）、ペット用品等であります。 

(2）販売実績 

① 地域別売上高 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 本部の売上には、フランチャイズ店への商品供給（卸売上高）が含まれております。 

３ 備考欄は、当期首からの店舗の増減を記載しております。 

品目 

当中間会計期間 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日 

金額（百万円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

医薬品 4,187 24.4 106.3 

健康食品 1,224 7.1 96.1 

化粧品 5,265 30.6 109.3 

育児用品 492 2.9 100.3 

雑貨類 3,714 21.6 102.5 

その他 2,310 13.4 124.7 

合計 17,195 100.0 107.5 

地域 

当中間会計期間 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日 

金額（百万円） 構成比（％） 前年同期比（％） 備考 

東京都  （134店舗） 15,738 68.0 102.5 5店舗増 2店舗減 

神奈川県 （35店舗） 4,175 18.0 106.7 1店舗増 

静岡県   （15店舗） 1,613 7.0 190.6 4店舗増 

埼玉県   （14店舗） 1,128 5.0 97.4   

千葉県    （4店舗） 372 1.6 120.2   

栃木県    （1店舗） 57 0.2 91.2   

愛知県    （1店舗） 48 0.2 － 1店舗増 

山梨県    （2店舗） 3 0.0 － 2店舗増 

本部 0 0.0 121.3   

合計（206店舗） 23,138 100.0 106.9 13店舗増 2店舗減  



② 品目別売上高 

 （注）１ その他の主な内容は、食品、医療用具、DPE（写真の現像・焼き付け）、ペット用品等であります。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 単位当たり売上高 

 （注）１ 売上高、売場面積及び従業員数は、直営店における数値を記載しております。 

２ 従業員数には、営業部門の従業員、嘱託社員及び臨時従業員（１人１日８時間換算）を含み、本社管理部門

社員及び出向社員は含んでおりません。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

④ 主要顧客別売上状況 

 該当事項はありません。 

品目 

当中間会計期間 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日 

金額（百万円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

医薬品 6,712 29.0 106.2 

健康食品 1,666 7.2 97.3 

化粧品 6,560 28.3 108.5 

育児用品 545 2.4 99.4 

雑貨類 4,733 20.5 103.6 

その他 2,920 12.6 119.3 

合計 23,138 100.0 106.9 

項目 
当中間会計期間 

自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日 

前年同期比（％） 

売上高 23,137百万円 106.9 

１㎡当たり売上高 
売場面積（平均） 38,991㎡ 126.2 

１㎡当たり売上高 0百万円 84.7 

１人当たり売上高 
従業員数（平均） 1,148人 109.4 

１人当たり売上高 20百万円 97.7 



３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

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完成した主要な設備は、次のとおりであります。 

 （注）１．帳簿価額のその他には、差入保証金等を含めております。 

２．従業員数欄の[  ]は、臨時従業員の平均雇用人員を外書しております。 

３．上記の金額には、消費税等を含めておりません。 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容

帳簿価額 

従業員数
（人） 建物及び

構築物 
（百万円） 

機械装置 
（百万円）

器具備品 
（百万円）

土地 
（百万円）
(面積㎡) 

その他 
（百万円）

合計 
（百万円） 

浜松高丘店 

 (静岡県浜松市) 
 店舗 16 － 13 － 10 39

 3  

［3］ 

杉並堀ノ内店 

（東京都杉並区） 
 店舗 29 1 3 － 5 39

5 

 ［2］  

中村剣町店 

（愛知県名古屋市) 
 店舗  17 0 4 － 30 53

4 

［2］ 

大森西口店 

（東京都大田区) 
 店舗  8 0 1 － 7 18

2 

［0］ 

鶴ヶ峰店 

（神奈川県横浜市) 
 店舗 35 － 10 － 21 67

3 

［2］ 

沼津駅前店 

（静岡県沼津市） 
 店舗 21 － 5 － 25 53

3 

［0］ 

亀有店 

（東京都葛飾区） 
 店舗 24 － 4 － 28 56

4 

［0］ 

甲府池田店 

（山梨県甲府市） 
 店舗 10 － 4 － 12 27

2 

［0］ 

芦花公園南口店 

（東京都世田谷区) 
 店舗 16 － 0 － 22 38

2 

［0］ 

富士吉田店 

（山梨県冨士吉田市) 
 店舗 19 － 4 － 4 27

2 

［0］ 



２【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備計画の完了 

 前事業年度末において実施中又は計画中であった設備の新設等のうち、当中間会計期間中に完成したものは、

「１ 主要な設備の状況」に記載のとおりであります。 

(2）重要な設備の新設等 

 当中間会計期間において確定した設備計画の主なものは、次のとおりであります。 

 （注）１．今後の所要額 964百万円については自己資金によりまかなう予定です。 

    ２．予算金額には、差入保証金等を含めております。 

    ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業所名 
（所在地） 

設備の
内容 

必要性 
投資予定総額 
（百万円） 

既支払額 
（百万円） 

今後の所要額 
（百万円） 

着手 
年月 

完了予定 
年月 

増加予定 
面積（㎡） 

掛川下俣店 

 (静岡県掛川市) 

  

 店舗 
販売力

の強化 
90 90 －

平成17

年9月 

平成18

年4月  
785.04 

焼津禰宜島店 

 (静岡県焼津市) 

  

 同上  同上 100 100 －
平成17

年9月 

平成18

年4月 
808.78 

川口店 

  (埼玉県川口市) 
 同上  同上 90 90 －

平成18

年2月 

平成18

年4月 
566.10 

狛江調剤店  

 (東京都狛江市) 

  

 同上  同上 12 12 －
平成18

年2月 

平成18

年4月 
 59.14 

阿佐ヶ谷北口店 

  (東京都杉並区) 
 同上  同上 47 47 －

平成18

年3月 

平成18

年4月 
246.34 

その他の新店舗 

(12店舗) 

  

 同上  同上 817 － 817
平成18

年4月 

平成18

年9月 
 未 定 

改装店舗 

(17店舗) 

  

 同上  同上 150 3 147
平成18

年4月 

平成18

年9月 
 未 定 

合計 1,308 343 964  



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。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 18,200,000 

計 18,200,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年６月９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 10,951,415 10,951,415 
東京証券取引所 

（市場第一部） 
－ 

計 10,951,415 10,951,415 － － 

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
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額（百万
円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成17年10月１日～

平成18年３月31日 
－ 10,951,415 － 3,958 － 4,315 



(4）【大株主の状況】 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１ 「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の株式であります。 

２ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式200株（議決権2個）が、含

まれております。 

  平成18年３月31日現在

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（％） 

斉藤 正人 東京都目黒区 1,599 14.60 

ゼファーマ株式会社 東京都中央区日本橋本町２－７－１ 475 4.34 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２－11－３ 461 4.21 

斉藤 昭子 東京都世田谷区 376 3.44 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１－８－11 370 3.39 

山口 裕子 東京都世田谷区 369 3.37 

万城目 ひとみ 東京都世田谷区 369 3.37 

ステートストリートバンクアンドトラスト

カンパニー（常任代理人(株)みずほコーポ

レート銀行兜町証券決済業務室) 

東京都中央区日本橋兜町６－７ 362 3.31 

小津産業株式会社 東京都中央区日本橋本町３－６－２ 346 3.16 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 327 2.99 

計 － 5,059 46.20 

  平成18年３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 203,800 

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,713,700 107,137 － 

単元未満株式 普通株式 33,915 － 
１単元（100株）未

満の株式 

発行済株式総数 10,951,415 － － 

総株主の議決権 － 107,137 － 



②【自己株式等】 

 （注） 当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（自己株式等）」欄に含めております。 

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、東京証券取引所市場第一部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提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成18年３月31日現在

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（％） 

株式会社セイジョー 
東京都世田谷区成城

６－16－７ 
203,800 － 203,800 1.86 

計 － 203,800 － 203,800 1.86 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 3,230 3,540 2,980 3,680 3,640 3,380 

最低（円） 2,840 2,820 2,855 2,990 2,915 3,030 



第５【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

 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。 

 ただし、第54期中間会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日まで）については、「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に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第54期中間会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日

まで）及び第55期中間会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）の中間財務諸表について新日本監査

法人の中間監査を受けております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は、子会社はありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【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３月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
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  4,688   3,415   3,735   

２ 売掛金  272   391   268   

３ 有価証券  1,602   1,499   2,602   

４ たな卸資産  4,514   5,513   4,844   

５ その他  946   1,041   1,032   

流動資産合計   12,023 45.6  11,862 42.6  12,482 44.8 

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１ 建物  2,316   2,627   2,598   

２ 土地  6,523   6,650   6,959   

３ その他  317   847   362   

有形固定資産合計   9,157 34.7  10,125 36.4  9,920 35.5 

(2）無形固定資産   767 2.9  728 2.6  754 2.7 

(3）投資その他の資産           

１ 投資有価証券  277   360   315   

２ 保証金  3,468   3,557   3,456   

３ その他  663   1,189   963   

貸倒引当金  △0   △1   △1   

投資その他の資産

合計 
  4,408 16.8  5,105 18.4  4,734 17.0 

固定資産合計   14,333 54.4  15,959 57.4  15,409 55.2 

資産合計   26,356 100.0  27,822 100.0  27,891 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
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   1,518   1,418   1,828   

２ 買掛金  4,037   4,377   3,780   

３ 未払法人税等  769   653   1,063   

４ 賞与引当金  164   160   248   

５ 補助券引当金  102   127   118   

６ その他 ※２ 715   808   877   

流動負債合計   7,307 27.7  7,545 27.1  7,915 28.4 

Ⅱ 固定負債           

１ 退職給付引当金  408   437   421   

２ 役員退職慰労引当

金 
 304   318   310   

３ その他  158   186   173   

固定負債合計   871 3.3  942 3.4  905 3.2 

負債合計   8,178 31.0  8,488 30.5  8,821 31.6 

           

 



  
前中間会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
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   3,958 15.0  3,958 14.2  3,958 14.2 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  4,315   4,315   4,315   

資本剰余金合計   4,315 16.4  4,315 15.5  4,315 15.5 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  227   227   227   

２ 任意積立金  8,630   9,830   8,630   

３ 中間（当期）未処

分利益 
 1,218   1,129   2,091   

利益剰余金合計   10,075 38.2  11,186 40.2  10,948 39.3 

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
  70 0.3  118 0.5  91 0.3 

Ⅴ 自己株式   △242 △0.9  △244 △0.9  △243 △0.9 

資本合計   18,178 69.0  19,333 69.5  19,070 68.4 

負債・資本合計   26,356 100.0  27,822 100.0  27,891 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   21,645 100.0  23,138 100.0  44,683 100.0 

Ⅱ 売上原価   15,502 71.6  16,339 70.6  32,178 72.0 

売上総利益   6,142 28.4  6,799 29.4  12,505 28.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   4,510 20.9  5,111 22.1  9,504 21.3 

営業利益   1,631 7.5  1,687 7.3  3,001 6.7 

Ⅳ 営業外収益 ※１  164 0.8  194 0.9  369 0.8 

Ⅴ 営業外費用 ※２  12 0.0  14 0.1  23 0.0 

経常利益   1,784 8.3  1,867 8.1  3,346 7.5 

Ⅵ 特別利益    － －  － －  1 0.0 

Ⅶ 特別損失 
※３ 
※４ 
   52 0.3  429 1.9  88 0.2 

税引前中間（当
期）純利益   1,731 8.0  1,438 6.2  3,260 7.3 

法人税、住民税及
び事業税  735   615   1,499   

法人税等調整額  3 739 3.4 1 617 2.7 △105 1,394 3.1 

中間（当期）純利
益   992 4.6  821 3.5  1,865 4.2 

前期繰越利益   225   308   225  

中間（当期）未処
分利益   1,218   1,129   2,091  

           



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10月１日 
至 平成17年３月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

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 

 1,731 1,438 3,260 

減価償却費  264 299 574 

賃借料  1 1 1 

受取家賃  △116 △142 △253 

広告宣伝用資産受贈
益 

 △10 △13 △23 

貸倒引当金の増加額  － 0 0 

補助券引当金の増減
額(△減少) 

 △35 9 △19 

賞与引当金の増減額
(△減少) 

 △36 △88 48 

退職給付引当金の増
加額 

 14 16 27 

役員退職慰労引当金
の増加額 

 3 7 9 

受取利息及び受取配
当金 

 △1 △4 △9 

固定資産売却益  － － △1 

固定資産売却損  － － 2 

固定資産除却損  51 19 79 

減損損失  － 404 － 

会員権評価損  0 － 0 

店舗解約違約金  1 3 6 

売上債権の増加額  △97 △123 △93 

たな卸資産の増加額  △336 △669 △667 

仕入債務の増加額  108 187 161 

未払消費税等の増減
額(△減少) 

 6 △55 19 

その他の資産の増減
額（△増加） 

 23 △62 △3 

その他の負債の増減
額(△減少) 

 12 △16 159 

役員賞与の支払額  △57 △46 △57 

 



  
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

小計  1,528 1,167 3,222 

利息及び配当金の受
取額 

 1 4 9 

家賃の受取額  115 142 252 

店舗解約違約金の支
払額 

 △8 － △8 

法人税等の支払額  △534 △993 △1,036 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 1,102 320 2,438 

 



  
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

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 

 △2,810 △10 △5,623 

定期預金の払戻によ
る収入 

 3,800 1,410 6,613 

有価証券の取得によ
る支出 

 △999 － △2,999 

有価証券の償還によ
る収入 

 － 999 1,999 

有形固定資産の取得
による支出 

 △176 △928 △1,151 

有形固定資産の売却
による収入 

 － 113 0 

無形固定資産の取得
による支出 

 △69 △60 △88 

投資有価証券の取得
による支出 

 － － △3 

出資金の取得による
支出 

 △0 － △0 

出資金の売却による
収入 

 0 0 0 

長期前払費用の取得
による支出 

 △78 △30 △69 

保証金の差入による
支出 

 △167 △356 △289 

保証金の返還による
収入 

 261 130 387 

長期貸付金（建設協
力金）の貸付けによ
る支出 

 △59 △93 △371 

長期貸付金（建設協
力金）の回収による
収入 

 5 19 13 

その他の投資の減少
額 

 0 0 0 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △294 1,194 △1,582 

 



  
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

自己株式の取得によ
る支出 

 △0 △1 △1 

配当金の支払額  △322 △536 △322 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △322 △537 △324 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額 

 484 977 531 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 3,382 3,913 3,382 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

 3,867 4,891 3,913 

     



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16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

その他有価証券 

時価のあるもの 

  中間決算末日の市場価格等

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） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

同左 

  

  

  

  

時価のないもの 

同左 

 期末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） 

時価のないもの 

同左 

(2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

①商品 

 売価還元法による原価法 

 ただし、調剤薬品について

は総平均法による原価法 

①商品 

同左 

①商品 

同左 

②貯蔵品 

 最終仕入原価法 

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 ２ 固定資産の減価償却の方法 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

降に取得した建物（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、耐用年数および残存価

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。 

(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 

 定額法によっております。 

 なお、耐用年数については、

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。 

 ただし、営業権については商

法施行規則第33条に基づく取得

時より５年間の均等償却処理を

行っております。また、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）長期前払費用 

 定額法によっております。 

 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。 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

同左 

 



前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

３ 引当金の計上基準 ３ 引当金の計上基準 ３ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上する方法によっており

ます。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支払に備えるため、将来の支

給見込額のうち当中間会計期間

の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 

 従業員に対して支給する賞与

の支払に備えるため、将来の支

給見込額のうち当期の負担額を

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、当期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。 

 数理計算上の差異について

は、各期の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（３年）による按分額

をそれぞれ発生年度より費用処

理しております。 

(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、当期末における退職給付債

務の見込額に基づき、当期末に

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。 

 数理計算上の差異について

は、各期の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（３年）による按分額

をそれぞれ発生年度より費用処

理しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退任による退職慰労金

の支給に備えるため、内規に基

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 

 役員の退任による退職慰労金

の支給に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上してお

ります。 

(5）補助券引当金 

商品の販売に伴い、顧客に付

与したポイント及びポイントに

より交付したお買物補助券の利

用に備えるため、当中間会計期

間末において将来利用すると見

込まれる額に原価率を乗じた金

額を計上しております。 

(5）補助券引当金 

同左 

(5）補助券引当金 

商品の販売に伴い、顧客に付与

したポイント及びポイントによ

り交付したお買物補助券の利用

に備えるため、当期末において

将来利用すると見込まれる額に

原価率を乗じた金額を計上して

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

に準じた会計処理方法によってお

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 

 



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 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

５ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 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

か月以内に償還期限の到来する短

期投資であります。 

５ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 

５ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

同左 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

       ────── 

 (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間より、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、4０4百

万円を減損損失として特別損失に計上

いたしました。 

  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。  

       ────── 

前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度末 
（平成17年９月30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 

2,405百万円 2,662百万円 2,570百万円

※２ 消費税等の取扱 

 仮受消費税等と仮払消費税等は

相殺のうえ流動負債のその他に68

百万円含めて表示しております。 

※２ 消費税等の取扱 

 仮受消費税等と仮払消費税等は

相殺のうえ流動負債のその他に25

百万円含めて表示しております。 

※２    ────── 

           

   



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30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 1百万円 

受取家賃 116百万円 

広告宣伝用資産

受贈益 
10百万円 

受取利息 3百万円

受取家賃 142百万円

広告宣伝用資産

受贈益 
13百万円

受取利息 5百万円

受取家賃 253百万円

広告宣伝用資産

受贈益 
23百万円

※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 

盗難損失 5百万円 盗難損失 8百万円 盗難損失 10百万円

※３     ――――― ※３ 特別損失の主要項目 ※３     ―――――  

     減損損失 404百万円      

※４     ――――― ※４ 減損損失 ※４     ―――――  

   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。          

                     

  

  

  

場 所 用 途 種 類 減損額(百万円) 

東京都 

  9件  

店舗及び遊

休資産  

土地、建物、

その他 
364

埼玉県  

  3件 
  店  舗  

建物、その

他  
22

その他  

  2件 
  店 舗  

建物、その

他   
17

  

    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、遊

休資産については物件単位ごとにグルー

ピングしております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマ

イナスである資産グループ及び土地等の

時価の下落が著しい資産グループについ

ては、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額 404百万円を減損損失と

して特別損失に計上いたしました。 

その内訳は次のとおりであります。 

  

 建  物 79百万円

土  地 254百万円

そ の 他 70百万円

 

   なお、資産グループごとの回収可能価

額は正味売却価額と使用価額のうち、い

ずれか高い方の金額で測定しております

。重要性の高い資産グループの不動産に

ついての正味売却価額は、売却約定価額

もしくは路線価に基づく評価額及び固定

資産税評価額を基準とし、使用価値は将

来キャッシュフローを7.4％で割り引い

て算出しております。 

  

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 204百万円 

無形固定資産 26百万円 

有形固定資産 238百万円

無形固定資産 28百万円

有形固定資産 454百万円

無形固定資産 52百万円



（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10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

現金及び預金勘定  

 4,688百万円 

預入期間が３か月を 

超える定期預金 

 △1,423百万円 

MMF（有価証券勘定）  

 602百万円 

現金及び現金同等物  

 3,867百万円 

現金及び預金勘定  

 3,415百万円

預入期間が３か月を 

超える定期預金 

 △23百万円

MMF（有価証券勘定）  

 1,499百万円

現金及び現金同等物  

 4,891百万円

現金及び預金勘定  

 3,735百万円

預入期間が３か月を 

超える定期預金 

 △1,423百万円

MMF（有価証券勘定）  

 1,602百万円

現金及び現金同等物  

 3,913百万円



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

1.  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース

取引（借主側） 

1. リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース

取引（借主側） 

1. リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース

取引（借主側） 

 (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 

 (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

累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

有形固定
資産 
その他 

509 166 342 

無形固定
資産 

409 129 279 

合計 918 296 622 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

有形固定
資産 
その他 

500 258 242 

無形固定
資産 

405 203 201 

合計 906 461 444 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

有形固定
資産 
その他 

500 208 292 

無形固定
資産 

402 163 239 

合計 903 371 531 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しておりま

す。 

（注）同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額  (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等  (2) 未経過リース料期末残高相当額 

      未経過リース料中間期末残高相当額    

１年内 180百万円 

１年超 441百万円 

合計 622百万円 

１年内 177百万円 

１年超 267百万円 

合計 444百万円 

１年内 178百万円 

１年超 353百万円 

合計 531百万円 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

（注）同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額  (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 92百万円 

減価償却費相当額 92百万円 

支払リース料 90百万円 

減価償却費相当額 90百万円 

支払リース料 182百万円 

減価償却費相当額 182百万円 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法  (4) 減価償却費相当額の算定方法  (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。 

同左 同左 

2. オペレーティング・リース取引 2. オペレーティング・リース取引 2. オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料  未経過リース料  未経過リース料 

１年内 32百万円 

１年超 291百万円 

合計 324百万円 

１年内 32百万円 

１年超 258百万円 

合計 291百万円 

１年内 32百万円 

１年超 274百万円 

合計 307百万円 

   

    (減損損失について)  

    リース資産に配分された減損損失はあり  

  ません。 

  



（有価証券関係） 

（前中間会計期間末） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

（当中間会計期間末） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 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 
（平成17年３月31日） 

取得原価（百万円） 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 157 276 119 

合計 157 276 119 

 

前中間会計期間 
（平成17年３月31日） 

中間貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 0 

ＭＭＦ 602 

コマーシャルペーパー 999 

合計 1,602 

 

当中間会計期間 
（平成18年３月31日） 

取得原価（百万円） 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 157 356 199 

合計 157 356 199 

 

当中間会計期間 
（平成18年３月31日） 

中間貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 3 

コマーシャルペーパー 1,499 

    

合計 1,503 



（前事業年度末） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間 

 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 

 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。 

前事業年度 

 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。 

（持分法損益等） 

 

前事業年度 
（平成17年９月30日） 

取得原価（百万円） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額（百万円） 

株式 157 311 154 

合計 157 311 154 

 

前事業年度 
（平成17年９月30日） 

貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 3 

ＭＭＦ 602 

コマーシャルペーパー 1,999 

合計 2,605 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

該当事項はありません。 同左 同左 



（１株当たり情報） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１株当たり純資産額 1,691円23銭 1,798円91銭 1,770円07銭 

１株当たり中間（当期）純

利益金額 

  92円36銭 76円40銭 169円30銭 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 

潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

     同左       同左 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

中間(当期)純利益（百万

円） 
992 821 1,865 

普通株主に帰属しない金額

（百万円） 
－ － 46 

普通株式に係る中間(当期)

純利益（百万円） 
992 821 1,819 

期中平均株式数（千株） 10,748 10,747 10,748 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

該当事項はありません。 同左 同左 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



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54期）（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月26日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年６月10日

株式会社セイジョー   

 取締役会 御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 梅澤 厚廣  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 中村 雅一  印 

 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

社セイジョーの平成16年10月１日から平成17年９月30日までの第54期事業年度の中間会計期間（平成16年10月１日から平

成17年３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、株式会社セイジョーの平成17年３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16年10月１

日から平成17年３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 

 ※ 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、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年６月９日

株式会社セイジョー   

 取締役会 御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 高山 秀廣  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 中村 雅一  印 

 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

社セイジョーの平成17年10月１日から平成18年９月30日までの第55期事業年度の中間会計期間（平成17年10月１日から平

成18年３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、株式会社セイジョーの平成18年３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17年10月１

日から平成18年３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

係る会計基準を適用している。 

 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 

 ※ 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、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 
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