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平成１８年５月期  個別中間財務諸表の概要 
平成１８年１月２０日 

 
会 社 名 株式会社ウッドフレンズ 上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ  
コ ー ド 番 号 ８８８６  本社所在都道府県  愛知県 
(ＵＲＬ http://www.woodfriends.co.jp)  

代 表 者 役  職  名 代表取締役社長  
 氏    名 前田 和彦  
問い合わせ先 責任者役職名 経営企画室長   
 氏    名 春田 広嗣 ＴＥＬ（０５２）９３７－０１９８  
決算取締役会開催日  平成１８年１月２０日 中間配当制度の有無   ○有  ・ 無 
中間配当支払開始日     ―――― 単元株制度採用の有無  有（1 単元 株） ・ ○無  
 
１．１７年１１月中間期の業績（平成１７年６月１日～平成１７年１１月３０日） 
(1) 経営成績                                 （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

１７年１１月中間期 
１６年１１月中間期 

百万円   ％ 

7,304（    45.6） 
5,017（    46.5） 

百万円   ％ 

276（    12.6） 
245（   886.6） 

百万円   ％ 

183（     7.2） 
171（    ―  ） 

１７年５月期 12,451             666             502             
 

 中 間 (当 期) 純 利 益 
1 株 当 た り 中 間 
( 当 期 ) 純 利 益 

 

１７年１１月中間期 
１６年１１月中間期 

百万円   ％ 

106（    49.8） 
70（    ―  ） 

円  銭 

28,673   54   
19,145   30   

 

１７年５月期 206             52,907   21    
(注) 1．期中平均株式数 17 年 11 月中間期 3,700 株  16 年 11 月中間期 3,700 株  17 年 5 月期 3,700 株 
 2．会計処理の方法の変更   ○有  ・ 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 

 
(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 

１７年１１月中間期 
１６年１１月中間期 

円  銭 

0  00  
0  00  

円  銭 

―――― 
―――― 

１７年５月期 ―――― 18,000  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 

１７年１１月中間期 
１６年１１月中間期 

百万円 

12,697      
10,899      

百万円 

2,087      
1,872      

％ 

16.4   
17.2   

円  銭 

564,138   07   
506,204   37   

１７年５月期 13,523      2,014      14.9   541,488   04   
(注) 1．期末発行済株式数 17 年 11 月中間期 3,700 株 16 年 11 月中間期 3,700 株 17 年 5 月期 3,700 株 
 2. 期末自己株式数 17 年 11 月中間期 ―― 株 16 年 11 月中間期 ―― 株 17 年 5 月期 ―― 株 

 
２．１８年５月期の業績予想（平成１７年６月１日～平成１８年５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 

16,132      
百万円 

629      
百万円 

355      
円 銭 

18,000 00 
円 銭 

18,000 00 
(参考)1 株当たり予想当期純利益（通期）  95,945 円 95 銭 
(注) 平成 18 年 5 月期の業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な

要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、業況の変化などにより業績予想と大きく異なる可能性があります。 
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６．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16年11月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成17年５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 ※２  901,462   983,877   824,153  

２ 完成工事未収入金   8,416   15,247   13,013  

３ 売掛金   11,570   5,996   11,653  

４ たな卸資産 ※２  8,206,842   9,252,239   9,583,026  

５ その他   192,721   339,101   491,348  

流動資産合計   9,321,012 85.5  10,596,463 83.5  10,923,196 80.8 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 ※１          

１ 建物 ※２  556,112   307,180   618,793  

２ 土地 ※２  721,810   1,196,446   1,531,692  

３ その他 ※２  4,198   164,419   158,505  

有形固定資産合計   1,282,120   1,668,046   2,308,991  

(2) 無形固定資産   9,113   9,833   9,250  

(3) 投資その他の資産 ※３  287,499   423,492   282,542  

固定資産合計   1,578,734 14.5  2,101,372 16.5  2,600,784 19.2 

資産合計   10,899,746 100.0  12,697,835 100.0  13,523,980 100.0 

           

 



― 26 ― 
 

 

  
前中間会計期間末 

(平成16年11月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成17年５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 工事未払金   1,295,467   755,903   1,223,167  

２ 買掛金   12,265   25,719   24,953  

３ １年内償還予定社債   20,000   220,000   20,000  

４ 短期借入金 ※２  4,374,698   5,720,450   6,360,450  

５ １年内返済予定 
  長期借入金 ※２  154,806   130,200   131,847  

６ 未払法人税等   44,416   63,508   176,847  

７ 未成工事受入金   402,195   146,031   106,227  

８ 完成工事補償引当金   29,700   82,620   82,100  

９ その他   125,274   165,670   151,145  

流動負債合計   6,458,824 59.2  7,310,104 57.6  8,276,737 61.2 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債   450,000   230,000   440,000  

２ 長期借入金 ※２  1,884,943   2,751,700   2,462,800  

３ その他   233,023   318,721   330,437  

固定負債合計   2,567,966 23.6  3,300,421 26.0  3,233,237 23.9 

負債合計   9,026,790 82.8  10,610,525 83.6  11,509,975 85.1 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   279,125 2.6  279,125 2.2  279,125 2.1 

Ⅱ 資本剰余金           

  資本準備金   269,495   269,495   269,495  

資本剰余金合計   269,495 2.5  269,495 2.1  269,495 2.0 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金   69,781   69,781   69,781  

２ 任意積立金   1,050,000   1,170,000   1,050,000  

３ 中間(当期) 
  未処分利益   171,403   215,814   306,822  

利益剰余金合計   1,291,184 11.8  1,455,595 11.5  1,426,603 10.5 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   33,151 0.3  83,095 0.6  38,782 0.3 

資本合計   1,872,956 17.2  2,087,310 16.4  2,014,005 14.9 

負債・資本合計   10,899,746 100.0  12,697,835 100.0  13,523,980 100.0 
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②中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５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   5,017,367 100.0  7,304,364 100.0  12,451,506 100.0 

Ⅱ 売上原価   4,190,728 83.5  6,360,236 87.1  10,460,550 84.0 

売上総利益   826,638 16.5  944,128 12.9  1,990,956 16.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   580,910 11.6  667,545 9.1  1,324,581 10.6 

営業利益   245,728 4.9  276,582 3.8  666,374 5.4 

Ⅳ 営業外収益 ※１  7,485 0.1  15,411 0.2  17,612 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２  82,052 1.6  108,480 1.5  181,884 1.5 

経常利益   171,162 3.4  183,514 2.5  502,103 4.0 

Ⅵ 特別損失 ※３  49,020 1.0  ― ―  138,126 1.1 

税引前中間(当期) 
純利益   122,141 2.4  183,514 2.5  363,976 2.9 

法人税、住民税 
及び事業税  41,741   61,534   214,314   

法人税等調整額  9,562 51,304 1.0 15,888 77,422 1.0 △56,594 157,720 1.2 

中間(当期)純利益   70,837 1.4  106,092 1.5  206,256 1.7 

前期繰越利益   100,565   109,722   100,565  

中間(当期)未処分 
利益   171,403   215,814   306,822  
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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６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方
法 

 (1) 子会社株式 
   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) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方
法 

 (1) 子会社株式 
同左 

 (2) その他有価証券 

   時価のあるもの 
同左 

１ 有価証券の評価基準及び評価方
法 

 (1) 子会社株式 
同左 

 (2) その他有価証券 

   時価のあるもの 
    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 

    移動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 たな卸資産の評価基準及び評価
方法 

 (1) 販売用土地・販売用建物・未
成工事支出金 

   個別法による原価法 

 (2) 商品・材料 
   月次移動平均法による原価法 

２ たな卸資産の評価基準及び評価
方法 

 (1) 販売用土地・販売用建物・未
成工事支出金 

同左 

 (2) 商品・材料 
同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価
方法 

 (1) 販売用土地・販売用建物・未
成工事支出金 

同左 

 (2) 商品・材料 
同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 

   定率法により償却しておりま
す。ただし、平成10年４月１
日以降に取得した建物(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、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。 

３ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 

同左 

３ 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 

   ソフトウェア(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 
   均等償却をしております。 

 (3) 長期前払費用 
同左 

 (3) 長期前払費用 
同左 

４ 繰延資産の処理方法 
  社債発行費は、支出時に全額費

用として処理しております。 

――― ４ 繰延資産の処理方法 
  社債発行費は、支出時に全額費

用として処理しております。 
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前中間会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

５ 引当金の計上基準 
 (1) 完成工事補償引当金 
   引渡済建物の瑕疵担保責任に

基づく補償費の支出に備える
ため、過去２年間の実績を基
礎に、将来の補償を加味した
金額を計上しております。 

５ 引当金の計上基準 
 (1) 完成工事補償引当金 

同左 

５ 引当金の計上基準 
 (1) 完成工事補償引当金 

同左 

 (2) 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算定した
回収不能見込額を、また貸倒
懸念債権等特定の債権につい
ては回収可能性に応じた個別
必要見積額を計上する方法に
よっております。 

 (2) 貸倒引当金 
同左 

 (2) 貸倒引当金 
同左 

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。 

６ リース取引の処理方法 
同左 

６ リース取引の処理方法 
同左 

７ 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。 

――― ７ ヘッジ会計の方法 
 (1) ヘッジ会計の方法 
   繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。 
 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ① ヘッジ手段 
    金利スワップ 
  ② ヘッジ対象 
    借入金利息 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ① ヘッジ手段 
    金利スワップ 
  ② ヘッジ対象 
    借入金利息 

 (3) ヘッジ方針 
   ヘッジ取引の実行及び管理

は、取引の運用に係る基本方
針を定め、担当役員ならびに
代表取締役の決裁を得て、管
理部の相互牽制と監督により
行っております。 

  (3) ヘッジ方針 
   個別案件ごとにヘッジ対象

を明確にし、当該ヘッジ対象
の金利変動リスクをヘッジ
することを目的として実施
することとしております。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 
   ヘッジ有効性評価はヘッジ開

始時から有効性判定時までの
期間においてヘッジ対象とヘ
ッジ手段のキャッシュ・フロ
ーの変動の累計を比較し、両
者の間に高い相関関係が認め
られております。 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 
   原則としてヘッジ開始時か

ら有効性判定時点までの期
間における、ヘッジ対象の相
場変動とヘッジ手段の相場
変動を比較し、両者の変動額
等を基礎として有効性を判
定しております。 

 (5) その他 
   取引契約先は、信用力の高い

金融機関であり、信用リスク
は極めて少ないものと認識し
ております。 

  (5) その他 
   取引契約先は、信用力の高い

金融機関であり、信用リスク
は極めて少ないものと認識
しております。 
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前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

８ 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 
 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、税抜方式を採用しており
ます。 

  なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動資産
の「その他」に計上しておりま
す。 

  また、控除対象外消費税等につ
いては、販売費及び一般管理費
に計上しております。 

８ 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 
 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、税抜方式を採用しており
ます。 

  なお、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」に計上しておりま
す。 

  また、控除対象外消費税等につ
いては、販売費及び一般管理費
に計上しております。 

８ その他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 
  税抜方式によっており、控除対

象外消費税等については、販売
費及び一般管理費に計上してお
ります。 

 

会計処理の変更 
 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31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。 
 これに伴う損益に与える影響はあ
りません。 

――― 
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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11月30日) 

当中間会計期間末 
(平成17年11月30日) 

前事業年度末 
(平成17年５月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

162,279千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

202,652千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

186,902千円 

※２ 担保に供している資産及びこ
れに対応する債務 

 (1) 担保に供している資産 

勘定科目 金額(千円) 

定期預金 112,000 

たな卸資産 5,623,576 

建物 414,491 

土地 721,810 

合計 6,871,877 
  

※２ 担保に供している資産及びこ
れに対応する債務 

 (1) 担保に供している資産 

勘定科目 金額(千円) 

たな卸資産 7,657,124 

建物 221,081 

土地 1,196,446 
有形固定資産 
「その他」 
(建設仮勘定) 

154,828 

合計 9,229,481 
  

※２ 担保に供している資産及びこ
れに対応する債務 

 (1) 担保に供している資産 

勘定科目 金額(千円) 

たな卸資産 7,089,256 

建物 520,625 

土地 1,531,692 
有形固定資産 
「その他」 
(建設仮勘定) 

154,266 

合計 9,295,839 
  

 (2) 対応する債務 

勘定科目 金額(千円) 

短期借入金 4,274,698 

１年内返済予定 
長期借入金 42,957 

長期借入金 1,718,543 

合計 6,036,198 
  

 (2) 対応する債務 

勘定科目 金額(千円) 

短期借入金 5,240,450 

１年内返済予定 
長期借入金 30,000 

長期借入金 1,975,500 

合計 7,245,950 
  

 (2) 対応する債務 

勘定科目 金額(千円) 

短期借入金 6,245,650 

１年内返済予定 
長期借入金 30,000 

長期借入金 2,346,500 

合計 8,622,150 
  

※３ 貸倒引当金直接控除額 
投資その他の資産 46,950千円

 

※３ 貸倒引当金直接控除額 
投資その他の資産 67,000千円

 

※３ 貸倒引当金直接控除額 
投資その他の資産 67,000千円

 
―――  ４ 保証債務 

   子会社の金融機関からの借入
金に対して次のとおり債務
保証を行っております。 

子会社 金額(千円) 

株式会社 
Design & 
Construction 

295,500 

合計 295,500 
  

 ４ 保証債務 

   販売顧客の金融機関からの借
入金158,100千円に対し債務
保証を行っております。 
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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６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取利息 578千円

受取手数料 5,465千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取利息 5,065千円

受取手数料 6,906千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取利息 2,946千円

受取手数料 10,541千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 
支払利息 71,496千円

社債発行費 3,000千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 
支払利息 104,617千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 
支払利息 167,848千円

社債発行費 3,000千円
 

※３ 特別損失のうち主要なもの 
固定資産除却損 32,495千円

貸倒引当金繰入額 13,950千円
 

――― ※３ 特別損失のうち主要なもの 
関係会社株式 
評価損 

53,999千円

貸倒引当金繰入額 34,000千円

固定資産除却損 33,405千円
 

 ４ 減価償却実施額 
有形固定資産 22,584千円

無形固定資産 1,183千円
 

 ４ 減価償却実施額 
有形固定資産 22,475千円

無形固定資産 1,306千円
 

 ４ 減価償却実施額 
有形固定資産 48,100千円

無形固定資産 2,459千円
 

 ５ 過去１年間の売上高 
   当社の売上高は、上半期に比

べて下半期に完成する工事の
割合が大きいため、事業年度
の上半期の売上高と下半期の
売上高に著しい相違があり、
上半期と下半期の業績に季節
的変動があります。 

   当中間期末にいたる１年間の
売上高は次のとおりでありま
す。 
前事業年度 
の下半期 6,429,325千円

当中間期 5,017,367千円

合計 11,446,693千円
 

 ５ 過去１年間の売上高 
   当社の売上高は、上半期に比

べて下半期に完成する工事の
割合が大きいため、事業年度
の上半期の売上高と下半期の
売上高に著しい相違があり、
上半期と下半期の業績に季節
的変動があります。 

   当中間期末にいたる１年間の
売上高は次のとおりでありま
す。 
前事業年度 
の下半期 7,434,139千円

当中間期 7,304,364千円

合計 14,738,503千円
 

――― 

 

リース取引関係  
 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５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 
 リース資産の事業内容における重
要性が低いこと及びリース契約１
件当たりの金額が少額なため、注
記の対象から除いております。 

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 

同左 

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 

同左 

 

有価証券関係 
 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式で、時価のあるものはありません。 


