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問い合わせ先 責任者役職名  取締役（管理部門担当）
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決算取締役会開催日 平成18年２月20日 中間配当制度の有無 有

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

１．平成17年12月中間期の業績（平成17年７月１日～平成17年12月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月中間期 1,902 (　 6.5) 39 (  14.1) 61 (  72.6)

16年12月中間期 1,785 (　14.0) 34 (△41.5) 35 (△39.5)

17年６月期 4,425 355 369

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12月中間期 388 (  －  ) 51 92

16年12月中間期 27 (△23.2) 3 63

17年６月期 232 28 38

（注）①期中平均株式数 17年12月中間期 7,488,894株 16年12月中間期 7,488,460株 17年６月期 7,488,460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

円 銭 円 銭

17年12月中間期 0 00 　　　　――――――

16年12月中間期 0 00 　　　　――――――

17年６月期 　　　　―――――― 7 50

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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12月中間期 4,948 2,332 47.1 309 87

16年12月中間期 4,473 1,790 40.0 239 16

17年６月期 4,328 1,996 46.1 263 94

（注）①期末発行済株式数 17年12月中間期 7,528,460株 16年12月中間期 7,488,460株 17年６月期 7,488,460株

②期末自己株式数 17年12月中間期 －株 16年12月中間期 －株 17年６月期 －株

２．平成18年６月期の業績予想（平成17年７月１日～平成18年６月30日）  

 売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 5,303  380  584  7 50 7 50

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　74円99銭

※　上記に記載した予想数値は、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、多分に不確定な要素を含んで

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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の８ページをご参照ください。
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５．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間会計期間末
（平成17年12月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※２ 187,412 215,155 169,039

２．受取手形 ※４ 12,572 15,969 16,744

３．売掛金 679,004 817,158 410,718

４．たな卸資産 160,775 201,792 137,547

５．繰延税金資産 24,986 37,588 31,621

６．その他 24,965 50,845 33,836

貸倒引当金 △21,067 △22,726 △16,572

流動資産合計 1,068,649 23.9 1,315,784 26.6 247,134 782,934 18.1

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物 ※２ 300,209 283,152 291,382

２．供給設備 707,941 867,710 799,378

３．土地 ※２ 1,055,558 1,071,563 1,055,558

４．その他 154,115 204,652 162,192

有形固定資産
合計

2,217,825 2,427,079 209,253 2,308,511

(2）無形固定資産

１．営業権 346,785 247,703 297,244

２．その他 64,901 57,540 59,838

無形固定資産
合計

411,686 305,244 △106,442 357,082

(3）投資その他の
資産

１．投資有価証
券

9,043 6,178 9,757

２．関係会社株
式

552,190 570,047 583,850

３．関係会社出
資金

65,455 172,066 127,875

４．繰延税金資
産

98,435 102,440 111,601

５．その他 48,702 49,321 46,666

投資その他の
資産合計

773,826 900,054 126,227 879,750

固定資産合計 3,403,338 76.1 3,632,377 73.4 229,038 3,545,345 81.9

Ⅲ　繰延資産 1,975 0.0 － － △1,975 － －

資産合計 4,473,963 100.0 4,948,161 100.0 474,197 4,328,279 100.0
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前中間会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間会計期間末
（平成17年12月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 ※４ 116,948 108,495 63,933

２．買掛金 415,243 528,889 152,842

３．短期借入金 ※２ 567,560 542,080 483,320

４．一年以内償還
予定の社債

 350,000 － 350,000

５．未払金 61,492 80,967 65,001

６．未払法人税等 28,000 264,000 129,000

７．未払消費税等 18,441 3,430 44,917

８．賞与引当金 46,990 35,567 44,395

９．その他 13,634 155,250 24,426

流動負債合計 1,618,310 36.2 1,718,680 34.8 100,369 1,357,835 31.4

Ⅱ　固定負債

１．社債 250,000 250,000 250,000

２．長期借入金 ※２ 621,730 449,650 521,460

３．退職給付引当
金

73,864 88,759 85,268

４．役員退職慰労
引当金

68,494 67,460 71,068

５．匿名組合損失
未払金

39,368 32,400 36,307

６．その他 11,236 8,360 9,798

固定負債合計 1,064,694 23.8 896,630 18.1 △168,063 973,903 22.5

負債合計 2,683,005 60.0 2,615,311 52.9 △67,693 2,331,739 53.9

（資本の部）

Ⅰ　資本金 451,665 10.1 463,185 9.4 11,520 451,665 10.4

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 441,376 452,856 441,376

資本剰余金合計 441,376 9.8 452,856 9.1 11,480 441,376 10.2

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 19,106 19,106 19,106

２．任意積立金 753,779 912,731 753,779

３．中間（当期）
未処分利益

124,503 483,528 329,837

利益剰余金合計 897,388 20.1 1,415,366 28.6 517,977 1,102,723 25.5

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

528 0.0 1,442 0.0 914 775 0.0

資本合計 1,790,958 40.0 2,332,850 47.1 541,891 1,996,540 46.1

負債資本合計 4,473,963 100.0 4,948,161 100.0 474,197 4,328,279 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 1,785,800 100.0 1,902,191 100.0 116,391 4,425,077 100.0

Ⅱ　売上原価 860,931 48.2 999,114 52.5 138,183 2,339,638 52.9

売上総利益 924,868 51.8 903,076 47.5 △21,792 2,085,438 47.1

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

890,544 49.9 863,905 45.4 △26,638 1,729,971 39.1

営業利益 34,324 1.9 39,170 2.1 4,846 355,466 8.0

Ⅳ　営業外収益 ※１ 22,153 1.3 39,993 2.1 17,839 54,934 1.3

Ⅴ　営業外費用 ※２ 20,735 1.2 17,477 1.0 △3,258 40,544 0.9

経常利益 35,741 2.0 61,686 3.2 25,944 369,856 8.4

Ⅵ　特別利益 ※３ 17,358 1.0 616,120 32.4 598,761 35,601 0.8

Ⅶ　特別損失 ※４ 7,346 0.4 24,694 1.3 17,348 11,197 0.3

税引前中間
（当期）純利
益

45,754 2.6 653,112 34.3 607,358 394,260 8.9

法人税、住民
税及び事業税

25,927 261,564 189,067

法人税等調整
額

△7,345 18,581 1.1 2,741 264,305 13.9 245,723 △27,313 161,753 3.6

中間（当期）
純利益

27,172 1.5 388,806 20.4 361,634 232,506 5.3

前期繰越利益 97,331 94,722 97,331

中間（当期）
未処分利益

124,503 483,528 329,837
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式 

総平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式 

同左

(1）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）たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品

同左

(2）たな卸資産

商品

同左

未成工事支出金

個別法による原価法

未成工事支出金

同左

未成工事支出金

同左

貯蔵品

移動平均法による原価法

貯蔵品

同左

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（附属設備を

除く）は定額法によっておりま

す。

　また、取得価額が10万円以

上20万円未満の少額減価償却資

産については、３年間で均等償

却しております。 

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

　建物　　　　　　22～38年

　供給設備　　　　３～10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（附属設備を

除く）及び供給設備については

定額法によっております。

　また、取得価額が10万円以

上20万円未満の少額減価償却資

産については、３年間で均等償

却しております。

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

　建物　　　　　　22～38年

　供給設備　　　　３～10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（附属設備を

除く）は定額法によっておりま

す。

　また、取得価額が10万円以

上20万円未満の少額減価償却資

産については、３年間で均等償

却しております。 

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

　建物　　　　　　22～38年

　供給設備　　　　３～10年

(2）無形固定資産

定額法

　なお、営業権については、５

年間で均等償却しております。

　また、自社利用のソフトウエ

アについては、社内における見

込利用可能期間（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

　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。

(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

支出に充てるため、支給予想額に

基づき計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

(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

（38,398千円）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、

当期末における退職給付債務及び

年金資産に基づき、計上しており

ます。

　なお、会計基準変更時差異

（38,398千円）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

　役員の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

　役員退職慰労金制度廃止日（平

成17年９月29日開催の第46回定

時株主総会の日）までの在任期間

に応じた役員退職慰労金支給予定

額について計上しております。 

（追加情報）

　平成17年９月29日開催の第46

回定時株主総会において役員退職

慰労金制度廃止に伴う打切り支給

が承認可決され、平成17年10月

12日開催の取締役会並びに監査役

協議会において従来の役員退職慰

労金規程に基づく役員退職慰労金

制度廃止日（平成17年９月29日開

催の第46回定時株主総会の日）ま

での在任期間に応じた役員退職慰

労金について具体的な金額を決定

したため、当該金額を役員退職慰

労引当金として計上しております。

　これにより、同取締役会及び監

査役協議会において決定した特別

功労加算金19,220千円を特別損失

に計上しております。

　なお、重任された取締役４名及

び在任中の監査役１名に対する役

員慰労引当金については、それぞ

れ退任時に株主総会の承認を条件

に支給することとしております。

(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、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

４．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。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の

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。

５．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

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利キャップ取引及び金利ス

ワップ取引は、特例処理の要件を

満たしているため、特例処理に

よっております。

(1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引は、特例処理

の要件を満たしているため、特例

処理によっております。

(1）ヘッジ会計の方法

　金利キャップ取引及び金利ス

ワップ取引は、特例処理の要件を

満たしているため、特例処理に

よっております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…

金利キャップ取引

金利スワップ取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…

金利スワップ取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…

金利キャップ取引

金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金 ヘッジ対象…借入金 ヘッジ対象…借入金

(3）ヘッジ方針

　金利変動リスクを回避するため

にデリバティブ取引を行っており

ます。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっている金利

キャップ取引及び金利スワップ取

引については、有効性の評価を省

略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっている金利ス

ワップ取引については、有効性の

評価を省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっている金利

キャップ取引及び金利スワップ取

引については、有効性の評価を省

略しております。

７．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

(1）匿名組合への参加と会計処理

　当社は航空機の購入及びレバ

レッジド・リースを目的とした匿

名組合への参加契約を締結し、

54,335千円を出資しております。

　当社の出資に係る匿名組合の持

分を適正に評価するため、当社の

負担すべき投資損益を出資金から

直接控除し、出資金額を超える投

資損失累計額が生じた場合は、負

債として計上しております。

(1）匿名組合への参加と会計処理

同左

(1）匿名組合への参加と会計処理

同左

(2）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(2）消費税等の会計処理

同左

(2）消費税等の会計処理

同左

(3）利益処分項目等の取扱いに関す

る事項

　中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当事業年度

において予定している利益処分に

よる特別償却準備金の積立及び取

崩しを前提として、当中間会計期

間に係る金額を計算しております。

(3）利益処分項目等の取扱いに関す

る事項

同左

―――――
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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

前中間会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６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。これによる損益に与える影

響はありません。

――――――

―――――― （固定資産の減価償却の方法の変更）

　従来、有形固定資産の供給設備については

定率法によっておりましたが、当中間会計期

間より定額法に変更いたしました。

　この変更は、主としてマンション等オーナー

向けに一定の契約年数の利用を前提に建設さ

れる供給設備については、当該投下資本が毎

期の取引数量に応じてほぼ一定額で回収され

ているため、各期に減価償却費を均等に配分

することにより、収益と費用をより適切に対

応させるために行ったものであります。

　この結果、従来の方法によった場合と比較

して当中間会計期間の減価償却費は40,351千

円減少し、営業利益、経常利益及び税引前中

間純利益はそれぞれ同額増加しております。

――――――

追加情報

前中間会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30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2,507千円については、販売費及び一

般管理費に計上しております。

―――――― 　「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、当期から「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

6,410千円については、販売費及び一般管理費

に計上しております。
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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12月31日）

当中間会計期間末
（平成17年12月31日）

前事業年度末
（平成17年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

1,617,643千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

1,772,995千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

1,725,527千円であります。

※２　担保に供している資産及び担保付債務

は以下のとおりであります。

(イ）担保に供している資産

※２　担保に供している資産及び担保付債務

は以下のとおりであります。

(イ）担保に供している資産

※２　担保に供している資産及び担保付債務

は以下のとおりであります。

(イ）担保に供している資産

建物        96,351千円

土地        305,299千円

計        401,650千円

建物 88,922千円

土地 305,299千円

計 394,222千円

建物        92,452千円

土地          305,299千円

計           397,751千円

(ロ）担保付債務 (ロ）担保付債務 (ロ）担保付債務

短期借入金        103,280千円

長期借入金        340,120千円

計        443,400千円

短期借入金 222,040千円

長期借入金     348,080千円

計    570,120千円

短期借入金     203,280千円

長期借入金           281,540千円

計 484,820千円

　上記の他、定期預金100,000千円を不

動産売買契約に係る銀行保証の担保に

供しております。

３　偶発債務

保証債務

　次の関係会社について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行っており

ます。

３　偶発債務

保証債務

　次の関係会社等について、金融機関

からの借入に対し債務保証を行ってお

ります。

３　偶発債務

保証債務

　次の関係会社について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行っており

ます。

朝日設備㈱        197,225千円 朝日設備㈱   179,998千円

㈱中浜商店   100,000千円

㈱プリフォーム 30,000千円

　計 309,998千円

朝日設備㈱    173,433千円

※４　中間期末日満期手形

　中間会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処

理しております。なお、当中間会計期間

の末日が金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれております。

※４　中間期末日満期手形

　中間会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処

理しております。なお、当中間会計期間

の末日が金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれております。

※４　　　　　─────

受取手形      1,096千円

支払手形      5,211千円

受取手形 1,131千円

支払手形      4.600千円
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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７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息    156千円

受取配当金      5,991千円

賃貸収入      11,106千円

匿名組合投資利益      2,157千円

受取利息 159千円

受取配当金 9,114千円

賃貸収入 11,932千円

匿名組合投資利益     3,907千円

受託業務収入 10,736千円

受取利息 335千円

受取配当金 6,244千円

賃貸収入      23,074千円

匿名組合投資利益 5,219千円

受託業務収入 15,215千円

※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      7,927千円

社債利息      1,609千円

社債発行費償却      1,975千円

賃貸原価 6,456千円

支払利息 5,585千円

社債利息    1,480千円

賃貸原価 6,621千円

支払利息     15,018千円

社債利息 3,215千円

社債保証料 3,699千円

社債発行費償却      3,951千円

賃貸原価    13,750千円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

供給設備売却益 17,358千円 供給設備売却益 16,622千円

関係会社株式売却益 599,497千円

供給設備売却益 35,601千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

店舗設備売却損 3,506千円

過年度退職給付費用      3,839千円

役員退職慰労金  24,117千円 店舗設備売却損  3,506千円

過年度退職給付費用 7,679千円

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   100,022千円

無形固定資産      61,167千円

有形固定資産 73,651千円

無形固定資産  60,958千円

有形固定資産 222,924千円

無形固定資産 122,671千円

①　リース取引

　当社は、証券取引法第27条の30の6の規定に基づき電子開示手続きを行っておりますので、記載を省略しており

ます。

②　有価証券

前中間会計期間末（平成16年12月31日現在）

子会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

ウェルネット株式会社 514,665 11,373,080 10,858,415

当中間会計期間末（平成17年12月31日現在）

子会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

ウェルネット株式会社 480,562 10,940,770 10,460,207

前事業年度末（平成17年６月30日現在）

子会社株式で時価のあるもの

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

ウェルネット株式会社 514,665 9,326,650 8,811,985
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（１株当たり情報）

前中間会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

１株当たり純資産額 239.16 円

１株当たり中間純利益金額 3.63 円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
3.58 円

１株当たり純資産額 309.87 円

１株当たり中間純利益金額 51.92 円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
51.19 円

１株当たり純資産額 263.94 円

１株当たり当期純利益金額 28.38 円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
28.11 円

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。

前中間会計期間

(自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日)

当中間会計期間

(自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日)

前事業年度

(自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 27,172 388,806 232,506

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 20,000

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 27,172 388,806 212,506

期中平均株式数（千株） 7,488 7,488 7,488

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） 90 106 70

（うち新株予約権） (90) (106) (70)

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）純利益金額の算定に含めなかった潜在株式

の概要

－ － 新株予約権1種類（新株予

約権の数250個）

（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

(1）関係会社株式の取得

　平成17年１月５日開催の取締役会におい

て、有限会社〆の一髙野商店（函館市）の

全持分を取得し、子会社とすることを決議

し、同日社員名簿の名義書換が終了いたし

ました。また、1月21日に同社の増資を行う

とともに有限会社から株式会社への組織変

更をいたしました。

①　持分取得の目的

　当社は、エネルギー事業の規模拡大及び

競争力強化の同時実現を目的として、同業

他社等への投資活動、業務提携及びＭ＆Ａ

等を積極的に行う方針を掲げております。

　その一環として、昨年1月には函館地区で

エネルギー事業にかかる営業の譲受けによ

り当社支店を開設いたしました。今回、同

地区でのシナジーを強化するために、有限

会社〆の一髙野商店の全持分を取得するこ

とといたしました。

②　持分の取得先

　　個人１名

―――――― (1）関係会社株式の取得

　平成17年８月１日開催の当社取締役会に

おいて、株式会社中浜商店（北海道函館市）

の発行済全株式を取得し子会社とすること

を決議し、同日付で株式の取得が完了いた

しました。

①　株式取得の目的

　当社は、エネルギー事業の規模拡大の一

環として、函館地区に重点をおき活動して

参りました。その結果、平成16年1月の株式

会社ガスコープからの営業譲受け及び平成

17年1月の有限会社〆の一髙野商店（現　株

式会社〆の一髙野商店）の子会社化につづ

く第３のＭ＆Ａ案件として株式会社中浜商

店を子会社としました。

　これにより函館地区における当社及びグ

ループ会社のシェアが一層高まり、シナジー

を得やすい環境を整え、函館地区での営業

効率の向上を目指しております。

②　持分の取得先

　　個人１名
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前中間会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

③　買収する会社の概要

名称 有限会社〆の一髙野商店

事業内容 ＬＰガス、灯油、その他燃

料類の販売、燃焼機器類の

販売

事業規模 （平成16年６月期）

資本金 3,000千円

総資産 56,596千円

売上高 63,321千円

④　持分取得の時期

　　平成17年１月５日

⑤　取得後の出資口数、取得価額及び取得

後の当社持分比率

　　出資口数　             60口

　　取得価額　       24,660千円

　　取得後の持分比率    　100％

⑥　増資の金額及び増資後の発行済株式数、

当社持分比率

　　増資金額　        7,000千円

　　増資後の発行済株式数　200株

　　増資後の持分比率    　100％

③　買収する会社の概要

名称 株式会社中浜商店

事業内容 石油、ガスその他燃料類の

販売、燃焼器具類の販売

事業規模 （平成17年５月期）

資本金 10,000千円

総資産 78,819千円

売上高 210,179千円

④　持分取得の時期

　　平成17年８月１日

⑤　取得した株式数、取得価額及び取得後

の当社議決権割合

　　取得した株式数　20,000株

　　取得価額　　　　　 0千円

　　取得後の議決権割合 100％

(2）関係会社株式の売却

　平成17年８月22日開催の当社取締役会に

おいて、当社が所有する株式会社プリフォー

ム（札幌市白石区）の全株式を売却するこ

とを決議し、平成17年８月31日付で株式の

売却が完了いたしました。

①　株式売却の理由

　株式会社プリフォームは、平成11年7月の

設立以来、当社グループの一員としてリ

フォーム事業を展開して参りましたが、同

業界の競争激化により、伸び悩んでおりま

す。

　当社は、グループの経営効率改善に向け

て事業再編を推進していく中で、同社との

シナジーが希薄化しており、また同社の経

営改善も長期化するものと判断し、検討の

結果、当社グループより独立することとな

りました。

②　株式の売却先

　　吉田広道（株式会社プリフォーム専務

取締役）

③　売却する会社の概要

名称 株式会社プリフォーム

事業内容 住宅リフォーム

事業規模 （平成17年６月期）

資本金 10,000千円

総資産 212,735千円

売上高 952,392千円

④　株式売却の時期

　　平成17年８月31日

⑤　売却する株式数、売却価額、売却益及

び売却後の当社議決権割合

　　売却する株式数　　　200株

　　売却価額　     10,600千円

　　売却益　          600千円

　　売却後の議決権割合　  0％
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