
平成18年 2月24日平成18年 6月期 個別中間財務諸表の概要
上 場 会 社 名 工 藤 建 設 上 場 取 引 所 東

コ ー ド 番 号 176 4 本社所在都道府県 神 奈 川 県

（ＵＲＬ http://www.kudo.co.jp ）

代 表 者 役 職 名 代 表 取 締 役 社 長 氏 名 工 藤 　 英 司
問合せ先責任者 役 職 名 執 行 役 員 総 務 部 長

氏 名 前 田 　 義 仁 Ｔ Ｅ Ｌ (     )045 911－5300
中間決算取締役会開催日 平 成 18年  2月 24日 中 間 配 当 制 度 の 有 無 有
中間配当支払開始予定日 平 成 18年  3月 20日 単 元 株 制 度 採 用 の 有 無 有（１単元  1,000株）

1. 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

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        5,926   △39.9        △428 －         △522 －
16年12月中間期        9,857    30.3         311－          243－

17年 6月期       23,962－          878－          637－

1株 当 た り 中 間中間(当期)純利益 (当 期 )純 利 益
％ 円 銭百万円

17年12月中間期       △1,036－         △79.76
16年12月中間期           74－           5.69

17年 6月期           62－           4.83

(注 )1.期中平均株式数 17年12月中間期     12,991,497株 16年12月中間期     12,996,587株
17年 6月期     12,995,359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

( 2 )配当状況
(注 )17年12月中間期　中間配当金の内訳1株当たり中間配当金 1株当たり年間配当金

記念配当 － 円－銭円 銭 円 銭
17年12月中間期           2.50－ 特別配当 － 円－銭
16年12月中間期           5.00－

17年 6月期 －          10.00

( 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12月中間期       17,183        2,110     12.3        162.51
16年12月中間期       19,762        3,208     16.2        246.89

17年 6月期       15,966        3,133     19.6        241.14

(注 )1.期末発行済株式数 17年12月中間期     13,312,200株 16年12月中間期     13,312,200株
17年 6月期     13,312,200株

2.期末自己株式数 17年12月中間期        322,544株 16年12月中間期        316,445株
17年 6月期        319,144株

2. 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）

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       17,800          50        △500           2.50          5.00

(参考 ) 1株当たり予想当期純利益 (通期 )        △38円49銭
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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 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

   現金及び預金 ※３ 1,770,055 3,029,627  1,674,131

   受取手形   
 

8,230 193,963  9,660

   完成工事未収入金  421,419 772,248  771,537

   不動産事業未収入金  261,910 71,129  234,526

   販売用不動産  257,434 ―  ―

   未成工事支出金  4,175,390 2,879,300  1,595,557

   不動産事業支出金 ※３ 2,319,668 1,441,512  1,912,688

   材料貯蔵品  13,952 12,505  11,754

   繰延税金資産  407,270 395,458  372,885

   その他  1,059,519 1,124,964  840,627

   貸倒引当金  △61,201 △67,638  △63,556

   流動資産合計  10,633,649 53.8 9,853,071 57.3   7,359,813 46.1

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産 ※１  

    建物 ※３ 1,808,697 3,274,733  3,265,500

    土地 ※３ 2,486,352 1,641,043  2,032,792

    その他  60,126 174,170  173,822

    減価償却累計額 ※２ ― △1,745,376  △1,632,166

    有形固定資産合計  4,355,176 22.0 3,344,570 19.5 3,839,949 24.0

 ２ 無形固定資産  24,210 0.2 26,253 0.2 27,632 0.2

 ３ 投資その他の資産   

    投資有価証券 ※３ 493,865 612,162  477,735

    その他の関係会社有価 
    証券 

※３ 916,427 ―  944,207

    長期貸付金  397,256 366,436  369,081

    差入保証金 ※３ 2,683,520 2,717,238  2,717,786

    繰延税金資産  53,212 ―  52,761

    その他  534,491 624,534  537,282

    貸倒引当金  △329,013 △360,600     △359,571

    投資その他の資産合計  4,749,760 24.0 3,959,770 23.0 4,739,283 29.7

   固定資産合計  9,129,146 46.2 7,330,594 42.7 8,606,865 53.9

   資産合計  19,762,796 100.0 17,183,665 100.0 15,966,678 100.0
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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) 

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 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

   支払手形  611,483 433,953  753,473

   工事未払金  1,524,803 1,365,712  1,035,084

   不動産事業未払金  716 727       590 

   短期借入金 ※３ 3,245,730 3,955,300  3,409,400

１年以内償還予定社債 ※３ 50,000 157,600  207,600

   １年以内返済予定 
長期借入金 

※３ 1,753,052 1,330,764     1,493,112

   未払法人税等  12,823 3,541  20,956

   未成工事受入金  4,122,304 2,416,774  971,363

   不動産事業受入金  18,121 5,814  5,730

   完成工事補償引当金  47,592 19,668  68,483

   賞与引当金  62,300 77,062  76,250

   その他  334,568 266,532  280,160

   流動負債合計  11,783,496 59.6 10,033,450 58.4 8,322,204 52.1

Ⅱ 固定負債   

   社債 ※３ 1,500,000 1,334,800  1,313,600

   長期借入金 ※３ 1,674,797 2,121,003  1,565,671

   預り保証金  1,416,398 1,431,517    1,427,680 

繰延税金負債  ― 81,350  ―

   退職給付引当金  49,554 53,086  51,932

   その他  130,000 17,515  152,500

   固定負債合計  4,770,750 24.2 5,039,272 29.3 4,511,384 28.3

   負債合計  16,554,246 83.8 15,072,723 87.7 12,833,589 80.4
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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) 

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 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  867,500 4.4 867,500 5.1 867,500 5.4

Ⅱ 資本剰余金   

   資本準備金  549,500 549,500  549,500

   資本剰余金合計  549,500 2.8 549,500 3.2 549,500 3.4

Ⅲ 利益剰余金   

   利益準備金  149,062 149,062  149,062

   任意積立金  1,201,023 1,201,023  1,201,023

   中間(当期)未処分利益 
（△中間未処理損失） 

 449,409 △728,003  373,173

   利益剰余金合計  1,799,495 9.1 622,082 3.6 1,723,259 10.8

Ⅳ その他有価証券評価差額金  74,805 0.3 156,548 0.9 76,409 0.5

Ⅴ 自己株式  △82,750 △0.4 △84,688 △0.5 △83,579 △0.5

   資本合計  3,208,549 16.2 2,110,942 12.3 3,133,089 19.6

   負債資本合計  19,762,796 100.0 17,183,665 100.0 15,966,678 100.0
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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) 

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
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高    

   完成工事高  4,131,879 3,478,795 15,689,040 

   不動産事業売上高  5,547,030 2,093,527 7,850,668 

   その他事業売上高  178,720 9,857,630 100.0 354,046 5,926,369 100.0 423,020 23,962,729 100.0

Ⅱ 売上原価    

   完成工事原価 ※４ 3,725,786 3,246,567 14,107,765 

   不動産事業売上原価 ※４ 5,049,966 2,144,373 7,285,395 

   その他事業売上原価 ※４ 180,910 8,956,663 90.9 358,806 5,749,746 97.0 462,368 21,855,529 91.2

  売上総利益    

   完成工事総利益  406,092 232,228 1,581,275 

   不動産事業総利益 
   （△不動産事業 
   総損失） 

 497,064 △50,846 565,272 

   その他事業総利益 
   （△その他事業 
   総損失） 

 △2,189 900,967 9.1 △4,759 176,622 3.0 △39,348 2,107,199 8.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※４  589,588 5.9 604,753 10.2  1,228,328 5.1

   営業利益 
   （△営業損失） 

  311,378 3.2 △428,131 △7.2  878,871 3.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  140,196 1.4 53,880 0.9  168,564 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２  207,827 2.1 147,879 2.5  409,557 1.7

   経常利益 
   (△経常損失) 

  243,747 2.5 △522,131 △8.8  637,878 2.7

Ⅵ 特別利益   ― ― ― ―  ― ―

Ⅶ 特別損失 ※3,5  50,567 0.5 452,239 7.6  411,661 1.8

   税引前中間(当期） 
純利益(税引前中間 
純損失△) 

  193,180 2.0 △974,370 △16.4  226,217 0.9

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 1,826 4,398 12,368 

   法人税等追徴税額  18,263 ― 18,263 

   法人税等調整額  99,080 119,170 1.2 57,442 61,840 1.1 132,833 163,465 0.7

   中間(当期)純利益 
   (中間純損失△) 

  74,009 0.8 △1,036,211 △17.5  62,752 0.2

   前期繰越利益   375,400 308,208  375,400

   中間配当額   ― ―  64,978

   中間(当期) 
   未処分利益 

（△未処理損失）  
  449,409 △728,003  373,173
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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 

 

たな卸資産 

 販売用不動産 

  個別法による低価法 

 未成工事支出金 

  個別法による原価法 

 不動産事業支出金 

  個別法による原価法 

 材料貯蔵品 

  移動平均法による原価

法 

たな卸資産 

 販売用不動産 

同左 

 未成工事支出金 

同左 

 不動産事業支出金 

同左 

 材料貯蔵品 

同左 

たな卸資産 

 販売用不動産 

同左 

 未成工事支出金 

同左 

 不動産事業支出金 

同左 

 材料貯蔵品 

同左 

 有価証券 

 子会社株式 

  移動平均法による原価

法 

 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) 

有価証券 

 子会社株式 

同左 

 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

有価証券 

 子会社株式 

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、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 重要な減価償却資

産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

建物    10年～47年

その他   ２年～15年

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

 無形固定資産 

定額法 

なお、償却年数について

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、ソフトウ

エア（自社利用分）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。 

無形固定資産 

     同左 

無形固定資産 

     同左 

 長期前払費用(投資その他

の資産) 

 定額法 

 

長期前払費用(投資その他

の資産) 

同左 

長期前払費用(投資その他

の資産) 

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 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に

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。 

貸倒引当金 

同左 

 

貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

完成工事補償引当金 

 完成工事に係る瑕疵担保

の費用に備えるため、過

去２年間の実績を基礎に

計上しております。 

完成工事補償引当金 

同左 

完成工事補償引当金 

同左 

 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備

えるため、支給見込額を

計上しております。 

賞与引当金 

同左 

賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備

えるため、翌期における

支給見込額のうち当期負

担分を計上しておりま

す。 

 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、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

の一定の年数(10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。 

退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、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

の一定の年数(10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。 

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

ース取引につきましては、

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 
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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) 

５ ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 

金利キャップ及び金利ス

ワップを締結しておりま

す。ただし、特例処理の

要件を満たしております

ので、特例処理を採用し

ております。 

ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理の方法に

よっております。ただ

し、金利キャップの特例

処理の要件を充たす金利

キャップにつきまして

は、特例処理を採用して

おります。 

ヘッジ会計の方法 

    同左 

 ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワッ

プ取引及び

金利キャッ

プ取引 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…同左 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…同左 

 ヘッジ対象 

…変動金利借入金 

ヘッジ対象 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

 ヘッジ方針 

 金利スワップ取引及び金

利キャップ取引は、金利

変動のリスクヘッジに利

用することを基本として

おり、投機目的のデリバ

ティブ取引は行わない方

針であります。 

ヘッジ方針 

同左 

 

ヘッジ方針 

同左 

 ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理の要件を満たし

ているため、有効性の評

価を省略しております。

ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象

の時価変動額比率によっ

て有効性を評価し、６ケ

月毎に有効性の検証を実

施しております。なお、

有効性の評価には、オプ

ションの時間的価値等を

含んだ包括的な時価を採

用しております。ただ

し、特例処理によってい

る金利キャップについて

は、有効性の評価を省略

しております。 

ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６ 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、税抜方式によっ

ております。なお、控除対

象外消費税等は、当中間会

計期間の費用として処理し

ております。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」に含めて表示しており

ます。 

同左 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。なお、控除対

象外消費税等は、当期の費

用として処理しておりま

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) 

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための重要な事

項 

(匿名組合出資金の会計処理) 

匿名組合への出資を行うに

際して、匿名組合財産の持

分相当額を「投資有価証

券」もしくは「その他の関

係会社有価証券」として計

上しております。 

 匿名組合が獲得した純損

益の持分相当額について

は、「匿名組合収益（又は

費用）」に計上するととも

に同額を「投資有価証券」

もしくは「その他の関係会

社有価証券」に加減し、営

業者からの出資金の払い戻

しについては「投資有価証

券」もしくは「その他の関

係会社有価証券」を減額さ

せております。 

 

(匿名組合出資金の会計処理) 

匿名組合への出資を行うに

際して、匿名組合財産の持

分相当額を「投資有価証

券」として計上しておりま

す。 

 匿名組合が獲得した純損

益の持分相当額について

は、「匿名組合収益（又は

費用）」に計上するととも

に同額を「投資有価証券」

加減し、営業者からの出資

金の払い戻しについては

「投資有価証券」を減額さ

せております。 

 

(匿名組合出資金の会計処理) 

匿名組合への出資を行うに

際して、匿名組合財産の持

分相当額を「投資有価証

券」もしくは｢その他の関

係会社有価証券｣として計

上しております。 

 匿名組合が獲得した純損

益の持分相当額について

は、「匿名組合収益（又は

費用）」に計上するととも

に同額を「投資有価証券」

もしくは｢その他の関係会

社有価証券｣に加減し、営

業者からの出資金の払い戻

しについては「投資有価証

券」もしくは｢その他の関

係会社有価証券｣を減額さ

せております。 
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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日を適用している。これ

により営業損失及び経常損失は

2,907千円減少し、税引前中間純損

失は、449,332千円増加している。 

 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

基づき合算間接控除形式により表示

している。 

― 
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表示方法の変更 

 

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) 

（中間損益計算書関係） 

 前中間会計期間において、「不動

産事業売上高」、「不動産事業売

上原価」及び「不動産事業総利

益」に含めておりました「その他

事業売上高」（114千円）、「その

他事業売上原価」（15,666千円）

及 び 「 そ の 他 事 業 総 損 失 」

（15,552千円）は、重要性が増加

したため、当中間会計期間より区

分掲記しております。 

 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間まで、「有形固定資

産」に属する資産は、中間貸借対照

表上で「有形固定資産」として一括

して記載するとともに減価償却累計

額を注記しておりましたが、当中間

会計期間よりこれを中間貸借対照表

上で「有形固定資産」と「減価償却

累計額」とに区分して表示すること

といたしました。 

(損益計算書関係) 

前事業年度において、｢不動産事業等

売上高｣、「不動産事業等売上原価」

及び｢不動産事業等総利益｣に含めて

おりました「その他事業売上高」

(53,733千円)、「その他事業売上原

価」（134,461千円）及び「その他事

業総損失」(80,727千円)は、重要性

が増加したため、当事業年度より区

分掲記しております。 
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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 

1,620,248千円 ― ― 

― 

※２ 減価償却累計額には減損損失
累計額が含まれている。 

 

― 

 

※３ 担保に供している資産及びこ
れに対応する債務は以下のと
おりであります。 

※３ 担保に供している資産及びこ
れに対応する債務は以下のと
おりであります。 

イ 金融機関借入金等につき担

保に供している資産 

イ 金融機関借入金等につき担

保に供している資産 
不動産事業 定期預金 240,000千円
支出金 

1,871,929千円 

建物 1,716,390千円 

土地 2,056,708千円 

投資有価証券 253,214千円 

差入保証金 1,699,516千円 
その他の関係会

社有価証券 
900,000千円 

計 8,497,758千円 

  

不動産事業 
支出金 

1,008,227千円

建物 1,589,370千円

土地 1,491,775千円

投資有価証券 386,889千円

差入保証金 1,681,516千円

計 6,397,779千円

  

※３ 担保に供している資産及びこ
れに対応する債務は以下のと
おりであります。 

イ 金融機関借入金等につき担

保に供している資産 
不動産事業 
支出金 

1,635,955千円

建物 1,643,846千円

土地 1,603,148千円

投資有価証券 255,649千円

差入保証金 1,687,516千円

計 6,826,117千円

 

 

上記に対応する債務 

短期借入金 1,585,000千円
１年以内返済 
予定長期借入金 

1,246,700千円

長期借入金 1,376,000千円

社債 830,000千円

計 5,037,700千円
 

上記に対応する債務 

短期借入金 1,380,000千円
１年以内返済 
予定長期借入金

520,172千円

長期借入金 1,775,828千円
１年以内償還 
予定社債 

157,600千円

社債 1,114,800千円

計 4,948,400千円
 

上記に対応する債務 

短期借入金 1,715,000千円

１年以内返済 
予定長期借入金 

740,200千円

長期借入金 1,232,000千円

社債 830,000千円

計 4,517,200千円

 
 

 
ロ 信用保証会社に対する手付

金等保証のための担保に供
している資産 

差入保証金 28,970千円
 

 
ロ 信用保証会社に対する手付

金等保証のための担保に供
している資産 

差入保証金 28,970千円
 

 
ロ 信用保証会社に対する手付

金等保証のための担保に供
している資産 

差入保証金 28,970千円
 

 
ハ 土地賃貸借契約につき担保

に供している資産 

土地 221,785千円
 

 
ハ 土地賃貸借契約につき担保

に供している資産 

土地 119,887千円
 

 
ハ 土地賃貸借契約につき担保

に供している資産 

土地 221,785千円

 
４ 偶発債務        

イ 

      ― 

 

 

ロ 金融機関等借入金に対する

債務保証 

 ㈲大名ワン 2,300,000千円

 
ハ 顧客住宅ローンに関する抵

当権設定登記完了までの金
融機関及び住宅金融専門会
社等に対する債務保証 

115,400千円 

４ 偶発債務 

イ 

       ― 

 

 

ロ 

       ― 

 

 

ハ 顧客住宅ローンに関する抵

当権設定登記完了までの金

融機関及び住宅金融専門会

社等に対する債務保証 

90,300千円

４ 偶発債務 

イ 受取手形割引高 

517,293千円 

 
 
ロ 金融機関等借入金に対する
  債務保証 
 ㈲大名ワン 2,267,142千円 
 
ハ 顧客住宅ローンに関する抵

当権設定登記完了までの金
融機関及び住宅金融専門会
社等に対する債務保証 

21,654千円 
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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なもの 

匿名組合収益 127,149 千円

受取利息 6,169千円
 

※１ 営業外収益のうち主なもの 

匿名組合収益 36,376千円

受取利息 8,031千円
 

※１ 営業外収益のうち主なもの 

匿名組合収益 138,033千円

受取利息 13,761千円
 

※２ 営業外費用のうち主なもの 

支払利息 156,910千円

社債利息 12,878千円
 

※２ 営業外費用のうち主なもの 

支払利息割引料 124,881千円

社債利息 12,416千円
 

※２ 営業外費用のうち主なもの 

支払利息割引料 292,288千円

社債利息 23,842千円
 

※３ 特別損失のうち主なもの 

役員退職慰労金 47,000千円
 

※３ 特別損失のうち主なもの 

 減損損失 452,239千円
 

※３ 特別損失のうち主なもの 

固定資産売却損 363,604千円

役員退職慰労金 47,000千円
 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 57,846千円

無形固定資産 719千円
 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 52,708千円

無形固定資産 1,379千円

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 115,826千円

無形固定資産 1,907千円

 ※５ 減損損失 

 当社は当中間会計期間において以

下とおり減損損失を計上しました。 

①減損損失を認識した主な資産又は

資産グループ 

用途 種類 場所
減損損失

 （千円）

賃貸用

資産 

土地及び建物

・構築物等
横浜市 321,068

賃貸用

資産 

土地及び建物

・ 構 築 物 
福岡市 74,056

遊休 

資産 
土地 横浜市 57,115

②減損損失に至った経緯 

賃貸不動産に係る賃料水準及び継

続的な地価の下落等により、減損損

失を認識しております。 

③減損損失の金額 

建物・構築物 60,376千円

土地 391,749千円

その他 113千円

計 452,239千円

④資産のグルーピングの方法 

当社は減損会計の適用に当たっ

て、原則として事業の種類別セグメ

ントを基礎とした単位のグルーピン

グを行っております。なお、賃貸用

資産、高齢者福祉事業に係る資産及

び遊休資産については、個々の物件

をグルーピングの最小単位としてお

ります。 

⑤回収可能価額の算定方法 

 回収可能価額を正味売却価額によ

り測定している場合には、不動産鑑

定評価等により算定しております。

また使用価値により測定している場

合には、将来キャッシュ・フローを

5.1％で割り引いて算定しておりま

す。 
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(リース取引関係) 

 

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) 

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 
(千円) 

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高
相当額
(千円)

有形固定
資産・そ
の他 

 211,798 90,194 121,604

投資その
他の資産 
・その他 

6,840 5,472 1,368

計 218,638 95,666 122,972

(注) 取得価額相当額は、

有形固定資産の中間

期末残高等に占める

未経過リース料中間

期末残高の割合が低

いため、「支払利子

込み法」により算定

しております。 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高
相当額
(千円)

取得価額 
減価償却

期末残高
累計額

 相当額 相当額
相当額

(千円) (千円)
(千円)

有形固定
資産・そ
の他 

226,732 93,609 133,123
有形固定
資産・そ
の他 

264,948 110,983 153,964

投資その
他の資産
・その他

6,840 6,840 ― 
投資その
他の資産 6,840 6,156 684
・その他 

計 233,572 100,449 133,123 計 271,788 117,139 154,648

(注) 同左 (注) 取得価額相当額は、

有形固定資産の期末

残高等に占める未経

過リース料期末残高

の割合が低いため、

「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 未経過リース料期末残

高相当額 

２ 未経過リース料中間期

末残高相当額 

１年以内 36,275千円 １年以内  40,963 千円１年以内  37,210千円

１年超 86,697千円 １年超 113,685 千円１年超  95,912千円

計 122,972千円 計 154,648 千円計 133,123千円

 (注)未経過リース料中間

期末残高相当額は、

有形固定資産の中間

期末残高等に占める

その割合が低いた

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 支払リース料及び減価

償却費相当額 

３ 支払リース料及び減価

償却費相当額 

  支払リース料   支払リース料   支払リース料 

20,077千円 21,525千円 41,551千円

  減価償却費相当額   減価償却費相当額   減価償却費相当額 

20,077千円 21,525千円 41,551千円

 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 
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ファイル名:個別損益計算書39-49 更新日時:2/23/2006 1:12:00 PM 印刷日時:06/02/23 14:08 

(有価証券関係) 

当中間会計期間末、前中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても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。 

 

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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