
  

平成18年９月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年５月15日

上場会社名 アートコーポレーション株式会社 上場取引所 東・大　市場第一部

コード番号 9030 本社所在都道府県 大阪府

(URL　http://www.the0123.com)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　寺田　千代乃

問合せ先責任者　役職名 常務取締役 氏名　松藤　雅美 ＴＥＬ　　（072）870－0123　（代表）

決算取締役会開催日 平成18年５月15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．平成18年３月中間期の業績（平成17年10月１日～平成18年３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 ％

18年３月中間期 23,711 7.2 1,633 6.8 1,663 13.8

17年３月中間期 22,124 10.0 1,529 19.9 1,462 23.7

17年９月期 43,527 3,131 3,039

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年３月中間期 362 △51.9 33 31

17年３月中間期 754 35.9 69 27

17年９月期 1,635 142 81

（注）①期中平均株式数 18年３月中間期   10,890,939株 17年３月中間期 10,890,980株

 17年９月期 10,890,959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

18年３月中間期 － － － －

17年３月中間期 － － － －

17年９月期 － － 25 00

(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

18年３月中間期 36,211 12,627 34.9 1,159 48

17年３月中間期 36,987 11,847 32.0 1,087 79

17年９月期 33,461 13,097 39.1 1,195 26

（注）①期末発行済株式数 18年３月中間期   10,890,939株 17年３月中間期 10,890,939株

 17年９月期 10,890,939株

②期末自己株式数 18年３月中間期  61株 17年３月中間期  61株   17年９月期  61株

２．平成18年９月期の業績予想（平成17年10月１日～平成18年９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 45,600 3,270 1,600 15 00 15 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　146 円91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。
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６．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17年３月31日）

当中間会計期間末
（平成18年３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９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  813,277   1,703,613    1,542,889   

２．受取手形  27,544   63,512    103,936   

３．売掛金  5,060,169   5,568,767    2,806,292   

４．たな卸資産  2,271,892   2,240,369    1,745,918   

５．その他  2,496,992   2,818,031    1,516,879   

貸倒引当金  △62,586   △44,330    △61,002   

流動資産合計   10,607,291 28.7  12,349,964 34.1 1,742,672  7,654,913 22.9

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物 ※２ 3,568,778   3,496,825    3,495,501   

(2）車輌運搬具  1,162,938   1,072,221    933,169   

(3）土地 ※２ 8,871,780   7,817,556    8,871,780   

(4）その他  611,604   593,158    593,863   

有形固定資産
合計

  14,215,102   12,979,762  △1,235,340  13,894,315  

２．無形固定資産   545,561   463,210  △82,350  532,559  

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 2,102,265   1,146,641    2,771,670   

(2）長期貸付金  6,712,214   6,179,063    6,309,952   

(3）その他 ※１ 3,396,555   3,686,250    2,892,545   

貸倒引当金  △591,742   △593,415    △594,411   

投資その他の
資産合計

  11,619,293   10,418,539  △1,200,753  11,379,757  

固定資産合計   26,379,956 71.3  23,861,512 65.9 △2,518,444  25,806,632 77.1

資産合計   36,987,248 100.0  36,211,477 100.0 △775,771  33,461,545 100.0
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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）

対前中間期
比

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（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  230,122   179,492    134,408   

２．買掛金  4,109,778   4,608,474    2,111,749   

３．短期借入金 ※２ 2,180,000   700,000    2,100,000   

４．１年内償還予
定の社債

 200,000   200,000    200,000   

５．１年内返済予
定の長期借入
金

※２ 4,968,504   4,132,650    4,375,706   

６．未払金  1,797,429   1,501,807    726,288   

７．未払法人税等  707,732   715,101    921,423   

８．賞与引当金  346,841   394,800    365,448   

９．その他  1,735,973   1,696,435    836,872   

流動負債合計   16,276,380 44.0  14,128,762 39.0 △2,147,618  11,771,897 35.2

Ⅱ　固定負債            

１．社債  400,000   200,000    300,000   

２．長期借入金 ※２ 7,612,150   8,364,600    7,421,152   

３．役員退職慰労
引当金

 805,890   843,190    824,370   

４．その他  45,740   47,112    46,580   

固定負債合計   8,863,780 24.0  9,454,902 26.1 591,122  8,592,102 25.7

負債合計   25,140,160 68.0  23,583,664 65.1 △1,556,496  20,363,999 60.9

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   2,228,570 6.0  2,228,570 6.2 －  2,228,570 6.7

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  2,510,990   2,510,990    2,510,990   

資本剰余金合計   2,510,990 6.8  2,510,990 6.9 －  2,510,990 7.5

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  184,367   184,367    184,367   

２．任意積立金  5,123,000   6,023,000    5,123,000   

３．中間（当期）
未処分利益

 1,397,235   1,388,578    2,278,108   

利益剰余金合計   6,704,602 18.1  7,595,945 21.0 891,342  7,585,475 22.6

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  403,054 1.1  292,437 0.8 △110,617  772,639 2.3

Ⅴ　自己株式   △129 △0.0  △129 △0.0 －  △129 △0.0

資本合計   11,847,087 32.0  12,627,813 34.9 780,725  13,097,545 39.1

負債及び資本合
計

  36,987,248 100.0  36,211,477 100.0 △775,771  33,461,545 100.0
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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）

対前中間
期比

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（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   22,124,561 100.0  23,711,388 100.0 1,586,827  43,527,055 100.0

Ⅱ　売上原価   15,741,674 71.2  16,861,038 71.1 1,119,363  31,308,663 71.9

売上総利益   6,382,886 28.8  6,850,349 28.9 467,463  12,218,391 28.1

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  4,853,481 21.9  5,217,159 22.0 363,678  9,087,170 20.9

営業利益   1,529,404 6.9  1,633,190 6.9 103,785  3,131,221 7.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  100,827 0.5  144,015 0.6 43,188  208,457 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  168,154 0.8  113,531 0.5 △54,622  300,343 0.7

経常利益   1,462,077 6.6  1,663,674 7.0 201,596  3,039,335 7.0

Ⅵ　特別利益 ※３  736 0.0  1,070,764 4.5 1,070,027  20,021 0.0

Ⅶ　特別損失
※４
※６

 8,794 0.0  1,196,308 5.0 1,187,513  41,835 0.1

税引前中間
（当期）純利
益

  1,454,019 6.6  1,538,130 6.5 84,111  3,017,520 6.9

法人税、住民
税及び事業税

 655,429   649,137    1,389,420   

法人税等調整
額

 44,101 699,531 3.2 526,250 1,175,387 5.0 475,856 △7,261 1,382,159 3.2

中間（当期）
純利益

  754,488 3.4  362,743 1.5 △391,745  1,635,361 3.7

前期繰越利益   642,746   1,025,834  383,088  642,746  

中間（当期）
未処分利益

  1,397,235   1,388,578  △8,657  2,278,108  
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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

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子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

同左

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

同左

②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、売却原価は移動平均法により

算定）

②その他有価証券

時価のあるもの

同左

②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）たな卸資産

①商品

移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

①商品

同左

(2）たな卸資産

①商品

同左

②販売用車輌

個別法による原価法

②販売用車輌

同左

②販売用車輌

同左

③仕掛品

個別法による原価法

③仕掛品

同左

③仕掛品

同左

④貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

④貯蔵品

同左

④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日以後に取得

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。また、

平成10年３月31日以前取得の建物（附

属設備を除く）の耐用年数については、

平成10年度の法人税法改正前の耐用年

数を継続適用しており、平成10年４月

１日以後取得のものについては、改正

後の耐用年数を適用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　　　　15年～65年

車輌運搬具　　　　　　３年～６年

その他　　　　　　　　２年～35年

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

定率法

ただし、平成10年４月１日以後に取得

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。また、

平成10年３月31日以前取得の建物（附

属設備を除く）の耐用年数については、

平成10年度の法人税法改正前の耐用年

数を継続適用しており、平成10年４月

１日以後取得のものについては、改正

後の耐用年数を適用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　　　　15年～65年

構築物　　　　　　　　10年～35年

機械装置　　　　　　　13年～15年

車輌運搬具　　　　　　３年～６年

工具器具備品　　　　　２年～20年

(2）無形固定資産

定額法

なお、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）による定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左
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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）投資不動産

定率法

ただし、平成10年４月１日以後に取得

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、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　　　　47年～50年

(3）投資不動産

同左

 

 

 

 

 

 

(3）投資不動産

同左

３．繰延資産の処理方法

新株発行費

 支出時に全額費用として処理しておりま

 す。

３．           ─────

 

 

 

３．繰延資産の処理方法

   新株発行費

     支出時に全額費用として処理しておりま

     す。

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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検討し、

回収不能見込額を計上しております。

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支

給対象期間に応じた支給見込額を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

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、各事業年度の発

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（５年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することと

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。

数理計算上の差異は、各事業年度の発

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（５年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することと

しております。

     （会計方針の変更） 

当中間会計期間より「「退職給付に

係る会計基準」の一部改正」（企業

会計基準第３号　平成17年３月16日)

及び「「退職給付に係る会計基準」

の一部改正に関する適用指針」(企業

会計基準適用指針第７号

平成17年３月16日)を適用しておりま

す。これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は12,805千円

増加しております。

(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、当事業年度

末において発生している額を計上して

おります。

数理計算上の差異は、各事業年度の発

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（５年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することと

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、

役員退職慰労金規程に基づく当中間会

計期間末における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

役員の退職慰労金の支給に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく当事業年

度末における要支給額を計上しており

ます。

５．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．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換

算基準

同左

５．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、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。
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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）

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

繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、振当処理の要件を満たしている

為替予約、通貨スワップについては振

当処理を、特例処理の要件を満たして

いる金利スワップについては特例処理

を採用しております。

７．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

７．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

ａ．ヘッジ手段…為替予約、通貨スワップ

ヘッジ対象…販売用車輌輸入による 

  外貨建買入債務及び外

  貨建予定取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左

ｂ．ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

ｂ．ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左

ｂ．ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左

(3）ヘッジ方針

為替変動リスク及び金利変動リスクを

ヘッジするために為替予約取引、通貨

スワップ取引及び金利スワップ取引を

行っております。同取引の実行及び管

理は、取引手続・権限等を定めた社内

規則に則って行っております。

(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

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要

な条件が同一であり、ヘッジ開始時及

び、その後も継続して金利及び為替の

変動による影響を相殺または一定範囲

に限定する効果が見込まれるため、ヘッ

ジの有効性の判定は省略しております。

(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

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

税抜方式によっております。

仮払消費税等及び仮受消費税等は両建

で表示しており、仮払消費税等は流動

資産の「その他」に、また、仮受消費

税等は流動負債の「その他」にそれぞ

れ含めて表示しております。

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

同左

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））および「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。これにより税引前中間純

利益は、1,054,223千円減少しております。

  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資産の金額

から直接控除しております。

 (役員賞与に関する会計基準）

  当中間会計期間から、「役員賞与に関する

会計基準」(企業会計基準第４号　平成17年11

月29日)を適用しております。

　なお、役員賞与は通期の業績を基礎として

算定しており、当中間会計期間において合理

的に見積もることが困難なため費用処理して

おりません。

──────

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

──────
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追加情報

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）

（法人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示方法）

　「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実務

対応報告第12号「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）に従い法人事業税

の付加価値割及び資本割については、販売

費及び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が37,023

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引

前中間純利益が、それぞれ同額減少してお

ります。

             ──────

 

　

（法人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示方法）

　「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、当事業年度から実務対応

報告第12号「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）に従い法人事業税の付

加価値割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が67,437

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益が、それぞれ同額減少してお

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．減価償却累計額 ※１．減価償却累計額 ※１．減価償却累計額

有形固定資産 6,208,481千円

投資その他の資産「そ

の他」（投資不動産）
5,611千円

有形固定資産 6,648,471千円

投資その他の資産「そ

の他」（投資不動産）
    9,880 千円

有形固定資産 6,457,012千円

投資その他の資産「そ

の他」（投資不動産）

8,561千円

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産

建物 2,076,044千円

土地 5,612,287千円

計 7,688,331千円

建物    1,994,490千円

土地    5,612,287千円

計    7,606,777千円

建物 2,033,868千円

土地 5,612,287千円

計 7,646,155千円

上記に対応する債務は次のとおりであ

ります。

上記に対応する債務は次のとおりであ

ります。

上記に対応する債務は次のとおりであ

ります。

短期借入金 200,000千円

１年内返済予定の長

期借入金
1,510,596千円

長期借入金 5,384,050千円

計 7,094,646千円

短期借入金     200,000千円

１年内返済予定の長

期借入金
   1,432,950千円

長期借入金    5,467,700千円

計    7,100,650千円

短期借入金 116,390千円

１年内返済予定の長

期借入金
1,398,206千円

長期借入金  5,199,252千円

計 6,713,848千円

３．偶発債務　　　　

債務保証

次の関係会社について、宅地建物取引

業法第41条及び第41条の２に定める手

付金等の返還債務に対し債務保証を行っ

ております。

なお、（　）内は保証限度額でありま

す。 

保証先
金額

（千円）
内容

アートプランニング㈱
8,540

(40,000)
保証債務

計
8,540

(40,000)
－ 

３．偶発債務　　　　

債務保証

次の関係会社について、宅地建物取引

業法第41条及び第41条の２に定める手

付金等の返還債務に対し債務保証を行っ

ております。

なお、（　）内は保証限度額でありま

す。 

保証先
金額

（千円）
内容

アートプランニング㈱
80,000

(80,000)
保証債務

計
80,000

(80,000)
－ 

３．偶発債務　　　　　　　

     　債務保証

次の関係会社について、宅地建物取引

業法第41条及び第41条の２に定める手

付金等の返還債務に対し債務保証を行っ

ております。

なお、（　）内は保証限度額でありま

す。 

保証先
金額

（千円）
内容

アートプランニング㈱
49,269

(80,000)
保証債務

計
49,269

(80,000)
－ 

４．当社は資金調達の効率化及び安定化を

図るため、取引銀行２行と特定融資枠（コ

ミットメントライン）契約を締結してお

ります。

４．             ───── ４．　　　　─────

 

特定融資枠契約の総額 2,000,000千円

当中間会計期間末借入

残高
－千円

当中間会計期間末未使

用枠残高
2,000,000千円

５.　　　　　───── ５．当社は資金調達の効率化を図るため、

取引銀行７行と当座貸越契約を締結して

おります。これら契約に基づく当中間会

計期間末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

当座貸越極度額 6,300,000千円

借入実行残高 700,000千円

差引額 5,600,000千円

５.　　　　　─────
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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 29,441千円

事務委託手数料収入 18,000千円

受取利息     33,041千円

事務委託手数料収入 18,000千円

保険満期返戻金 18,119千円

受取利息 66,744千円

事務委託手数料収入 36,000千円

※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 97,999千円

株式公開費用 27,210千円

新株発行費 9,283千円

支払利息     88,637千円

  

      

支払利息 191,713千円

株式公開費用     27,210千円

新株発行費 9,283千円

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

 投資有価証券売却益 1,068,378千円  

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

 減損損失 1,054,223千円  

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 307,171千円

無形固定資産 72,448千円

投資その他の資産「そ

の他」（投資不動産）
2,957千円

有形固定資産 297,573千円

無形固定資産     69,348千円

投資その他の資産「そ

の他」（投資不動産）
    2,857千円

有形固定資産    654,292千円

無形固定資産   156,950千円

投資その他の資産「そ

の他」（投資不動産）
    5,751千円

※６.     　　────── ※６．減損損失

　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

北海道 遊休資産 土地

三重県 遊休資産 土地

滋賀県 遊休資産 土地

奈良県 遊休資産 土地

　当社は、引越事業についてはブロック

単位で、引越事業以外の事業については

事業単位でグルーピングしております。

また、投資不動産及び遊休資産について

は個々の物件ごとにグルーピングしてお

ります。

　遊休資産については、市場価格が著し

く下落している物件(土地)につき、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(1,054,223千円)として特

別損失に計上しております。

　なお、当該資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、

不動産鑑定評価額を基礎として算定して

おります。

※６.    　　   ──────
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①　リース取引

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）

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

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

び中間期末残高相当額

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)

車輌運搬具 645 322 322

その他
（工具器具
備品）

203,906 95,637 108,269

無形固定資
産
（ソフト
ウェア）

51,906 30,062 21,843

合計 256,457 126,022 130,434

 
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)

車輌運搬具 17,048 1,923 15,124

その他
（工具器具
備品）

314,112 90,382 223,730

無形固定資
産
（ソフト
ウェア）

70,379 26,214 44,165

合計 401,541 118,521 283,020

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

車輌運搬具 645 387 258

工具器具備
品

261,459 98,181 163,277

ソフトウェ
ア

38,806 21,498 17,307

合計 300,910 120,067 180,842

(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

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

１年内 45,793千円

１年超 89,539千円

合計 135,333千円

１年内       76,456千円

１年超       218,964千円

合計        295,420千円

１年内 47,724千円

１年超 138,687千円

合計 186,411千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(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、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 27,120千円

減価償却費相当額 26,048千円

支払利息相当額 2,069千円

支払リース料       27,333千円

減価償却費相当額      32,022千円

支払利息相当額      2,142千円

支払リース料 53,466千円

減価償却費相当額 51,200千円

支払利息相当額 3,949千円

(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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

 

(5）利息相当額の算定方法

同左

 

 

 (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。

 

 

 

②　有価証券

　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）及び前事業年度（自　平成16年10月１日　至　平成17年９月30日）における子会社株

式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

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 1,087.79円

１株当たり中間純利益

金額
69.27円

１株当たり純資産額 1,159.48 円

１株当たり中間純利益

金額
     33.31円

１株当たり純資産額 1,195.26円

１株当たり当期純利益

金額
142.81円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

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。

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

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。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

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。

　（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。

 
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（千円） 754,488 362,743 1,635,361

普通株主に帰属しない金額（千円）

（うち利益処分による役員賞与）

－

(－)

－

（－）

80,000

(80,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
754,488 362,743 1,555,361

期中平均株式数（千株） 10,890 10,890 10,890
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（重要な後発事象）

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。 該当事項はありません。 該当事項はありません。
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