
平成18年10月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年６月16日

上場会社名 株式会社　土屋ホーム 上場取引所 東・札

コード番号 1840 本社所在都道府県 北海道

(URL　http://www.tsuchiya.co.jp)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　川本　謙

問合せ先責任者　役職名 経営管理室長 氏名　前川　克彦 ＴＥＬ　　（011）717－3333

決算取締役会開催日 平成18年６月16日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成18年７月14日 単元株制度採用の有無 有

１．18年４月中間期の業績（平成17年11月１日～平成18年４月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満の端数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４月中間期 7,100 △0.8 △813 － △813 －

17年４月中間期 7,158 △12.4 △943 － △928 －

17年10月期 19,818 △431 △544

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４月中間期 △1,585 － △66 05

17年４月中間期 △602 － △25 11

17年10月期 △1,350 △56 26

（注）①期中平均株式数 18年４月中間期 24,000,495株 17年４月中間期 24,001,310株 17年10月期 24,001,148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  

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４月中間期 2 50 　　　　――――――

17年４月中間期 2 50 　　　　――――――

17年10月期 　　　　―――――― 7 50

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満の端数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４月中間期 24,906 15,736 63.2 655 68

17年４月中間期 26,963 17,986 66.7 749 41

17年10月期 24,725 17,398 70.4 724 94

（注）①期末発行済株式数 18年４月中間期 24,000,295株 17年４月中間期 24,001,128株 17年10月期 24,000,708株

②期末自己株式数 18年４月中間期 654,823株 17年４月中間期 653,990株 17年10月期 654,410株

２．18年10月期の業績予想（平成17年11月１日～平成18年10月31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 21,000 510 △421 5 00 7 50

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△17円54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決算短信（連結）の添付資料の４ページを参照して下さい。
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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４月30日）

当中間会計期間末
（平成18年４月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年10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

現金預金 4,114,974 4,056,985 3,798,794

受取手形 3,958 － －

完成工事未収入金 27,002 14,396 44,054

売掛金 160,994 116,469 99,181

未成工事支出金 584,876 580,843 556,405

販売用不動産 3,077,626 2,670,263 2,612,183

その他たな卸資産 135,222 115,802 97,150

短期貸付金 1,865,109 2,153,602 1,453,700

繰延税金資産 1,057,743 219,700 282,304

その他 665,535 569,478 201,735

貸倒引当金 △12,553 △24,091 △30,480

流動資産合計 11,680,490 43.3 10,473,450 42.1 9,115,029 36.9

Ⅱ　固定資産

有形固定資産  ※１

建物  ※２ 4,008,760 3,644,504 3,861,459

機械装置 152,515 121,497 146,229

土地  ※２ 6,810,857 5,969,803 6,811,685

その他 239,620 189,241 200,708

有形固定資産計 11,211,754 9,925,047 11,020,082

無形固定資産 224,009 197,368 203,292

投資その他の資産

投資有価証券 1,542,061 2,185,099 2,142,415

関係会社株式 1,278,510 1,208,422 1,218,466

繰延税金資産 164,586 － －

その他 979,481 1,187,103 1,351,469

貸倒引当金 △117,541 △269,928 △324,869

投資その他の資産
計

3,847,099 4,310,697 4,387,481

固定資産合計 15,282,863 56.7 14,433,113 57.9 15,610,855 63.1

資産合計 26,963,354 100.0 24,906,564 100.0 24,725,885 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年４月30日）

当中間会計期間末
（平成18年４月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年10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

工事未払金 2,457,740 1,084,520 2,792,406

販売用不動産未払
金

504 － 3,030

短期借入金  ※２ 2,500,000 4,000,000 800,000

未払法人税等 34,854 33,804 77,968

未成工事受入金 1,589,933 1,385,272 1,052,209

完成工事補償引当
金

138,188 144,010 165,983

その他 1,027,608 1,015,601 881,689

流動負債合計 7,748,831 28.7 7,663,210 30.8 5,773,287 23.3

Ⅱ　固定負債

退職給付引当金 494,265 506,186 497,102

繰延税金負債 － 347,507 317,181

その他 733,523 653,061 739,340

固定負債合計 1,227,788 4.6 1,506,755 6.0 1,553,624 6.3

負債合計 8,976,619 33.3 9,169,965 36.8 7,326,912 29.6

（資本の部）

Ⅰ　資本金 7,114,815 26.4 7,114,815 28.6 7,114,815 28.8

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 7,417,986 5,417,986 7,417,986

その他資本剰余金 － 2,000,000 －

資本剰余金合計 7,417,986 27.5 7,417,986 29.8 7,417,986 30.0

Ⅲ　利益剰余金

利益準備金 242,331 － 242,331

任意積立金 3,464,600 1,464,600 3,464,600

中間（当期）未処
理損失

362,948 633,592 1,170,615

利益剰余金合計 3,343,983 12.4 831,007 3.3 2,536,316 10.3

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

255,118 0.9 518,294 2.1 475,190 1.9

Ⅴ　自己株式 △145,169 △0.5 △145,504 △0.6 △145,335 △0.6

資本合計 17,986,734 66.7 15,736,598 63.2 17,398,972 70.4

負債・資本合計 26,963,354 100.0 24,906,564 100.0 24,725,885 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10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

完成工事高 5,084,535 4,851,987 14,996,642

販売用不動産売上
高

1,400,564 1,577,321 3,378,340

その他売上高 673,324 671,686 1,443,948

売上高合計 7,158,424 100.0 7,100,996 100.0 19,818,931 100.0

Ⅱ　売上原価

完成工事原価 3,919,528 3,721,964 11,288,183

販売用不動産売上
原価

1,257,348 1,324,881 2,994,303

その他売上原価 25,530 32,615 51,833

売上原価合計 5,202,406 72.7 5,079,461 71.5 14,334,320 72.3

売上総利益

完成工事総利益 1,165,006 1,130,023 3,708,459

販売用不動産売上
総利益

143,216 252,439 384,036

その他売上総利益 647,794 639,071 1,392,115

売上総利益合計 1,956,017 27.3 2,021,534 28.5 5,484,610 27.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

2,899,292 40.5 2,834,938 40.0 5,916,154 29.9

営業損失 943,274 △13.2 813,403 △11.5 431,544 △2.2

Ⅳ　営業外収益

受取利息 21,312 26,477 39,363

その他 14,860 12,241 61,147

営業外収益合計 36,173 0.5 38,719 0.5 100,511 0.5

Ⅴ　営業外費用

支払利息 15,817 31,232 35,396

貸倒引当金繰入額 － 1,954 －

投資事業組合損失 31 1,590 4,834

その他 5,662 4,317 173,041

営業外費用合計 21,511 0.3 39,094 0.5 213,272 1.0

経常損失 928,613 △13.0 813,779 △11.5 544,305 △2.7

Ⅵ　特別利益 ※３ 38,795 0.5 331,696 4.7 209,651 1.0
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前中間会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10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
（％）

Ⅶ　特別損失 ※４ 26,041 0.3 1,021,984 14.4 201,019 1.0

税引前中間（当
期）純損失

915,860 △12.8 1,504,067 △21.2 535,672 △2.7

法人税、住民税及
び事業税

19,525 17,503 39,222

法人税等調整額 △332,823 △313,297 △4.4 63,735 81,238 1.1 775,331 814,553 4.1

中間（当期）純損
失

602,562 △8.4 1,585,306 △22.3 1,350,226 △6.8

前期繰越利益 239,614 951,713 239,614

中間配当額 － － 60,002

中間（当期）未処
理損失

362,948 633,592 1,170,615
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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11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31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

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）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

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）

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

なお、投資事業有限責任

組合およびそれに類する

組合への出資（証券取引

法第２条第２項により有

価証券とみなされるも

の）については、組合契

約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最

近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り

込む方法によっておりま

す。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

未成工事支出金

　個別法による原価法

(2）たな卸資産

未成工事支出金

同左

(2）たな卸資産

未成工事支出金

同左

販売用不動産

　個別法による原価法

販売用不動産

同左

販売用不動産

同左

半製品

　総平均法による原価法

半製品

同左

半製品

同左

原材料

　総平均法による原価法

原材料

同左

原材料

同左

貯蔵品

　総平均法による原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

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、北広島工場

（旧広島工場）の建

物及び機械装置につ

いては、定額法に

よっております。

なお、平成10年４月

１日以降に取得した

建物（建物付属設備

を除く）については

定額法によっており

ます。

なお、主な耐用年数

は次のとおりであり

ます。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

建物 ７～50年

機械装置 ７～15年

(2）無形固定資産

定額法　ただし、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

３．引当金の計上基準 （1）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。

（1）貸倒引当金

同左

（1）貸倒引当金

同左

（2）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、過年度の実績を基礎に

将来の補償見込みを加味した額を計

上しております。

（2）完成工事補償引当金

同左

（2）完成工事補償引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31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

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、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（５年）による定額法に

より翌期から処理することとし、過

去勤務債務は、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（５年）による定額法により処理

することとしております。

（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、

当事業年度末における退職給付債務

に基づき計上しております。

　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

れぞれ発生の翌期から処理すること

とし、過去勤務債務は、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処理することと

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

外貨建の資産は、中間決算日の直

物為替相場による円貨に換算してお

ります。

同左 外貨建の資産は、決算日の直物為

替相場による円貨に換算しておりま

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．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

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。ただし、たな卸

資産に係る控除対象外消費税等は、

当中間会計期間の負担すべき期間費

用として処理しており、固定資産に

係る控除対象外消費税等は長期前払

費用として計上し、５年間にわたり

償却しております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は両建て表示しており、流動資

産の「その他」及び流動負債の「そ

の他」に計上しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。ただし、たな卸

資産に係る控除対象外消費税等は、

当期の負担すべき期間費用として処

理しており、固定資産に係る控除対

象外消費税等は長期前払費用として

計上し、５年間にわたり償却してお

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11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31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。これにより税引

前中間純損失は983百万円増加してお

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。 

──────

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

（中間貸借対照表）

　１．「投資有価証券」は、前中間会計期間末まで、投資

その他の資産の「その他」に含めて表示しておりまし

たが、当中間会計期間末において資産の総額の100分

の５を超えたため区分掲記することに変更いたしまし

た。

　　　なお、前中間会計期間末の「投資有価証券」の金額

は1,168,127千円であります。

　２．「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16

年12月１日より適用となることおよび「金融商品会計

に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が

平成17年２月15日付で改正されたことに伴い、当中間

会計期間末から投資事業有限責任組合およびそれに類

する組合への出資（証券取引法第２条第２項により有

価証券とみなされるもの）を投資有価証券として表示

する方法に変更いたしました。

　　　なお、当中間会計期間末の投資その他の資産「投資

有価証券」に含まれる当該出資の額は88,590千円であ

り、前中間会計期間末における投資その他の資産「そ

の他」に含まれている当該出資の額は100,888千円で

あります。

──────
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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４月30日）

当中間会計期間末
（平成18年４月30日）

前事業年度末
（平成17年10月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

4,367,711千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

4,614,648千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

4,450,284千円

※２　担保に供している資産及びこれに対応

する債務

(イ)担保に供している資産

※２　担保に供している資産及びこれに対応

する債務

(イ)担保に供している資産

※２　担保に供している資産及びこれに対応

する債務

(イ)担保に供している資産

科目 金額（千円）

建物 516,616

土地 904,278

計 1,420,895

科目 金額（千円）

建物 484,336

土地 904,278

計 1,388,615

科目 金額（千円）

建物 499,884

土地 904,278

計 1,404,163

(ロ)上記担保提供資産に対応する債務 (ロ)上記担保提供資産に対応する債務 (ロ)上記担保提供資産に対応する債務

科目 金額（千円）

短期借入金 880,000

計 880,000

科目 金額（千円）

短期借入金 1,380,000

計 1,380,000

科目 金額（千円）

短期借入金 600,000

計 600,000

　３　保証債務

(1）下記の住宅購入者に対する金融機関の融

資について保証を行っております。

　３　保証債務

(1）下記の住宅購入者に対する金融機関の融

資について保証を行っております。

　３　保証債務

(1）下記の住宅購入者に対する金融機関の融

資について保証を行っております。

住宅購入者 1,400,045千円 住宅購入者 2,079,934千円 住宅購入者    1,925,513千円

　なお、住宅購入者（298件）に係る保

証の大半は、公的資金等が実行される

まで金融機関に対しての一時的な保証

債務であります。

　なお、住宅購入者（329件）に係る保

証の大半は、公的資金等が実行される

まで金融機関に対しての一時的な保証

債務であります。

　なお、住宅購入者（354件）に係る保

証の大半は、公的資金等が実行される

まで金融機関に対しての一時的な保証

債務であります。

(2）従業員の金融機関からの借入に対する保

証債務

511千円

(2）従業員の金融機関からの借入に対する保

証債務

167千円

(2）従業員の金融機関からの借入に対する保

証債務

191千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

　１　売上高（又は営業費用）の季節的変動 　１　　　　　　同左 　１　　　　　──────

　　　当社の売上高（又は営業費用）は、通

常の営業の形態として、上半期に比べ下

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（又は営業費

用）と下半期の売上高（又は営業費用）

との間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。

　２　減価償却実施額 　２　減価償却実施額 　２　減価償却実施額

有形固定資産   188,654千円

無形固定資産   45,842千円

有形固定資産   181,509千円

無形固定資産 31,091千円

有形固定資産  394,100千円

無形固定資産 77,906千円

※３　特別利益のうち主なもの ※３　特別利益のうち主なもの ※３　特別利益のうち主なもの

有価証券売却益  24,876千円 保険解約返戻金 319,818千円 有価証券売却益 185,799千円
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前中間会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

※４　　　　　────── ※４　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

しました。

※４　　　　　──────

用途 種類 場所
減損損失
（千円）

賃貸用不動
産（３件）

建物及び
土地

北海道札
幌市 

建物

84,841

土地

460,929

合計

545,770

事業用資産
建物、構
築物及び
土地 

北海道余
市郡

建物

16,017

構築物

19,266

土地 

380,952

合計 

416,236

遊休資産 
電話加入
権 

－ 21,355

　当社は、事業所別管理会計区分を減損

損失を把握するグルーピングの単位とし

ております。ただし、賃貸用不動産及び

将来の使用が見込まれていない遊休資産

については、個別の資産グループとして

取扱っております。また、本社等、特定

の事業との関連が明確でない資産につい

ては共用資産としております。

　賃貸用不動産に係る賃貸相場の低迷等

により、上記資産または資産グループの

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（983,362千円）と

して特別損失に計上しました。その内訳

は、賃貸用不動産545,770千円（建物

84,841千円、土地460,929千円）、事業

用資産416,236千円（建物16,017千円、

構築物19,266千円、土地380,952千

円）、遊休資産（電話加入権）21,355千

円であります。

　なお、賃貸用不動産２件の回収可能価

額は使用価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを4.0％で割り引い

て算定しております。また、賃貸用不動

産１件及び事業用資産ならびに遊休資産

の回収可能価額は正味売却価額により測

定しており、主として不動産鑑定評価基

準に基づき評価しております。
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10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

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）

有形固定
資産「そ
の他」
（車輌運
搬具）

7,387 2,610 4,777

無形固定
資産（ソ
フトウェ
ア）

11,034 10,320 714

合計 18,421 12,930 5,491

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」
（車輌運
搬具）

7,387 5,073 2,314

有形固定
資産「そ
の他」
（工具器
具備品）

4,248 70 4,177

無形固定
資産（ソ
フトウェ
ア）

7,344 7,344 0

合計 18,979 12,488 6,491

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）

有形固定
資産「そ
の他」
（車輌運
搬具）

7,387 3,841 3,545

無形固定
資産（ソ
フトウェ
ア）

11,034 10,932 102

合計 18,421 14,773 3,647

（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。

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 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 3,176千円

１年超 2,314千円

合計 5,491千円

１年内 2,524千円

１年超 3,967千円

合計 6,491千円

１年内 2,367千円

１年超 1,280千円

合計 3,647千円

（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。

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 2,027千円

減価償却費相当額 2,027千円

支払リース料 1,404千円

減価償却費相当額 1,404千円

支払リース料 3,871千円

減価償却費相当額 3,871千円

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

 

 

 （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。
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②　有価証券

（前中間会計期間）

有価証券

子会社株式で時価のあるもの

前中間会計期間末（平成17年４月30日）

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 723,141 1,555,200 832,058

合計 723,141 1,555,200 832,058

（当中間会計期間）

有価証券

子会社株式で時価のあるもの

当中間会計期間末（平成18年４月30日）

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 703,054 1,344,000 640,945

合計 703,054 1,344,000 640,945

（前事業年度）

有価証券

子会社株式で時価のあるもの

前事業年度末（平成17年10月31日）

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 713,097 1,221,200 508,102

合計 713,097 1,221,200 508,102
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

１株当たり純資産額 749.41円

１株当たり中間純損失

金額
25.11円

１株当たり純資産額 655.68円

１株当たり中間純損失

金額
66.05円

１株当たり純資産額 724.94円

１株当たり当期純損失

金額
56.26円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり中間純損失であるた

め、記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり中間純損失であるた

め、記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり当期純損失であるた

め、記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純損失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11月１日
至　平成17年４月30日)

当中間会計期間
(自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日)

前事業年度
(自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日)

中間（当期）純損失（千円） 602,562 1,585,306 1,350,226

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失

（千円）
602,562 1,585,306 1,350,226

期中平均株式数（株） 24,001,310 24,000,495 24,001,148

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

の算定に含めなかった潜在株式の概要

第１回新株予約権（新

株予約権の数3,326個）

第２回新株予約権（新

株予約権の数58個）。

なお、これらの概要は

「第４提出会社の状況、

１株式等の状況、（2）

新株予約権等の状況」

に記載のとおりであり

ます。

────── ──────
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

────── ────── 　財務諸表提出会社である当社は、平

成17年12月16日開催の取締役会におい

て、平成18年１月27日開催の定時株主

総会に下記のとおり法定準備金（資本

準備金および利益準備金）の減少につ

いて付議することを決議し、同株主総

会において承認可決されました。

   １．目的

　今後の配当可能利益の充実を図ると

ともに、今後の機動的な資本政策に備

えるものであります。

   ２．減額の方法

　商法第289条第２項の規定に基づき、

資本金の４分の１を超過する法定準備

金のうち、資本準備金の一部2,000,000

千円についてはその他資本剰余金に、

利益準備金の全額242,331千円につい

ては当期未処分利益に振り替える予定

であります。

   ３．法定準備金取り崩しの予定

   (1)取締役会決議

日
平成17年12月16日 

 (2)定時株主総

会決議日
平成18年１月27日 

(3)債権者異議

申述公告 
平成18年１月28日 

(4)債権者異議

申述最終期

日 

平成18年２月下旬 

(5)法定準備金

取り崩し効

力発生日 

平成18年２月下旬 
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