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平成 １８ 年 １１ 月期  個別中間財務諸表の概要   平成１８年７月２５日 

上 場 会 社 名        株式会社毎日コムネット               上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号         ８９０８                              本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.maicom.co.jp） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 伊藤 守 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長 氏名 小野田 博幸   ＴＥＬ (03) 5218－8908 
決算取締役会開催日 平成 18 年７月 25 日            配当支払開始日 ― 
単元株制度採用の有無            有(１単元 100 株) 
１． １８年５月中間期の業績(平成１７年１２月 １日～平成１８年 ５月３１日) 
(1) 経営成績                                                                   (百万円未満切捨) 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年 5 月中間期 
17 年 5 月中間期 

2,337（△24.6）
3,099（ 85.7）

218（ 34.4）
162（  9.3）

162（ 2.1）
158（  9.3）

17 年 11 月期 6,274 770 704 
 
 

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 5 月中間期 
17 年 5 月中間期 

87（ △2.8）
90（ 10.9）

 9     81 
10     16 

17 年 11 月期 439 47     56 

 
 

 (注)①期中平均株式数 18年5月中間期 8,956,580株   17年5月中間期 8,895,752株   17年11月期 8,902,715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)財政状態 
 総 資 産     純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

18 年 5 月中間期 
17 年 5 月中間期 

6,436 
5,003 

2,616
2,296

40.6 
45.9 

290     91 
257     89 

17 年 11 月期 7,590 2,659 35.0 297     57 
(注)①期末発行済株式数 18年5月中間期8,992,920株  17年5月中間期8,904,000株  17年11月期8,936,000株 

②期末自己株式   18年5月中間期     80株  17年5月中間期    －株  17年11月期    －株 
 
２．１８年１１月期の業績予想(平成１７年１２月 １日～平成１８年１１月３０日) 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 7,020 810 460

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  49 円  14 銭 
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円）
 期末 年間 
17 年 11 月期 14.00 14.00 

18 年 11 月期（実績） ― 

18 年 11 月期（予想） 14.00 
14.00 

 
 
 ※ 上記予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後、

様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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７ 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５月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年５月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年11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   
 

 

１ 現金及び預金 ※２ 1,267,864 824,554 1,618,048 

２ 営業未収金  40,127 25,323 102,123 

３ 販売用不動産 ※２ 931,570 2,428,731 1,544,517 

４ 貯蔵品  2,838 1,180 5,847 

５ 前渡金  ― 821,242 540,399 

６ 繰延税金資産  35,905 11,394 53,503 

７ その他 ※２ 384,035 349,677 327,937 

８ 貸倒引当金  △1,822 △1,928 △2,290 

流動資産合計   2,660,520 53.2 4,460,174 69.3  4,190,087 55.2

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２ 247,653 23,406 31,120 

(2) 土地 ※２ 382,279 ― ― 

（3）その他 ※２ 69,886 60,763 64,539 

有形固定資産合計  699,820 84,169 95,660 

２ 無形固定資産  13,307 16,473 16,253 

３ 投資その他の資産      

  (1) 投資有価証券 ※２ 426,519 609,127 610,985 

(2) 差入保証金  572,511 717,194 644,485 

(3) 繰延税金資産  95,854 59,708 56,988 

(4) その他 ※２ 537,032 490,786 1,979,362 

(5) 貸倒引当金  △2,272 △1,439 △3,080 

投資その他の資産 
合計 

 1,629,645 1,875,377 3,288,740 

固定資産合計   2,342,773 46.8 1,976,020 30.7  3,400,654 44.8

資産合計   5,003,294 100.0 6,436,195 100.0  7,590,741 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年５月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年５月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年11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    

１ 営業未払金  18,685 23,967 19,410 

２ 短期借入金 ※２ 1,668,000 2,473,000 3,362,000 

３ １年内返済予定の 
  長期借入金 

※２ 34,100 33,600 33,600 

４ 未払金  ― 422,509 404,675 

５ 旅行未払金  127,248 101,017 80,038 

６ 賞与引当金  74,767 21,000 97,680 

７ その他  282,578 210,171 435,986 

流動負債合計   2,205,379 44.1 3,285,266 51.0  4,433,390 58.4

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  66,400 32,800 49,600 

２ 役員退職慰労引当金  135,000 141,600 135,000 

３ 引当金  2,198 840 2,340 

４ 長期預り敷金  298,093 359,561 311,353 

固定負債合計   501,692 10.0 534,802 8.3  498,293 6.6

負債合計   2,707,071 54.1 3,820,068 59.4  4,931,684 65.0

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   658,735 13.2 ― ―  661,601 8.7

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  392,522 ― 395,384 

資本剰余金合計   392,522 7.8 ― ―  395,384 5.2

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  31,130 ― 31,130 

２ 任意積立金  1,050,000  ―  1,050,000  

３ 中間(当期)未処分 
利益 

 161,063  ―  510,088  

利益剰余金合計   24.8 ― ―  1,591,218 21.0

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  

1,242,193

2,770 0.1 ― ―  10,852 0.1

資本合計   2,296,222 45.9 ― ―  2,659,057 35.0

負債・資本合計   5,003,294 100.0 ― ―  7,590,741 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年５月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年５月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年11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
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 667,374 10.4  ― ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 401,141 ― 

資本剰余金合計   ― ― 401,141 6.2  ― ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 31,130 ― 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 1,350,000 ― 

繰越利益剰余金  ― 156,826 ― 

  その他利益剰余金 
  合計 

 ― 1,506,826 ― 

利益剰余金合計   ― ― 1,537,956 23.9  ― ―

４ 自己株式   ― ― △95 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ― 2,606,376 40.5  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 9,750  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 9,750 0.1  ― ―

純資産合計   ― ― 2,616,126 40.6  ― ―

負債・純資産合計   ― ― 6,436,195 100.0  ― ―
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（2）中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年12月１日 
 至 平成17年５月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年12月１日 
 至 平成18年５月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年12月１日 
 至 平成17年11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   3,099,038 100.0 2,337,470 100.0  6,274,278 100.0

Ⅱ 売上原価   2,165,503 69.9 1,318,349 56.4  4,062,200 64.7

売上総利益   933,534 30.1 1,019,120 43.6  2,212,077 35.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   770,675 24.8 800,308 34.2  1,441,765 23.0

営業利益   162,858 5.3 218,811 9.4  770,311 12.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  9,959 0.3 10,321 0.4  20,338 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  14,119 0.5 67,038 2.9  86,159 1.4

経常利益   158,699 5.1 162,094 6.9  704,490 11.2

Ⅵ 特別利益   1,858 0.0 ― ―  95,797 1.6

Ⅶ 特別損失   2,540 0.0 6,083 0.2  35,933 0.6

税引前中間(当期) 
純利益 

  158,017 5.1 156,010 6.7  764,353 12.2

法人税、住民税 
及び事業税 

 69,889 28,024 311,479 

法人税等調整額  △2,258 67,631 2.2 40,144 68,169 2.9 13,463 324,942 5.2

中間(当期)純利益   90,385 2.9 87,841 3.8  439,410 7.0

前期繰越利益   70,678 ―  70,678

中間(当期)未処分 
利益 

  161,063 ―  510,088
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（3）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成17年11月30日残高 
(千円) 

661,601 395,384 ― 395,384

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 5,773 5,757 ― 5,757

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

5,773 5,757 ― 5,757

平成18年５月31日残高 
(千円) 

667,374 401,141 ― 401,141

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 株主資本合計

平成17年11月30日残高 
(千円) 

31,130 1,050,000 510,088 1,591,218 ― 2,648,204

中間会計期間中の変動額   

 新株の発行 ― ― ― ― ― 11,530

 剰余金の配当 ― ― △125,104 △125,104 ― △125,104

 利益処分による別途積立金 ― 300,000 △300,000 0 ― 0

 中間純利益 ― ― 87,841 87,841 ― 87,841

 自己株式の取得 ― ― ― ― △95 △95

 利益処分による役員賞与 ― ― △16,000 △16,000 ― △16,000

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― 300,000 △353,262 △53,262 △95 △41,828

平成18年５月31日残高 
(千円) 

31,130 1,350,000 156,826 1,537,956 △95 2,606,376

 

評価・換算差額等 

 その他有価 
証券評価 
差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価
差額金 

評価・換算
差額等合計

新株予約権 純資産合計

平成17年11月30日残高 
(千円) 

10,852 ― ― 10,852 ― 2,659,057

中間会計期間中の変動額   

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△1,101 ― ― △1,101 ― △1,101

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△1,101 ― ― △1,101 ― △42,930

平成18年５月31日残高 
(千円) 

9,750 ― ― 9,750 ― 2,616,126
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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12月１日 
 至 平成17年５月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

 (1) 満期保有目的の債券 

   償却原価法（定額法） 

 (2) 子会社及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法 

(3) 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) 

   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

及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。 

  (追加情報) 

「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

用となること及び「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、当中間会計期間から投

資事業有限責任組合及びそれに

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、当中間会計期間の投資

有価証券に含まれる当該出資の

額は、175,814千円でありま

す。 

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

 (1) 満期保有目的の債券 

同左 

 (2) 子会社及び関連会社株式 

同左 

(3) その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

 

 

 

   時価のないもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――― 

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

 (1) 満期保有目的の債券 

同左 

 (2) 子会社及び関連会社株式 

同左 

(3) 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 

同左 

なお、投資事業有限責任組合

及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。 

  (追加情報) 

「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

用となること及び「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、当事業年度から投資事

業有限責任組合及びそれに類す

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、当事業年度の投資有価

証券に含まれる当該出資の額

は、325,790千円であります。 

２ たな卸資産の評価基準及び評価

方法 

(1) 販売用不動産 

個別法による原価法 

(2)  貯蔵品 

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)  販売用不動産 

同左 

(2)  貯蔵品 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価

方法 

(1)  販売用不動産 

同左 

(2） 貯蔵品 

同左 
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前中間会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

３ 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

降取得した建物（建物附属設備

は除く）については、定額法に

よっております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

   建物・構築物 ８～47年 

 器具備品   ５～20年 

３ 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

降取得した建物（建物附属設備

は除く）については、定額法に

よっております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物・構築物 ８～30年 

器具備品   ５～20年 

３ 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

降取得した建物（建物附属設備

は除く）については、定額法に

よっております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物・構築物 ８～47年 

器具備品   ５～20年 

 (2) ソフトウェア 

   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 

 (2) ソフトウェア 

同左 

 

 (2) ソフトウェア 

同左 

 (3) 長期前払費用 

    定額法 

 (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 

  新株発行費 

  支出時全額費用処理 

４ 繰延資産の処理方法 

  新株発行費 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 

  新株発行費 

同左 

５ 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。 

５ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

５ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見積額の期間対応額

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 

   従業員の退職給付の支出に備

えるため、適格退職年金に係る

将来の従業員退職給付見込額を

基礎とした現在価値相当額から

適格退職年金資産残高の公正な

評価額を控除した金額を計上し

ております。 

 (3) 退職給付引当金 

同左 

 (3) 退職給付引当金 

同左 

 (4) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支払に備

えるため、支給内規を基準とし

た当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 

同左 

 (4) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支払に備

えるため、支給内規を基準とし

た当期末要支給額を計上してお

ります。 
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前中間会計期間 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11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 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方法は税抜

き方式によっております。 

７ 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 

同左 

７ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

同左 

 

中間財務諸表作成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12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（平成17年12月９日 企

業会計基準委員会 企業会計基準第５号）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（平成17年12月９日 企業会計基準委員

会 企業会計基準適用指針第８号）を適用しており

ます。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

2,616,126千円であります。 

なお、中間財務諸表規則の改正により、当中間会

計期間は、改正後の中間財務諸表規則により作成し

ております。 

(株主資本等変動計算書に関する会計基準) 

当中間会計期間より、「株主資本等変動計算書に

関する会計基準」（平成17年12月27 企業会計基準

委員会 日企業会計基準第６号）及び「株主資本等

変動計算書に関する会計基準の適用指針」（平成17

年12月27 企業会計基準委員会 企業会計基準適用

指針第９号）を適用しております。 

中間財務諸表規則の改正により、当中間会計期間

は、改正後の中間財務諸表規則により作成しており

ます。 
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表示方法の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

――――― (貸借対照表) 

１ 前中間会計期間に流動資産の「その他」に含めて

表示しておりました「前渡金」については、当中間

会計期間において総資産の5/100を超えることとなっ

たため、当中間会計期間より区分掲記することとい

たしました。 

なお、前中間会計期間の「前渡金」は、2,000千円

であります。 

２ 前中間会計期間に流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「未払金」については、当中間

会計期間において総資産の5/100を超えることとなっ

たため、当中間会計期間より区分掲記することとい

たしました。 

なお、前中間会計期間の「未払金」は、44,653千

円であります。 

 

追加情報 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11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2,976千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益が、

2,976千円減少しております。 

――――― 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、当事業年度から「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7,920千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が、

7,920千円減少しております。 
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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５月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年５月31日) 

前事業年度末 
(平成17年11月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

282,885千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

39,746千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

45,849千円

※２ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 

現金及び預金 20,000千円

流動資産 
(その他) 

606千円

建物 201,481千円

土地 368,065千円

有形固定資産 
(その他) 

982千円

投資有価証券 8,522千円

投資その他の 
資産(その他) 

80,770千円

計 680,428千円

   上記に対応する債務 

短期借入金 1,638,000千円

１年内返済予
定の長期借入
金 

500千円

計 1,638,500千円
 

※２ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 

現金及び預金 20,000千円

流動資産 
(その他) 

409千円

投資有価証券 15,038千円

投資その他の
資産(その他)

58,786千円

  計 94,234千円

   上記に対応する債務 

短期借入金 1,473,000千円
 

※２ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 

現金及び預金 20,000千円

販売用不動産 861,780千円

流動資産 
(その他) 

409千円

投資有価証券 14,010千円

投資その他の 
資産(その他) 

1,540,559千円

  計 2,436,758千円

   上記に対応する債務 

短期借入金 3,032,000千円
 

３ 当社は、安定的な資金調達を

可能にするため取引銀行と長期

コミットメントライン契約を締

結しております。 

当中間会計期間末における長

期コミットメントラインに係る

借入金未実行残高等は次のとお

りであります。 

貸出コミット 
メントの総額 

6,500,000千円

借入実行残高 ― 千円

差引額 6,500,000千円
 

３        同左 

 

３ 当社は、安定的な資金調達を

可能にするため取引銀行と長期

コミットメントライン契約を締

結しております。 

当事業年度末における長期コ

ミットメントラインに係る借入

金未実行残高等は次のとおりで

あります。 

貸出コミット 
メントの総額 

6,500,000千円

借入実行残高 ― 千円

差引額 6,500,000千円
 

４ 消費税等の取扱い 

  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。 

４ 消費税等の取扱い 

同左 

４    ――――― 
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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12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 2,379千円

受取賃貸料 3,202千円

経営指導料 2,700千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,613千円

受取賃貸料 4,714千円

経営指導料 2,700千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 4,668千円

受取賃貸料 6,461千円

経営指導料 5,400千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 13,991千円

新株発行費 82千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 21,251千円

借入関係 
手数料 

34,471千円

違約金 9,450千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 43,647千円

新株発行費 291千円

借入関係 
手数料 

42,138千円
 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 10,681千円

無形固定資産 2,284千円
 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 6,337千円

無形固定資産 1,979千円
 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 24,475千円

無形固定資産 4,639千円
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11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 

 

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 

(器具備品) 

47,913 21,777 26,135 

無形固定資産 

(ソフトウェ

ア) 

57,233 26,533 30,700 

計 105,147 48,310 56,836 

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 19,163千円

１年超 38,509千円

合計 57,673千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 14,812千円 

減価償却費相当額 14,246千円 

支払利息相当額 347千円 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

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。 

・リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相

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。 

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 

 

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)

建物 24,346 3,130 21,215

有形固定 

資産その他 

(器具備品) 

73,624 28,848 44,775

無形固定資産

(ソフトウェ

ア) 

65,756 29,535 36,221

計 163,726 61,514 102,212

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 31,182千円

１年超 72,710千円

合計 103,893千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 16,440千円

減価償却費相当額 15,663千円

支払利息相当額 1,019千円

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

  ・    同左 

 

 

・       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 

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) 

期末

残高

相当額

(千円)

建物 24,346 1,565 22,780

有形固定 

資産その他 

(器具備品) 

73,624 21,743 51,880

無形固定資産 

(ソフトウェ

ア) 

65,756 22,541 43,214

計 163,726 45,850 117,876

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 30,953千円

１年超 88,361千円

合計 119,315千円

 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 32,076千円

減価償却費相当額 30,945千円

支払利息相当額 1,525千円

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

・       同左 

 

 

・       同左 
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(有価証券関係) 

 

前中間会計期間末（平成17年５月31日) 

 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。 

 

当中間会計期間末（平成18年５月31日) 

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。 

 

前事業年度末（平成17年11月30日） 

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12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

１株当たり純資産額  257.89円

１株当たり中間純利益 10.16円

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

9.95円
 

１株当たり純資産額 290.9円

１株当たり中間純利益 9.8円

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

9.6円
  

１株当たり純資産額 297.57円

１株当たり当期純利益 47.56円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

46.57円

 

 

（注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎 

項目 
前中間会計期間 

 (自 平成16年12月１日

至 平成17年５月31日)

当中間会計期間 

 (自 平成17年12月１日 

至 平成18年５月31日) 

前事業年度 

 (自 平成16年12月１日

至 平成17年11月30日)

中間損益計算書（損益計算書）上の中間(当
期)純利益(千円) 

90,385 87,841 439,410

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 90,385 87,841 423,410

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千
円) 
 利益処分による役員賞与金 ―

 
 

― 16,000

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 16,000

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,895 8,956 8,902

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利
益の算定に用いられた普通株式増加数の主
要な内訳(千株) 

 

 新株引受権 157 133 157

 新株予約権 29 31 30

普通株式増加数(千株) 186 164 188
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(重要な後発事象) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当社は、販売用不動産の取得を目

的として、取引銀行から借入を行っ

ております。当該借入金の内容は下

記のとおりであります。 

借入日  平成17年６月30日 

返済期日 平成18年６月30日 

借入金額 2,250,000千円 
 

――――― ――――― 

 

 

(発行済株式数の増加又は減少) 

当中間会計期間中における発行済株式数の増加は、以下のとおりであります。 

区分 発行株式数 
発行価格 

(１株につき) 
資本組入額 
(１株につき)

平成18年 1月31日～ 
平成18年 2月28日 

新株引受権の行使による 
(ストックオプション) 

 12,000株 175円 88円

平成18年 2月28日～ 
平成18年 5月31日 

新株引受権の行使による 
(ストックオプション) 

 36,000株 150円 75円

平成18年 2月28日～ 
平成18年 5月31日 

新株予約権の行使による 
(ストックオプション) 

 5,000株 242円 121円

平成18年 4月30日～ 
平成18年 5月31日 

新株予約権の行使による 
(ストックオプション) 

 4,000株 705円 353円

 

 

８ その他 

   該当事項はありません。 


