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１．平成18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

(1）経営成績 （注）百万円未満切捨て

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月中間期 5,881 (21.4) 1,000 (36.0) 1,038 (36.8)

17年６月中間期 4,843 (21.6) 735 (157.5) 759 (188.0)

17年12月期 10,031 1,350 1,337

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６月中間期 625 (36.0) 10,318 00

17年６月中間期 459 (197.9) 35,931 40

17年12月期 775 58,295 98

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 60,605株 17年６月中間期 12,800株 17年12月期 13,304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であります。

(2）財政状態 （注）百万円未満切捨て

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６月中間期 9,511 3,884 40.8 62,244 43

17年６月中間期 6,357 1,260 19.8 98,461 61

17年12月期 8,185 2,294 28.0 159,321 03

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 62,400株 17年６月中間期 12,800株 17年12月期 14,400株

②期末自己株式数 18年６月中間期 0株 17年６月中間期 0株 17年12月期 0株

２．平成18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 13,477 1,570 910

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　14,583円33銭

３．配当状況

 ・現金配当  １株当たり配当金（円）

中間期末  期末 年間 

17年12月期 ― 18,900.00 18,900.00

18年12月期（実績） ― ―
5,600.00

18年12月期（予想） 2,600.00 3,000.00

[業績予想に関する留意事項]　　　

　平成18年12月期の予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、

実際の業績は様々な要因によって、予想数値と異なる可能性があります。

　なお、平成18年４月１日付で１株を４株に分割しておりますが、平成18年12月期の業績予想の１株当たり予想当期

純利益については、期首に分割が行われたものとして発行済株式総数の62,400株により算出しております。
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１．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６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
対前中間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年12月31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   1,737,562   3,047,148    3,008,926  

２．販売用不動産 ※１  527,450   269,234    634,840  

３．仕掛販売用不動産 ※１  3,072,782   4,879,838    3,362,017  

４．貯蔵品   7,422   8,313    9,068  

５．前払費用   20,840   21,801    23,049  

６．繰延税金資産   32,959   31,979    54,727  

７．その他   26,199   31,508    21,066  

貸倒引当金   △3,506   △3,675    △2,770  

流動資産合計   5,421,711 85.3  8,286,147 87.1 2,864,436  7,110,926 86.9

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物  24,934   28,338    26,056   

減価償却累計額  △5,870 19,063  △7,989 20,349   △6,905 19,151  

(2）構築物  －   425    －   

減価償却累計額  － －  △11 413   － －  

(3）車両運搬具  12,414   16,641    12,787   

減価償却累計額  △9,287 3,126  △4,082 12,558   △8,750 4,036  

(4）工具器具及び備
品

 33,236   53,890    33,482   

減価償却累計額  △18,920 14,316  △25,269 28,620   △21,606 11,876  

(5）土地   19,532   19,532    19,532  

有形固定資産合計   56,038 0.9  81,475 0.9 25,436  54,596 0.7

２．無形固定資産            

(1）ソフトウエア   18,811   20,544    16,159  

(2）その他   1,935   1,935    1,935  

無形固定資産合計   20,746 0.3  22,479 0.2 1,733  18,094 0.2

３．投資その他の資産            

(1）投資有価証券   7,802   12,205    14,502  

(2）関係会社株式   90,000   90,000    90,000  

(3）関係会社長期貸
付金

  72,100   71,504    71,803  

(4）繰延税金資産   115,601   114,417    122,086  

(5）投資不動産  579,466   831,641    701,807   

減価償却累計額  △70,631 508,834  △82,192 749,448   △75,921 625,885  

(6）その他   105,484   129,175    118,812  

貸倒引当金   △41,050   △45,532    △41,355  

投資その他の資産
合計

  858,772 13.5  1,121,218 11.8 262,445  1,001,735 12.2

固定資産合計   935,558 14.7  1,225,173 12.9 289,615  1,074,427 13.1

資産合計   6,357,269 100.0  9,511,321 100.0 3,154,052  8,185,353 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
対前中間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年12月31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   1,131,050   1,231,713    1,961,068  

２．買掛金   50,456   67,988    73,589  

３．短期借入金 ※1、3  557,000   740,000    345,000  

４．一年内返済予定の
長期借入金

※１  1,417,000   1,326,000    1,503,000  

５．一年内償還予定の
社債

  40,000   260,000    140,000  

６．未払法人税等   314,325   382,563    460,730  

７．賞与引当金   1,695   1,708    40,343  

８．その他 ※４  207,110   263,523    207,412  

流動負債合計   3,718,639 58.5  4,273,497 44.9 554,857  4,731,144 57.8

Ⅱ　固定負債            

１．社債   340,000   80,000    220,000  

２．長期借入金 ※１  789,000   1,020,000    661,000  

３．退職給付引当金   19,573   21,523    21,186  

４．役員退職慰労引当
金

  218,488   213,227    238,060  

５．その他   11,259   19,020    19,738  

固定負債合計   1,378,321 21.7  1,353,771 14.3 △24,549  1,159,985 14.2

負債合計   5,096,960 80.2  5,627,268 59.2 530,308  5,891,130 72.0
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前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
対前中間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年12月31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
（％）

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   160,000 2.5  －  －  452,400 5.5

Ⅱ　資本剰余金            

資本準備金  6,000   －    427,840   

資本剰余金合計   6,000 0.1  －  －  427,840 5.2

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  34,000   －    34,000   

２．任意積立金  320,000   －    320,000   

３．中間（当期）未処
分利益

 736,869   －    1,052,523   

利益剰余金合計   1,090,869 17.2  －  －  1,406,523 17.2

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  3,439 0.0  －  －  7,459 0.1

資本合計   1,260,308 19.8  －  －  2,294,222 28.0

負債及び資本合計   6,357,269 100.0  －  －  8,185,353 100.0

            

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本         

１．資本金  － － 1,071,420 11.3 － － －

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  － 1,046,860  －

資本剰余金合計  － － 1,046,860 11.0 － － －

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  － 34,000  －

(2）その他利益剰余
金

     

別途積立金  － 320,000  －

繰越利益剰余金  － 1,405,691  －

利益剰余金合計  － － 1,759,691 18.5 － － －

株主資本合計  － － 3,877,971 40.8 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評
価差額金

 －   6,081    －   

評価・換算差額等合
計

 － － 6,081 0.0 － － －

純資産合計  － － 3,884,052 40.8 － － －

負債純資産合計  － － 9,511,321 100.0 － － －
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自平成17年１月１日
至平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自平成18年１月１日
至平成18年６月30日）

対前中間期比 

前事業年度の要約損益計算書
（自平成17年１月１日
至平成17年12月31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   4,843,371 100.0  5,881,200 100.0 1,037,829  10,031,751 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  3,252,298 67.1  3,840,229 65.3 587,930  6,788,785 67.7

売上総利益   1,591,073 32.9  2,040,971 34.7 449,898  3,242,965 32.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  855,266 17.7  1,040,371 17.7 185,105  1,892,104 18.8

営業利益   735,806 15.2  1,000,599 17.0 264,793  1,350,861 13.5

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  764   543    1,390   

２．受取配当金  23,716   34,327    23,816   

３．受取手数料  12,500   15,350    25,950   

４．保険解約返戻金  －   11,976    －   

５．その他  1,020 38,001 0.8 3,403 65,600 1.1 27,598 2,682 53,839 0.5

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  3,240   4,378    7,574   

２．社債利息  781   741    1,540   

３．融資手数料  1,794   1,090    3,431   

４．株式公開関連費用  3,250   －    35,696   

５．新株発行費償却  －   15,880    11,315   

６．貸倒引当金繰入額  3,550   4,177    3,705   

７．その他  1,952 14,570 0.3 1,139 27,407 0.4 12,837 3,768 67,030 0.7

経常利益   759,238 15.7  1,038,792 17.7 279,554  1,337,669 13.3

Ⅵ　特別損失            

１．固定資産売却損 ※２ 768 768 0.0 566 566 0.0 △201 1,097 1,097 0.0

税引前中間（当
期）純利益

  758,469 15.7  1,038,226 17.7 279,756  1,336,572 13.3

法人税、住民税及
び事業税

 313,526   381,562    606,907   

法人税等調整額  △14,978 298,547 6.2 31,335 412,898 7.1 114,350 △45,911 560,996 5.6

中間（当期）純利
益

  459,921 9.5  625,328 10.6 165,406  775,576 7.7

前期繰越利益   276,947   －    276,947  

中間（当期）未処
分利益

  736,869   －    1,052,523  
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(3）中間株主資本等変動計算書

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計

資本準備金 
資本剰余金

合計 
利益準備金 

 その他利益剰余金
利益剰余金

合計 
別途積立金 

 繰越利益
剰余金

平成17年12月31日残高(千円) 452,400 427,840 427,840 34,000 320,000 1,052,523 1,406,523 2,286,763

中間会計期間中の変動額

新株の発行 619,020 619,020 619,020     1,238,040

剰余金の配当      △272,160 △272,160 △272,160

中間純利益      625,328 625,328 625,328

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
        

中間会計期間中の変動額合計 619,020 619,020 619,020 － － 353,168 353,168 1,591,208

平成18月6月30日残高(千円) 1,071,420 1,046,860 1,046,860 34,000 320,000 1,405,691 1,759,691 3,877,971

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高(千円) 7,459 7,459 2,294,222

中間会計期間中の変動額

新株の発行   1,238,040

剰余金の配当   △272,160

中間純利益   625,328

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
△1,378 △1,378 △1,378

中間会計期間中の変動額合計 △1,378 △1,378 1,589,830

平成18月6月30日残高(千円) 6,081 6,081 3,884,052

－ 6 －



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17年１月１日
至平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自平成18年１月１日
至平成18年６月30日）

前事業年度
（自平成17年１月１日
至平成17年12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）

(2）たな卸資産

販売用不動産、仕掛販売用不動

産

　個別法による原価法

(2）たな卸資産

販売用不動産、仕掛販売用不動

産

同左

(2）たな卸資産

販売用不動産、仕掛販売用不動

産

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法

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

　定率法によっております。

　但し、平成10年４月１日以降

取得の建物（建物附属設備を除

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。

建物　　　　　　　10～47年

車両運搬具　　　　　　６年

工具器具及び備品　４～15年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における

利用可能期間（５年）に基づい

ております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）投資不動産

　定率法によっております。

　但し、平成10年４月１日以降

取得の建物（建物附属設備を除

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。

建物及び構築物　　15～47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

　支出時に全額費用処理しておりま

す。

新株発行費

　　　　　　同左
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前中間会計期間

（自平成17年１月１日
至平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自平成18年１月１日
至平成18年６月30日）

前事業年度
（自平成17年１月１日
至平成17年12月31日）

４引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権及び貸付金等の貸倒

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

　従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額基準に基づく

当中間会計期間負担額を計上し

ております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額基準に基づく

当期負担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、退職一時金制度に基づき当

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

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、退職一時金制度に基づき当

期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。

(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要支

給見積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

に基づく期末要支給見積額を計

上しております。

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

(1）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、税抜き方式によってお

ります。

　なお、資産に係る控除対象外

消費税及び地方税については発

生事業年度の費用として処理し

ております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左

(2）販売用不動産・仕掛販売用不動

産に係る利息の処理方法

　個々の案件に係る借入金に対

する支払利息のうち、建設期間

中の利息については、販売用不

動産・仕掛販売用不動産に算入

しております。

(2）販売用不動産・仕掛販売用不動

産に係る利息の処理方法

同左

(2）販売用不動産・仕掛販売用不動

産に係る利息の処理方法

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17年１月１日

至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

 （自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

前事業年度

 （自　平成17年１月１日

至　平成17年12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。これによる損益に与える影

響はありません。

（役員賞与に関する会計基準）

　当中間会計期間より、「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。

　これによる損益に与える影響はありませ

ん。

（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」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）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」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）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、

3,884,052千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務諸表

等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17年１月１日

至平成17年６月30日）

当中間会計期間

 （自平成18年１月１日

至平成18年６月30日）

（中間損益計算書）

　前中間会計期間において営業外収益の「その他」に含めて表示して

おりました「受取配当金」については、営業外収益の総額の百分の十

を超えたため区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間の「受取配当金」の金額は４千円であります。

───────

追加情報

前中間会計期間
（自平成17年１月１日
至平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自平成18年１月１日
至平成18年６月30日）

前事業年度
（自平成17年１月１日
至平成17年12月31日）

（法人事業税における外形標準課税部分の中

間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「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6,020千

円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中

間純利益が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「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12,947

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前

純利益が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６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度末
（平成17年12月31日）

※１担保に供している資産と担保付債務は次

のとおりであります。

※１担保に供している資産と担保付債務は次

のとおりであります。

※１担保に供している資産と担保付債務は次

のとおりであります。

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

販売用不動産 330,811千円

仕掛販売用不動産 2,355,642 〃

合計 2,686,453千円

仕掛販売用不動産 2,955,824千円

合計 2,955,824千円

販売用不動産 325,889千円

仕掛販売用不動産 2,140,542 〃

合計 2,466,432千円

(2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務

短期借入金 525,000千円

一年内返済予定の

長期借入金
1,417,000 〃

長期借入金 789,000 〃

合計 2,731,000千円

短期借入金 740,000千円

一年内返済予定の

長期借入金
1,326,000 〃

長期借入金  1,020,000 〃

合計 3,086,000千円

短期借入金 345,000千円

一年内返済予定の

長期借入金
1,503,000 〃

長期借入金 661,000 〃

合計 2,509,000千円

２偶発債務

　下記の会社の金融機関からの借入金に対

して、次のとおり債務保証を行っておりま

す。

２偶発債務

　下記の会社の金融機関からの借入金に対

して、次のとおり債務保証を行っておりま

す。

２偶発債務

　下記の会社の金融機関からの借入金に対

して、次のとおり債務保証を行っておりま

す。

株式会社ヨコハマ地所 106,300千円 株式会社ヨコハマ地所 79,500千円 株式会社ヨコハマ地所 17,500千円

※３コミットメントライン契約

　当社は機動的な資金調達及び資金効率の

改善を目的として株式会社みずほ銀行との

間でコミットメントライン契約を締結して

おります。

　この契約に基づく当中間会計期間末にお

ける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。

※３コミットメントライン契約

　当社は機動的な資金調達及び資金効率の

改善を目的として株式会社みずほ銀行との

間でコミットメントライン契約を締結して

おります。

　この契約に基づく当中間会計期間末にお

ける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。

※３コミットメントライン契約

　当社は機動的な資金調達及び資金効率の

改善を目的として株式会社みずほ銀行との

間でコミットメントライン契約を締結して

おります。

　この契約に基づく当事業年度末における

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。

コミットメントラインの総額

 300,000千円

借入実行額 32,000 〃

差引額 268,000千円

コミットメントラインの総額

 300,000千円

借入実行額 －　 〃

差引額 300,000千円

コミットメントラインの総額

 300,000千円

借入実行額 －　 〃

差引額 300,000千円

 

※４消費税等の取り扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。

※４消費税等の取り扱い

同左 

─────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自平成17年１月１日
至平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自平成18年１月１日
至平成18年６月30日）

前事業年度
（自平成17年１月１日
至平成17年12月31日）

※１減価償却実施額 ※１減価償却実施額 ※１減価償却実施額

有形固定資産 4,214千円

無形固定資産 2,486 〃

投資不動産 3,586 〃

有形固定資産 6,411千円

無形固定資産 3,154 〃

投資不動産 6,271 〃

有形固定資産 8,810千円

無形固定資産 5,137 〃

投資不動産 8,876 〃

※２固定資産売却損の内容は、次のとおりで

あります。

※２固定資産売却損の内容は、次のとおりで

あります。

※２固定資産売却損の内容は、次のとおりで

あります。

車両運搬具 768千円 車両運搬具 566千円 車両運搬具 1,097千円

　（中間株主資本等変動計算書）

 　　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自平成17年１月１日
至平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自平成18年１月１日
至平成18年６月30日）

前事業年度
（自平成17年１月１日
至平成17年12月31日）

１．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

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    

車両運搬具 17,489 3,620 13,868

工具器具及
び備品

30,716 14,774 15,941

合計 48,205 18,395 29,810

 

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    

車両運搬具 12,424 4,214 8,210

工具器具及
び備品

27,318 9,518 17,799

合計 39,742 13,732 26,010

 

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    

車両運搬具 17,489 5,458 12,031

工具器具及
び備品

41,655 18,010 23,645

合計 59,145 23,468 35,676

(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 9,100千円

１年超 21,422 〃

合計 30,522 〃

１年内 7,938千円

１年超 19,410 〃

合計  27,348 〃

１年内 10,912千円

１年超 25,518 〃

合計 36,431 〃

(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、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(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 4,857千円

減価償却費相当額 4,313 〃

支払利息相当額 643 〃

支払リース料 6,444千円

減価償却費相当額 5,766 〃

支払利息相当額 765 〃

支払リース料 10,505千円

減価償却費相当額 9,386 〃

支払利息相当額 1,259 〃

(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

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 2,870千円

１年超 10,285 〃

合計 13,155 〃

１年内 3,353千円

１年超 6,839 〃

合計 10,193 〃

１年内 2,870千円

１年超 8,850 〃

合計 11,720 〃

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年６月30日現在）

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６月30日現在）

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12月31日現在）

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17年１月１日

至平成17年６月30日）

当中間会計期間

 （自平成18年１月１日

至平成18年６月30日）

前事業年度

 （自平成17年１月１日

至平成17年12月31日）

１株当たり純資産額 98,461円61銭

１株当たり中間純利益金額 35,931円40銭

１株当たり純資産額 62,244円43銭

１株当たり中間純利益金額 10,318円00銭

１株当たり純資産額 159,321円03銭

１株当たり当期純利益金額 58,295円98銭

　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。

　また、当社は平成17年４月15日付で株式１

株につき４株の株式分割を行っております。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の１株当たり情報については、それぞ

れ以下のとおりになります。

　当社は、平成18年４月１日付で株式１株に

つき４株の株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間会計期間及び前事業年

度における１株当たり情報については、以下

のとおりになります。

　また、当社は平成17年４月15日付で株式１

株につき４株の株式分割を行っております。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の１株当たり情報については、それぞ

れ以下のとおりになります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産 １株当たり純資産

56,635円20銭 70,693円71銭

１株当たり中間純

利益金額

１株当たり当期純

利益金額

12,061円83銭 26,149円16銭

　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。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

24,615円40銭 39,830円26銭

１株当たり中間純

利益金額

１株当たり当期純

利益金額

8,982円85銭 14,574円00銭

　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。

前事業年度

１株当たり純資産額　　　70,693円71銭

１株当たり当期純利益　　26,149円16銭

　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）純利益の算定上の基礎

項目

前中間会計期間

（自平成17年１月１日

至平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自平成18年１月１日

至平成18年６月30日）

前事業年度

（自平成17年１月１日

至平成17年12月31日）

中間損益計算書上の中間（当期）純利益

（千円）
459,921 625,328 775,576

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 459,921 625,328 775,576

普通株式の期中平均株式数（株） 12,800 60,605 13,304
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（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自平成17年１月１日

至平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自平成18年１月１日

至平成18年６月30日）

前事業年度

（自平成17年１月１日

至平成17年12月31日）

（公募増資）

　当社株式は、平成17年９月９日に、ジャス

ダック証券取引所に上場いたしました。上場

にあたり、平成17年８月19日開催の取締役会

決議により、新株発行を決議し、平成17年９

月８日に払込が完了致しました。

　この結果、資本金は452,400千円、発行済株

式総数は14,400株となりました。

①募集方法 ブックビルディング方

式による一般募集

②発行新株式数 1,600株

③発行価格 １株につき480,000円

④引受価格 １株につき446,400円

⑤発行価額 １株につき365,500円

⑥発行価額の総額 584,800千円

⑦払込金額の総額 714,240千円

⑧資本組入額 １株につき182,750円

⑨資本組入額の総額 292,400千円

⑩払込期日 平成17年９月８日

⑪配当起算日 平成17年７月１日

⑫資金の使途 運転資金（事業用地仕

入資金等）

　───────

 

1.平成18年２月10日開催の取締役会において、

次のとおり新株式の発行を決議し、平成18

年３月７日に払込が完了しました。この結

果、平成18年３月７日付で資本金は968,250

千円、発行済株式総数は15,400株となりま

した。

(１)募集方法：一般募集

(２)発行する株式の種類及び数：普通株式　

　　　　　　　　　　　　　　　　1,000株

(３)発行価格：１株につき1,105,800円

　　一般募集はこの価格にて行いました。

(４)引受価額：１株につき1,031,700円

　この価額は当社が引受人より１株当たりの

新株式払込金として受取った金額であります。

なお、発行価格と引受価額との差額は、引受

人の手取金になります。

(５)発行価額：１株につき1,031,700円

(６)発行価額の総額：1,031,700千円

(７)払込金額の総額：1,031,700千円

(８)資本組入額：１株につき515,850円

(９)資本組入額の総額：515,850千円

(10)払込期日：平成18年３月７日

(11)配当起算日：平成18年１月１日

(12)資金の使途：運転資金（事業用地仕入資

　　　　　　　　金等）

2.当社は公募新株発行並びに株式売出しに関

連し、当社株式より当社普通株式200株を賃借

した売出し（以下、「オーバーアロットメン

トによる売出し」という）を行いました。本

件第三者割当は、このオーバーアロットメン

トによる売出しに関連して、平成18年２月10

日開催の取締役会決議に基づき、三菱UFJ証券

株式会社を割当先として行うものであり、そ

の概要は次のとおりであります。

(１)発行する株式の種類及び数：普通株式　

　　　　　　　　　　　　　　　　　200株

(２)発行価額：1株につき1,031,700円

(３)資本組入額：1株につき515,850円

(４)払込金総額：206,340千円

(５)払込期日：平成18年３月23日

(６)新株の配当起算日：平成18年１月１日

(７)割当先：三菱UFJ証券株式会社

(８)資金の使途：運転資金（事業用地仕入資

　　　　　　　　金等）
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前中間会計期間

（自平成17年１月１日

至平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自平成18年１月１日

至平成18年６月30日）

前事業年度

（自平成17年１月１日

至平成17年12月31日）

 

 

 

 

 

  3.平成18年２月10日開催の取締役会において、

次のとおり株式分割による新株式の発行を決

議しております。

  (１)平成18年４月１日付をもって普通株式

      １株につき４株に分割します。

  ①分割により増加する株式数

　　普通株式　　　46,800株

 ②分割方法

　平成18年３月31日最終の株主名簿及び実質

株主名簿に記載又は記録された株主の所有株

式数を１株につき４株の割合をもって分割し

ます。

 (２)配当起算日

　　平成18年１月１日

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における１株当たり情報及

び当期首に行われたと仮定した場合の当事業

年度における１株当たり情報は、それぞれ以

下のとおりとなります。

 

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産

       17,673円43銭

１株当たり当期純利益

        6,537円29銭

　なお、潜在株式調整

後１株当たり当期純利

益については、潜在株

式が存在しないため、

記載しておりません。

 １株当たり純資産

       39,830円26銭

１株当たり当期純利益

        14,573円99銭

なお、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

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。
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