
平成18年12月期　　　　　　　　　　　個別中間財務諸表の概要 平成18年8月24日

上場会社名 株式会社グレース 上場取引所 大阪証券取引所(第二部)

コード番号 4790 本社所在都道府県 東京都

（ＵＲＬ　http://www.grace-c.co.jp)

代　　表　　者 役職名　　代表取締役社長 氏名 稲　田　禎　一
問合せ先責任者 役職名　　取締役総務部長 氏名 水　谷　健　二 TEL　( 03 )  5770 - 5233

決算取締役会開催日　平成18年8月24日 配当支払開始日　　　　―

単元株制度採用の有無　　　有（1単元1,000株）

１．18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 　（記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております）

記載金額

（注）①　期中平均株式数　18年6月中間期　30,354,733株　17年6月中間期　25,199,339株　17年12月期　26,997,803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

（注）①　期末発行済株式数　18年6月中間期　30,354,733株　17年6月中間期　25,198,733株　17年12月期　30,354,733株
②　期末自己株式数　　18年6月中間期　　　 5,278株　17年6月中間期　　 　1,267株　17年12月期　 　　5,278株

２．18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）

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）　　　 0円23銭

３．配当状況

　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在に

　おける仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年6月中間期 183 (   40.8 ) 68 (  552.4 ) 56 (     － )
17年6月中間期 130 ( △94.2 ) 10 ( △90.6 ) 2 ( △98.3 )

17年12月期 273 42 24

売　上　高 営　業　利　益 経　常　利　益

円 銭
18年6月中間期 19 (      －) 0 62
17年6月中間期 1 (  △99.3) 0 02

17年12月期 10 0 36

中間(当期)純利益

百万円　　　％

１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭
18年6月中間期 4,446 1,604 36.1 52 83
17年6月中間期 4,654 618 13.3 24 51

17年12月期 4,088 1,635 40.0 53 86

自己資本比率
１株当たり
純  資  産

百万円

総　資　産 純　資　産

百万円 百万円 百万円
通期 267 16 7

当期純利益経 常 利 益売　上　高

・現金配当

中間期末 期　　末 年　　間

17年12月期 1.00 1.00

18年12月期（実績）

18年12月期（予想） 未定

1株当たり配当金（円）

未定
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２ 中間財務諸表等 

(1) 中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

(単位：千円) 

当中間会計期間 

平成18年6月30日現在 

前中間会計期間 

平成17年6月30日現在 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

平成17年12月31日現在 科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
  ％ ％  ％

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産    

   現金及び預金   537,632 940,567  750,307

   前払費用   8,516 9,579  5,496

   繰延税金資産   1,883 608  2,236

   短期貸付金   600,000 1,894,078  1,200,000

   未収入金   368,000 152,767  149,806

   未収還付法人税等   ― 1,109  ―

   その他の流動資産   153 5,265  5,851

  流動資産合計   1,516,185 34.1 3,003,976 64.5  2,113,698 51.7

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

    建物  49,967 44,867 49,967 

    減価償却累計額  8,472 41,494 6,178 38,689 7,337 42,630

    工具器具及び備品  4,253 4,253 4,253 

    減価償却累計額  2,816 1,436 2,433 1,819 2,647 1,605

    土地   11,833 11,833  11,833

   有形固定資産計   54,764 1.2 52,342 1.1  56,068 1.4

 ２ 無形固定資産    

    ソフトウェア   583 1,326  924

    電話加入権   72 72  72

   無形固定資産計   656 0.0 1,399 0.0  996 0.0

 ３ 投資その他の資産    

    投資有価証券   26,669 25,290  40,107

    関係会社株式   2,324,658 1,288,820  1,388,820

    出資金   600 600  600

    長期前払費用   4,118 5,257  4,687

    繰延税金資産   1,916 224  ―

    リゾート施設会員権   4,080 4,080  4,080

    差入保証金   505,128 268,978  468,978

   投資等計   2,867,171 64.5 1,593,251 34.3  1,907,274 46.7

  固定資産合計   2,922,592 65.7 1,646,993 35.4  1,964,340 48.1

Ⅲ 繰延資産    

   新株発行費 
 
      社債発行費 
 

  

2,607
 

4,775

2,059
 

525
 

3,794
 

6,366

  繰延資産合計   7,382 0.2 2,584 0.1  10,160 0.2

 資産合計   4,446,160 100.0 4,653,554 100.0  4,088,199 100.0
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                                                                                                                        (単位：千円) 

当中間会計期間 

平成18年6月30日現在 

前中間会計期間 

平成17年6月30日現在 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

平成17年12月31日現在 科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

  ％ ％  ％

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債    

   短期借入金(※1)   1,200,000 3,460,000  1,370,000

   1年以内返済予定長期借入金   788,550 173,400  493,800

   未払金   6,920 52,053  5,445

   未払費用   612 508  ―

   未払法人税等   16,280 1,275  12,781

   未払消費税等   4,848 296  ―

   預り金   2,786 2,626  2,268

   その他の流動負債   3,255 ―  ―

  流動負債合計   2,023,254 45.5 3,690,161 79.3  1,884,295 46.1

    

Ⅱ 固定負債 
 
      社債 

   
100,000

 
100,000

  
100,000

   長期借入金   719,150 245,700  457,350

   繰延税金負債   ― ―  11,515

   長期預り保証金   166 170  166

  固定負債合計   819,316 18.4 345,870 7.4  569,031 13.9

 負債合計   2,842,570 63.9 4,036,031 86.7  2,453,327 60.0
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(単位：千円) 

当中間会計期間 

平成18年6月30日現在 

前中間会計期間 

平成17年6月30日現在 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

平成17年12月31日現在 科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

  ％ ％  ％

(資本の部)   

Ⅰ 資本金   ― ― 500,000 10.7  1,100,000 26.9

Ⅱ 資本剰余金    

   資本準備金  ― ― 400,000 

   資本剰余金合計   ― ― ― ―  400,000 9.8

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  ― 7,139 7,139 

 ２ 任意積立金  ― 297 297 

 ３ 中間（当期）未処分利益  ― 102,523 111,669 

   利益剰余金合計   ― ― 109,960 2.4  119,106 2.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金   ― ― 7,811 0.2  16,899 0.4

Ⅴ 自己株式   ― ― △247 △0.0  △1,134 △0.0

 資本合計   ― ― 617,523 13.3  1,634,871 40.0

 負債資本合計   ― ― 4,653,554 100.0  4,088,199 100.0

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   1,100,000 24.7 ― ―  ― ―

２ 資本剰余金    

     資本準備金  400,000 ― ― 

   資本剰余金合計   400,000 9.0 ― ―  ― ―

３ 利益剰余金    

   (1) 利益準備金  7,139 ― ― 

   (2) その他利益剰余金    

     特別償却準備金  140 ― ― 

     繰越利益剰余金  100,221 ― ― 

   利益剰余金合計   107,501 2.4 ― ―  ― ―

  ４ 自己株式   △1,134 △0.0 ― ―  ― ―

    株主資本合計   1,606,367 36.1 ― ―  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額金    

その他有価証券評価差額金   △2,777 ― ―  ― ―

   評価・換算差額金合計   △2,777 △0.0 ― ―  ― ―

 純資産合計   1,603,589 36.1 ― ―  ― ―

 負債純資産合計   4,446,160 100.0 ― ―  ― ―
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② 中間損益計算書                               (単位：千円) 

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 

前中間会計期間 

自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

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 科目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

  ％ ％  ％

Ⅰ 営業収益（※1）   183,215 100.0 130,140 100.0  273,044 100.0

Ⅱ 営業費用（※1）   115,243 62.9 119,721 92.0  231,248 84.7

  営業利益   67,971 37.1 10,418 8.0  41,795 15.3

Ⅳ 営業外収益    

   受取利息  7,761 16,107 32,005 

   受取配当金  183 ― 4 

   その他営業外収益  270 8,214 4.5 1,664 17,771 13.7 1,701 33,711 12.3

Ⅴ 営業外費用 
 

    

   支払利息  16,603 19,638 38,157 

   社債利息  280 292 560 

   新株発行費償却  1,186 1,106 3,634 

   社債発行費償却  1,591 525 4,233 

   その他営業外費用  587 20,249 11.1 4,428 25,991 20.0 5,336 51,922 19.0

  経常利益   55,936 30.5 2,198 1.7  23,584 8.6

Ⅳ 特別利益    

   投資有価証券売却益  36,522 36,522 19.9 ― ― ― ― ― ―

Ⅶ 特別損失    

   関係会社株式売却損  56,162 ― ― 

   訴訟関連損失  3,100 59,262 32.3 ― ― ― ― ― ―

  税引前中間(当期)純利益   33,196 18.1 2,198 1.7  23,584 8.6

   法人税、住民税及び事業税(※3) 14,076 355 8,694 

   法人税等調整額(※3)  370 14,447 7.9 1,284 1,639 1.3 5,185 13,879 5.0

  中間(当期)純利益   18,749 10.2 558 0.4  9,705 3.6

  前期繰越利益   101,964  101,964

  中間(当期)未処分利益   102,523  111,669
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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18年1月1日 至平成18年6月30日）             （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 項 目 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成17年12月31日残高 1,100,000 400,000 400,000

中間会計期間中の変動額 

中間会計期間中の変動額合

計 
― ― ―

平成18年6月30日残高 1,100,000 400,000 400,000

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 項 目 

利益準備金 特別償却 

準備金 

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12月31日残高 7,139 297 111,669 119,106 △1,134 1,617,972

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当 ― ― △30,354 △30,354 ― △30,354

 中間純利益 ― ― 18,749 18,749 ― 18,749

 特別償却準備金の取崩 ― △156 156 ― ― ―

中間会計期間中の変動額合

計 
― △156 △11,448 △11,605 ― △11,605

平成18年6月30日残高 7,139 140 100,221 107,501 △1,134 1,606,367

 

評価・換算差額等 
項 目 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成17年12月31日残高 16,899 16,899 1,634,871

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 ― ― △30,354

 中間純利益 ― ― 18,749

 特別償却準備金の取崩 ― ― ―

 株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

(純額) 

△19,677 △19,677 △19,677

中間会計期間中の変動額合

計 
△19,677 △19,677 △31,282

平成18年6月30日残高 △2,777 △2,777 1,603,589
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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 
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 

前中間会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17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 

有価証券 

 関係会社株式 

  移動平均法に基づく原価法 

 

 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 

   移動平均法に基づく原価法

有価証券 

 関係会社株式 

同 左 

 

その他有価証券 

同 左 

有価証券 

 関係会社株式 

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 

  移動平均法に基づく原価法 

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。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(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、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

   建物 24～37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 

  定額法を採用しております。

  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) 長期前払費用 

  均等償却によっております。

(3) 長期前払費用 

同 左 

(3) 長期前払費用 

同 左 

３ 繰延資産の処理

方法 

新株発行費 

３年間で均等償却しておりま

す。 

 

社債発行費 

３年間で均等償却しておりま

す。 

新株発行費 

商法施行規則の規定する最長期

間(３年間)で均等償却しており

ます。 

社債発行費 

商法施行規則の規定する最長期

間(３年間)で均等償却しており

ます。 

新株発行費 

同 左 

 

 

社債発行費 

同 左 

 

４ 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(消費税及び地方消費税)

の会計処理 

税抜方式によっております。 

なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、未払消費税等

として表示しております。 

消費税等(消費税及び地方消費税)

の会計処理 

同 左 

消費税等(消費税及び地方消費税)

の会計処理 

税抜方式によっております。 
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  （会計処理の変更） 

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 

前中間会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17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.固定資産の減損に係る会計基準 

当中間会計期間から｢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｣(企業会計基準委員会 

平成15年10月31日 企業会計基準指針

第6号)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。 

2.貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準 

  当中間会計期間から｢貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準｣

（企業会計基準委員会 平成17年12月

9日 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｣（企業会計基準

委員会 平成17年12月9日 企業会計

基準適用指針第8号）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。 

 従来の｢資本の部｣の合計に相当する金

額は1,603,589千円であります。 

  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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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

当中間会計期間 

平成18年6月30日現在 

前中間会計期間 

平成17年6月30日現在 

前事業年度 

平成17年12月31日現在 

(※1)  

 当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行2行と当座貸

越契約を締結しております。当該契

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。 

当座貸越限度額 400,000千円 

借入実行残高 400,000千円 

差引借入 

未実行残高 
－千円 

 

(※1)  

 当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行8行と当座貸

越契約を締結しております。当該契

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。 

当座貸越限度額 1,800,000千円

借入実行残高 1,800,000千円

差引借入 

未実行残高 
－千円

 

(※1)  

 当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行5行と当座貸

越契約を締結しております。当該契

約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

 

当座貸越限度額 1,100,000千円

借入実行残高 1,070,000千円

差引借入 

未実行残高 
30,000千円

 
(2)  

 藤栄建設㈱の金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。 

借入債務 2,518,000千円 

 ㈱グレースデザインの金融機関からの

借入に対し債務保証を行っておりま

す。 

借入債務 121,600千円 
 

(2)  

 藤栄建設㈱の金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。 

借入債務 600,000千円

 ㈱グレースインベストメントの金融機

関からの借入に対し債務保証を行って

おります。 

借入債務 160,000千円
 

(2)  

 藤栄建設㈱の金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。 

借入債務 1,310,000千円

 ㈱グレースデザインの金融機関からの

借入に対し債務保証を行っておりま

す。 

借入債務 141,200千円

  ㈱グレースインベストメントの金融

機関からの借入に対し債務保証を行

っております。 

借入債務 350,000千円
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(中間損益計算書関係) 

 

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 

前中間会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17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) 

当社は、モデルルーム事業に関する一

切の営業を、商法に定める吸収分割の

方法により、連結子会社㈱グレースデ

ザインへ継承させ、持株会社となりま

した。これに伴い、当社の売上高は前

事業年度までのモデルルーム事業関連

がなくなり、子会社からの業務受託収

入が売上高の大部分を占めるなど、当

中間期は、売上高等の内容が前中間期

に比べて大幅に変動致しました。この

ため、これら収益項目を当中間会計期

間より「営業収益」として表示するこ

ことしております。また、これに対応

し、前事業年度まで「売上原価」、

「販売費及び一般管理費」として表示

していた費用項目を、当中間会計期間

より「営業費用」として表示しており

ます。 

 

同 左 

(2) 

 減価償却実施額 

有形固定資産 1,300千円

無形固定資産 340千円
 

(2) 

 減価償却実施額 

有形固定資産 1,290千円

無形固定資産 481千円
 

(2) 

 減価償却実施額 

有形固定資産 2,663千円

無形固定資産 884千円
 

(※3) 

 中間会計期間に係る納付税額及び法人

税等調整額は、当期において予定し

ている利益処分による特別償却準備

金の取崩しを前提として、当中間会

計期間に係る金額を計算しておりま

す。 

(※3) 

同  左 

 

― 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自平成18年1月1日 至平成18年6月30） 

１．自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増  加 減  少 当中間会計期間末 

普通株式 5,278 ― ― 5,278
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(リース取引関係) 
 

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 

前中間会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17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 

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 

 

 当社のリース取引はすべて、企業の事

業内容に照らして重要性の乏しいリ

ース取引でリース契約１件当たりリ

ース料総額が300万円未満であるた

め、注記すべき事項はありません。 

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 

 

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 

 

同  左 

 

(有価証券関係) 

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 

前中間会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17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 

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。 

同  左 同  左 
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(重要な後発事象) 

 

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 

前中間会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17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 

 

― 

 

平成17年6月21日開催の取締役会におい

て、下記の通り転換社債型新株予約権付社

債の発行を決議し、平成17年7月7日に払込

みが行われました。 

 

(1) 新株予約権付社債の種類及び銘柄 

2010年7月7日満期ｾﾞﾛ･ｸｰﾎﾟﾝ円建転換

社債型新株予約権付社債 

(2) 発行価額 

本社債の額面金額の100％（各本社債

額面金額 5,000,000円） 

(3) 発行価額の総額 

10億円 

(4) 利率 

本社債には利息を付さない。 

(5) 償還期限 

2010年7月7日 

(6) 本新株予約権の目的となる株式の種

類及び数 

(ⅰ)種類 当社普通株式 

(ⅱ)数 行使請求に係る本社債の発

行価格の総額を転換価格で

除した数とする。 

(ⅲ)本新株予約権の総数 200個 

(ⅳ)転換価格 当初 204円 

(ⅴ)行使期間 2005年7月7日から

2010年7月6日まで 

(7) 発行年月日 

2005年7月7日 

(8) 発行方法 

特定海外投資家の総額引受による。 

(9) 引受人の名称 

Lehman Brothers Commercial 

Corporation Asia Limited 

(10) 発行場所 

中華人民共和国香港特別行政区 

(11) 新規発行による手取金の額及び使途 

(ⅰ)本新株予約権付社債の新規発行

による手取金の額 

(ｱ) 発行総額 10億円 

(ｲ) 発行諸費用の概算額 

1,000万円 

(ｳ) 差引手取概算額 

9億9,000万円 

  (ⅱ)本新株予約権付社債の手取金の使

途 

    Ｍ＆Ａ資金等に充当する予定。 

当社は、平成18年２月15日開催の取締役

会により、下記のとおり株式取得により

会社買収を議決いたしました。 

 

(1)その旨お

よび目的 

一般建設事業およびモ

デルルーム事業に続く

第三の主力事業育成の

ため 

  

(2)株式取得

の相手会

社の名称 

三井農林株式会社 

  

(3)買収する

会社の名

称、事業

内容、規

模 

日東工営株式会社 

建設業 

総資産8,209百万円 

(平成17年3月31日 

現在) 

  

(4)株式取得

の時期 

平成18年２月16日 

  

(5)取得する

株 式 の

数、取得

価格及び

取得後の

持分比率

等 

株式      170千株 

取得価格 1,360百万円 

持分比率     85％ 

  

(6)支払資金

の調達及

び支払方

法 

金融機関からの借入 

現金決済 
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