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決算取締役会開催日 平成18年９月15日 配当支払開始日 平成18年10月19日

単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）   

１．平成18年７月中間期の業績（平成18年２月１日～平成18年７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７月中間期 68,417 △0.1 3,525 4.4 3,229 4.8

17年７月中間期 68,489 △1.2 3,376 △37.9 3,081 △38.4

18年１月期 135,701  7,393  6,700  

 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７月中間期 1,666 △6.5 61 98

17年７月中間期 1,783 △42.4 66 45

18年１月期 3,854  142 88

（注） ①期中平均株式数 18年７月中間期 26,893,475株 17年７月中間期 26,835,663株 18年１月期 26,843,198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）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 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７月中間期 93,736 38,962 41.6 1,448 02

17年７月中間期 107,760 36,349 33.7 1,354 32

18年１月期 98,371 37,906 38.5 1,409 19

（注） ①期末発行済株式数 18年７月中間期 26,907,717株17年７月中間期 26,839,525株18年１月期 26,885,949株

 ②期末自己株式数 18年７月中間期 12,739株17年７月中間期 10,931株18年１月期 12,007株

２．平成19年１月期の業績予想（平成18年２月１日～平成19年１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 153,000 8,500 4,930

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 183円22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

18年１月期 23 23 46

19年１月期（実績） 23 －  

19年１月期（予想） － 23 46

※　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７月31日）
当中間会計期間末

（平成18年７月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 11,297 10,882 7,225

２．売掛金 0 － －

３．たな卸資産 ※2,6 85,289 67,168 78,812

４．その他 ※３ 2,063 3,875 1,965

流動資産合計 98,651 91.5 81,926 87.4 88,004 89.5

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

（1）建物 ※1,6 1,645 2,016 1,626

（2）土地 ※６ 4,831 6,845 5,771

（3）その他 ※１ 193 186 197

計 6,670 9,048 7,595

２．無形固定資産 108 120 109

３．投資その他の資産

（1）その他 ※２ 2,378 2,688 2,710

（2）貸倒引当金 △48 △48 △48

計 2,330 2,640 2,662

固定資産合計 9,109 8.5 11,810 12.6 10,366 10.5

資産合計 107,760 100.0 93,736 100.0 98,371 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年７月31日）
当中間会計期間末

（平成18年７月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 7,965 4,945 5,261

２．営業未払金 8,115 5,707 6,045

３．短期借入金 ※２ 51,190 38,049 45,050

４．１年内返済予定
長期借入金

※２ － 803 －

５．未払法人税等 1,264 1,449 1,507

６．賞与引当金 63 57 61

７．役員賞与引当金 － 15 －

８．その他 ※３ 2,037 2,173 1,728

流動負債合計 70,636 65.6 53,201 56.7 59,656 60.7

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ － 804 －

２．退職給付引当金 367 405 386

３．役員退職引当金 407 362 422

固定負債合計 775 0.7 1,572 1.7 808 0.8

負債合計 71,411 66.3 54,773 58.4 60,464 61.5

（資本の部）

Ⅰ　資本金 7,749 7.2 － － 7,782 7.9

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 8,041 － 8,074

資本剰余金合計 8,041 7.4 － － 8,074 8.2

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 179 － 179

２．任意積立金 6,501 － 6,501

３．中間（当期）未処分利
益

13,722 － 15,176

利益剰余金合計 20,403 18.9 － － 21,857 22.2

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

190 0.2 － － 230 0.2

Ⅴ　自己株式 △35 △0.0 － － △38 △0.0

資本合計 36,349 33.7 － － 37,906 38.5

負債資本合計 107,760 100.0 － － 98,371 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年７月31日）
当中間会計期間末

（平成18年７月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１　資本金  － － 7,797 8.3 － －

２　資本剰余金  

資本準備金  － 8,089 －

資本剰余金合計  － － 8,089 8.6 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 179 －

(2）その他利益剰余金     

特別償却準備金  － 1 －

別途積立金  － 6,500 －

繰越利益剰余金  － 16,206 －

利益剰余金合計  － － 22,886 24.4 － －

４　自己株式  － － △39 △0.0 － －

株主資本合計  － － 38,734 41.3 － －

Ⅱ　評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額
金

 － － 228 0.3 － －

評価・換算差額等合計  － － 228 0.3 － －

純資産合計  － － 38,962 41.6 － －

負債純資産合計  － － 93,736 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

(自　平成17年２月１日
　至　平成17年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年２月１日
　至　平成18年７月31日)

前事業年度の要約損益計算書
(自　平成17年２月１日
　至　平成18年１月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 68,489 100.0 68,417 100.0 135,701 100.0

Ⅱ　売上原価 58,989 86.1 58,848 86.0 115,891 85.4

売上総利益 9,499 13.9 9,569 14.0 19,809 14.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 6,122 9.0 6,044 8.8 12,416 9.2

営業利益 3,376 4.9 3,525 5.2 7,393 5.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 34 0.1 87 0.1 88 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２

１．支払利息 287 － 565

２．融資手数料 － － 151

３．その他 41 － 64

営業外費用合計 329 0.5 383 0.6 781 0.6

経常利益 3,081 4.5 3,229 4.7 6,700 4.9

Ⅵ　特別利益 ※３ － － 39 0.1 － －

Ⅶ　特別損失 ※４ － － 340 0.5 － －

税引前中間（当期）純利
益

3,081 4.5 2,927 4.3 6,700 4.9

法人税、住民税及び事業
税

1,208 1,389 2,640

法人税等調整額 90 1,298 1.9 △128 1,260 1.9 205 2,845 2.1

中間（当期）純利益 1,783 2.6 1,666 2.4 3,854 2.8

前期繰越利益 11,939 － 11,939

自己株式処分差損 0 － 0

中間配当額 － － 617

中間（当期）未処分利益 13,722 － 15,176
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中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

 （単位：百万円）

株主資本
 評価・
換算　　
差額等

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

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

特別
償却
準備金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年１月31日 残高 7,782 8,074 8,074 179 1 6,500 15,176 21,857 △38 37,675 230 37,906

中間会計期間中の変動額

新株の発行　　　　　（新

株引受権の行使）
 15 15 15       30  30

特別償却準備金の取崩し     △0  0 －  －  －

剰余金の配当       △618 △618  △618  △618

利益処分による役員賞与       △19 △19  △19  △19

中間純利益       1,666 1,666  1,666  1,666

自己株式の取得         △1 △1  △1

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動額

（純額）

          △2 △2

中間会計期間中の変動額

合計
15 15 15 － △0 － 1,030 1,029 △1 1,058 △2 1,056

平成18年７月31日 残高 7,797 8,089 8,089 179 1 6,500 16,206 22,886 △39 38,734 228 38,962
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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17年２月１日
　至　平成17年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年２月１日
　至　平成18年７月31日)

前事業年度
(自　平成17年２月１日
　至　平成18年１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

(1）有価証券

子会社株式

(1）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法 同左 同左

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの

中間会計期間末日の市場価

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）

中間会計期間末日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

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 時価のないもの 時価のないもの

移動平均法による原価法 同左 同左

(2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産

販売用不動産、仕掛販売用不動

産及び未成工事支出金

販売用不動産、仕掛販売用不動

産及び未成工事支出金

販売用不動産、仕掛販売用不動

産及び未成工事支出金

個別法による原価法 同左 同左

原材料 原材料 原材料

総平均法による原価法 同左 同左

貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法 同左 同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産

定率法 同左 同左

但し、平成10年４月１日以降

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、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　　３～50年

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産

定額法 同左 同左

但し、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

額法によっております。

(3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用

定額法 同左 同左

３．繰延資産の処理方法 新株発行費

新株発行費は、支出時に全額費用

処理しております。

新株発行費

同左

新株発行費

同左
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項　　目
前中間会計期間

(自　平成17年２月１日
　至　平成17年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年２月１日
　至　平成18年７月31日)

前事業年度
(自　平成17年２月１日
　至　平成18年１月31日)

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (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。

同左 同左

(2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間会

計期間に負担すべき額を計上し

ております。

同左 従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額のうち当事業年

度に負担すべき額を計上してお

ります。

(3）　　　―――――― (3）役員賞与引当金 (3）　　　――――――

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

の当中間会計期間負担額を計上

しております。

(4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 (4）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、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（７年）の

定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌期から費用処理し

ております。

同左 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（７年）の

定額法により、翌事業年度から

費用処理することとしておりま

す。

(5）役員退職引当金 (5）役員退職引当金 (5）役員退職引当金

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

に基づく中間会計期間末要支給

額を計上しております。

同左 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

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理

① 税抜方式を採用しております。 同左 同左

② 控除対象外消費税等のうち、固

定資産に係るものは、投資その

他の資産に計上し、５年間で均

等償却を行っており、それ以外

は発生事業年度の期間費用とし

ております。
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会計処理方法の変更 

前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

――――――― （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。これにより、営業

利益、経常利益及び税引前中間純利益は15百万

円減少しております。

―――――――

――――――― （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

38,962百万円であります。

―――――――

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

――――――― （中間損益計算書）

「営業外費用」は、前中間会計期間まで主要な費目を区分掲記してお

りましたが、当中間会計期間より一括して掲記し、その主要な費目及び

金額を注記しております。

追加情報

前中間会計期間
(自　平成17年２月１日
　至　平成17年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年２月１日
　至　平成18年７月31日)

前事業年度
(自　平成17年２月１日
　至　平成18年１月31日)

（外形標準課税制度の導入に伴う影響）

「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40百万円

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。

――――――― （外形標準課税制度の導入に伴う影響）

「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82百万円

増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純

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７月31日）

当中間会計期間末
（平成18年７月31日）

前事業年度末
（平成18年１月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 839百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 958百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 913百万円

※２　担保に供している資産及びこれに対応す

る債務は、次のとおりであります。

※２　担保に供している資産及びこれに対応す

る債務は、次のとおりであります。

※２　担保に供している資産及びこれに対応す

る債務は、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

たな卸資産 2,264百万円

差入敷金保証金(投資その

他の資産「その他」に含

む)

23

計 2,287百万円

担保権の設定が留保されているたな卸資産

（建物）が238百万円とたな卸資産（土地）

が3,130百万円あります。

たな卸資産 555百万円

計 555百万円

上記のほか、担保権の設定が留保されてい

るたな卸資産（建物）が942百万円とたな卸

資産（土地）が8,199百万円あります。

上記のほか、担保権の設定が留保されてい

るたな卸資産（建物）が1,009百万円とたな

卸資産（土地）が5,653百万円あります。

(2) 上記に対応する債務 (2) 上記に対応する債務 (2) 上記に対応する債務

短期借入金 9,378百万円

計 9,378百万円

短期借入金 1,715百万円

１年内返済予定長期借入

金
803百万円

長期借入金 350百万円

計 2,868百万円

短期借入金 5,323百万円

計 5,323百万円

※３　消費税等の取扱い ※３　消費税等の取扱い ※３　　　　　──────

　仮受消費税等と仮払消費税等は相殺の上、

流動資産の「その他」に含めております。

　仮受消費税等と仮払消費税等は相殺の上、

流動負債の「その他」に含めております。

４　借入金に関し、コミットメントライン契

約25,500百万円及び当座貸越契約

35,500百万円を締結しております。これら

の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。

コミットメントライン 25,500百万円

当座貸越 35,500

借入実行残高 43,375

借入未実行残高 17,624百万円

４　借入金に関し、コミットメントライン契

約41,000百万円及び当座貸越契約

44,500百万円を締結しております。これら

の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。

コミットメントライン 41,000百万円

当座貸越 44,500

借入実行残高 37,017

借入未実行残高 48,482百万円

４　借入金に関し、コミットメントライン契

約36,000百万円及び当座貸越契約

44,160百万円を締結しております。これら

の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。

コミットメントライン 36,000百万円

当座貸越 44,160

借入実行残高 40,998

借入未実行残高 39,161百万円

５　債務保証

当社顧客の住宅ローン利用者に対し

10百万円の債務保証を行っております。

この債務保証は、住宅ローン利用者の金

融機関に対する借入金の連帯保証債務であ

ります。

５　債務保証

　当社顧客の住宅ローン利用者に対し

８百万円の債務保証を行っております。

この債務保証は、住宅ローン利用者の金

融機関に対する借入金の連帯保証債務であ

ります。

５　債務保証

当社顧客の住宅ローン利用者に対し

９百万円の債務保証を行っております。

この債務保証は、住宅ローン利用者の金

融機関に対する借入金の連帯保証債務であ

ります。

※６　販売用不動産の保有目的の変更

販売用不動産を、保有目的の変更によ

り、有形固定資産（建物184百万円，土地

260百万円）に振り替えました。

※６　販売用不動産の保有目的の変更

販売用不動産を、保有目的の変更によ

り、有形固定資産（建物577百万円，土地

1,323百万円）に振り替えました。

※６　販売用不動産の保有目的の変更

販売用不動産を、保有目的の変更によ

り、有形固定資産（建物184百万円，土地

260百万円）に振り替えました。
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当中間期中の発行済株式数の増加

発行年月日 発行形態 発行株式数（株） 発行価額（円） 資本組入額（円）

平成18年４月10日 新株予約権の行使(ストックオプション) 3,200 1,368 2,188,800

平成18年５月10日 新株予約権の行使(ストックオプション) 800 1,368 547,200

平成18年５月25日 新株予約権の行使(ストックオプション) 8,800 1,368 6,019,200

平成18年６月12日 新株予約権の行使(ストックオプション) 6,700 1,368 4,582,800

平成18年７月10日 新株予約権の行使(ストックオプション) 3,000 1,368 2,052,000

合計 22,500 － 15,390,000

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
(自　平成17年２月１日
　至　平成17年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年２月１日
　至　平成18年７月31日)

前事業年度
(自　平成17年２月１日
　至　平成18年１月31日)

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息・受取配当金 16 百万円

受取家賃 10 百万円

受取利息・受取配当金 22 百万円

受取家賃 8 百万円

保険返戻金 15 百万円

不動産取得税還付 18 百万円

受取利息・受取配当金 24 百万円

受取家賃 8 百万円

※２　　　　　――――――― ※２　営業外費用の主要項目 ※２　　　　　―――――――

支払利息 219 百万円

融資手数料 91 百万円

※３　　　　　――――――― ※３　特別利益の主要項目 ※３　　　　　―――――――

固定資産売却益 39 百万円

※４　　　　　――――――― ※４　特別損失の主要項目 ※４　　　　　―――――――

販売用不動産評価損 62 百万円

支払和解金等 277 百万円

　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 69 百万円

無形固定資産 13 百万円

有形固定資産 76 百万円

無形固定資産 17 百万円

有形固定資産 158 百万円

無形固定資産 29 百万円

（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２月１日　至　平成18年７月31日）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加

株式数（株）

当中間会計期間減少

株式数（株）

当中間会計期間末

株式数（株）

普通株式（注） 12,007 732 － 12,739

合計 12,007 732 － 12,739

（注）１．普通株式の自己株式の増加732株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式の560株は含まれておりません。
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①　リース取引

前中間会計期間
(自　平成17年２月１日
　至　平成17年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年２月１日
　至　平成18年７月31日)

前事業年度
(自　平成17年２月１日
　至　平成18年１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

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
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

工具器具備品
（有形固定資産の

「その他」）
86 73 12

車両運搬具
（有形固定資産の

「その他」）
33 15 17

ソフトウェア
（無形固定資産）

221 202 18

合計 341 291 49

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

工具器具備品
（有形固定資産の

「その他」）
25 19 6

車両運搬具
（有形固定資産の

「その他」）
31 12 18

ソフトウェア
（無形固定資産）

3 3 0

合計 60 35 25

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

工具器具備品
（有形固定資産の

「その他」）
41 35 6

車両運搬具
（有形固定資産の

「その他」）
33 19 14

ソフトウェア
（無形固定資産）

115 110 4

合計 190 165 24

（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 31百万円

１年超 17

合計 49百万円

１年内 9百万円

１年超 15

合計 25百万円

１年内 13百万円

１年超 11

合計 24百万円

（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 33百万円

減価償却費相当額 33百万円

支払リース料 12百万円

減価償却費相当額 12百万円

支払リース料 62百万円

減価償却費相当額 62百万円

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

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年７月31日現在）

　子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７月31日現在）

　子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18年１月31日現在）

　子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２月１日
　至　平成17年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年２月１日
　至　平成18年７月31日)

前事業年度
(自　平成17年２月１日
　至　平成18年１月31日)

１株当たり純資産額 1,354円32銭

１株当たり中間純利益 66円45銭

１株当たり純資産額 1,448円02銭

１株当たり中間純利益 61円98銭

１株当たり純資産額 1,409円19銭

１株当たり当期純利益 142円88銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益
66円32銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益
61円93銭

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
142円65銭

　（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は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成17年２月１日
　至　平成17年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年２月１日
　至　平成18年７月31日)

前事業年度
(自　平成17年２月１日
　至　平成18年１月31日)

１株当たり中間（当期）純利益

中間（当期）純利益（百万円） 1,783 1,666 3,854

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 19

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (19)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
1,783 1,666 3,835

期中平均株式数（千株） 26,835 26,893 26,843

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益

普通株式増加数（千株） 51 20 43

（うち旧商法第280条ノ19の規定に基づく

新株引受権）
(51) (20) (43)

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

―――――― ―――――― ――――――
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