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１．18年８月中間期の業績（平成18年３月１日～平成18年８月31日）

(1）経営成績 （百万円未満の金額は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８月中間期 5,142 (△66.0) 195 (△91.0) △171 (―)

17年８月中間期 15,123 (65.9) 2,181 (98.7) 1,876 (118.2)

18年２月期 22,956 3,194 2,523

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年８月中間期 △113 (―) △602 13 ― ―

17年８月中間期 1,105 (128.4) 18,789 35 18,332 70

18年２月期 1,645 9,089 98 8,900 81
（注）①持分法投資損益 18年８月中間期 ―百万円 17年８月中間期 ―百万円 18年２月期 ―百万円

②期中平均株式数 18年８月中間期 189,003株 17年８月中間期 58,825株 18年２月期 181,017株
③会計処理の方法の変更 無
④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８月中間期 51,819 9,792 18.9 51,809 26

17年８月中間期 44,808 9,630 21.5 156,462 01

18年２月期 41,567 10,142 24.4 53,660 76
（注）①期末発行済株式数 18年８月中間期 189,003株 17年８月中間期 61,551株 18年２月期 189,003株

②期末自己株式数 18年８月中間期 6.9株 17年８月中間期 2.3株 18年２月期 6.9株

２．19年２月期の業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 30,000 4,200 2,350

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　  12,433円 66銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年２月期 － － － 1,500 － 1,500

19年２月期（実績） － － － － －  

19年２月期（予想） － － － 2,000 － 2,000

（注）18年２月期末配当金の内訳　普通配当　1,500円

※　上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によっ
て異なる結果となる可能性があります。
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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８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度要約貸借対照表
（平成18年２月28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   8,051,110   3,115,070   3,049,194  

２　売掛金   100,437   －   －  

３　共同事業未収入金   5,671,269   －   6,203  

４　たな卸資産 ※２  25,246,113   37,931,901   30,534,145  

５　前渡金   682,000   1,109,650   747,627  

６　前払費用   244,787   651,540   491,282  

７　子会社短期貸付金   －   2,715,500   465,100  

８　その他 ※４  582,451   525,018   642,793  

貸倒引当金   △147,947   △2,640   △13,231  

流動資産合計   40,430,223 90.2  46,046,041 88.9  35,923,116 86.4

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※1.2  2,990,456   3,050,116   2,976,083  

２　無形固定資産   3,926   3,291   3,195  

３　投資その他の資産 ※1.2  1,383,806   2,724,168   2,665,370  

貸倒引当金   －   △4,428   －  

投資その他の資産合
計

  1,383,806   2,719,740   2,665,370  

固定資産合計   4,378,190 9.8  5,773,149 11.1  5,644,649 13.6

資産合計   44,808,413 100.0  51,819,191 100.0  41,567,765 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形   －   312,000   120,000  

２　買掛金   29,938   34,702   35,156  

３　一年以内償還予定社
債

※２  120,000   220,000   320,000  

４　短期借入金 ※2.5  9,418,180   14,816,600   7,403,300  

５　一年以内返済予定長
期借入金

※２  5,386,340   7,908,940   7,543,148  

６　未払金   164,861   151,955   49,295  

７　共同事業未払金   5,391,302   4,525,420   24,444  

８　前受金   507,525   479,206   350,945  

９　賞与引当金   36,023   42,161   45,423  

10　その他 ※４  1,332,421   259,661   1,434,492  

流動負債合計   22,386,592 50.0  28,750,646 55.5  17,326,205 41.7

Ⅱ　固定負債           

１　社債 ※２  280,000   －   －  

２　長期借入金 ※２  9,379,243   12,955,903   10,296,573  

３　長期共同事業未払金   2,894,854   176,740   3,582,341  

４　その他   237,643   143,794   220,598  

固定負債合計   12,791,740 28.5  13,276,437 25.6  14,099,513 33.9

負債合計   35,178,333 78.5  42,027,084 81.1  31,425,719 75.6
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前中間会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度要約貸借対照表
（平成18年２月28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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,708,772 8.3  － －  3,723,824 9.0

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  3,484,667   －   3,499,716   

資本剰余金合計   3,484,667 7.8  － －  3,499,716 8.4

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  2,516   －   2,516   

２　任意積立金  1,200,000   －   1,200,000   

３　中間（当期）未処分
利益

 1,162,136   －   1,702,290   

利益剰余金合計   2,364,652 5.3  － －  2,904,806 7.0

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  73,316 0.1  － －  15,027 0.0

Ⅴ　自己株式   △1,328 0.0  － －  △1,328 0.0

資本合計   9,630,080 21.5  － －  10,142,046 24.4

負債資本合計   44,808,413 100.0  － －  41,567,765 100.0

           

前中間会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年２月28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  － － 3,723,824 7.2 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 3,499,716 －

(2）その他資本剰余金  － － －

資本剰余金合計  － － 3,499,716 6.8 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 2,516 －

(2）その他利益剰余金     

任意積立金  － 2,300,000 －

繰越利益剰余金  － 204,979 －

利益剰余金合計  － － 2,507,495 4.8 － －

４　自己株式  － － △1,328 △0.0 － －

株主資本合計  － － 9,729,707 18.8 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 － － 62,842 0.1 － －

２　繰延ヘッジ損益  － － △444 △0.0 － －

評価・換算差額等合計  － － 62,398 0.1 － －

Ⅲ　新株予約権  － － － ― － －

純資産合計  － － 9,792,106 18.9 － －

負債純資産合計  － － 51,819,191 100.0 － －
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度要約損益計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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   15,123,376 100.0  5,142,207 100.0  22,956,308 100.0

Ⅱ　売上原価   11,446,405 75.7  4,064,364 79.0  17,586,657 76.6

売上総利益   3,676,970 24.3  1,077,843 21.0  5,369,650 23.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,495,495 9.9  882,791 17.2  2,175,349 9.5

営業利益   2,181,474 14.4  195,052 3.8  3,194,301 13.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  163,416 1.1  191,626 3.7  324,518 1.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  468,281 3.1  558,334 10.8  995,419 4.3

経常利益又は経常損
失(△)

  1,876,610 12.4  △171,655 △3.3  2,523,400 11.0

Ⅵ　特別利益   － －  － 0.0  293,224 1.3

Ⅶ　特別損失 ※３  426 0.0  6,400 0.1  426 0.0

税引前中間（当期）
純利益又は中間純損
失(△)

  1,876,183 12.4  △178,055 △3.4  2,816,198 12.3

法人税、住民税
及び事業税

 823,044   2,678   1,280,048   

法人税等調整額  △52,152 770,892 5.1 △66,928 △64,249 △1.2 △109,294 1,170,753 5.1

中間（当期）純利益
又は中間純損失(△)

  1,105,291 7.3  △113,805 △2.2  1,645,444 7.2

前期繰越利益   56,845   －   56,845  

中間（当期）未処分
利益

  1,162,136   －   1,702,290  
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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３月１日　至平成18年８月31日）

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年２月28日　残高

（千円）
3,723,824 3,499,716 ― 3,499,716

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） ― ― ― ―

剰余金の配当（千円） ― ― ― ―

中間純損失（千円） ― ― ― ―

自己株式の処分（千円） ― ― ― ―

任意（別途）積立金の積立（千円） ― ― ― ―

株主資本以外の項目の中間会計期間中の

変動額（純額）

（千円）

― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
― ― ― ―

平成18年８月31日　残高

（千円）
3,723,824 3,499,716 ― 3,499,716

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
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18年２月28日　残高

（千円）
2,516 1,200,000 1,702,290 2,904,806 △1,328 10,127,018

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） ― ― ― ― ― ―

剰余金の配当（千円） ― ― △283,504 △283,504 ― △283,504

中間純損失（千円） ― ― △113,805 △113,805 ― △113,805

自己株式の処分（千円） ― ― ― ― ― ―

任意（別途）積立金の積立（千円） ― 1,100,000 △1,100,000 ― ― ―

株主資本以外の項目の中間会計期間中の

変動額（純額）

（千円）

― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
― 1,100,000 △1,497,310 △397,310 ― △397,310

平成18年８月31日　残高

（千円）
2,516 2,300,000 204,979 2,507,495 △1,328 9,729,707
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評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
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

平成18年２月28日　残高

（千円）
15,027 ― ― 15,027 ― 10,142,046

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） ― ― ― ― ― ―

剰余金の配当（千円） ― ― ― ― ― △283,504

中間純損失（千円） ― ― ― ― ― △113,805

自己株式の処分（千円） ― ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目の中間会計期間中の

変動額（純額）

（千円）

47,815 △444 ― 47,370 ― 47,370

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
47,815 △444 ― 47,370 ― △349,939

平成18年８月31日　残高

（千円）
62,842 △444 ― 62,398 ― 9,792,106
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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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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

　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）

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。

　ただし、匿名組合に対する

出資のうち、出資を通じて営

業者の財産を実質的に保有し

ているものとみなされるもの

については、出資者の持分割

合に相当する部分を出資者の

資産及び負債として貸借対照

表に計上し、損益計算書につ

いても同様に処理しておりま

す。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

　時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

①　販売用不動産、仕掛販売用不

動産、共同事業出資金及び未

成業務支出金

　個別法による原価法

(3）たな卸資産

①　販売用不動産、仕掛販売用不

動産、共同事業出資金及び未

成業務支出金

同左

(3）たな卸資産

①　販売用不動産、仕掛販売用不

動産、共同事業出資金及び未

成業務支出金

同左

②　貯蔵品

　最終仕入原価法

②　貯蔵品

同左

②　貯蔵品

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

２　固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　建物（建物付属設備を除く）に

ついては定額法、その他について

は定率法によっております。

　なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。

　また、取得価額10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につい

ては、事業年度毎に一括して３年

間で均等償却しております。

(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

　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）に基づく定額法に

よっております。

(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

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については過去

の貸倒実績率による貸倒見積高を

計上し、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に債権の回収可

能性を勘案して回収不能見込額を

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

　従業員への賞与支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当中

間会計期間の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

　従業員への賞与支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当事

業年度の負担額を計上しておりま

す。

４　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
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

５　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

金利キャップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ対象…借入金の利息   

(3）ヘッジ方針

　当社の内規である「デリバティ

ブ取引管理規程」に基づき、借入

金の金利変動リスクを回避する目

的でデリバティブ取引を行ってお

り、ヘッジ対象債務の範囲内で

ヘッジを行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジの開始時から有効性判定

時点までの期間において、ヘッジ

対象とヘッジ手段の相場変動の累

計を比較し、両者の変動額等を基

礎にして、判断しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

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）繰延資産の処理方法

①　新株発行費

　支出時に全額を費用として処

理しております。

(1）繰延資産の処理方法

①　新株発行費

同左

(1）繰延資産の処理方法

①　新株発行費

同左

②　社債発行費

　支出時に全額を費用として処

理しております。

②　社債発行費

同左

②　社債発行費

同左

(2）消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

　なお、控除対象外消費税等につ

いては、発生事業年度の期間費用

としております。

(2）消費税等の処理方法

同左

(2）消費税等の処理方法

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３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

前事業年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28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」(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

9,792,550千円であります。

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。

──────  (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。

なお、これによる損益に与える影響はあり

ません。

──────
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表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

──────   (中間貸借対照表関係)

前中間会計期間において、流動資産「その他」に含めて表示して

おりました「子会社短期貸付金」(前中間会計期間248,084千円)につ

きましては、資産総額の100分の５超となったため、当中間会計期間

より区分掲記しております。
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追加情報

前中間会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

前事業年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

（外形標準課税）

　「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19,516

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益が19,516千円減少しております。

────── （外形標準課税）

　「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35,590千円については、販売費及び一

般管理費に計上しております。
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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８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度末
（平成18年２月28日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

37,191千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

82,473千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

59,804千円

投資不動産の減価償却累計額

365千円

投資不動産の減価償却累計額

446千円

投資不動産の減価償却累計額

405千円

※２　担保資産

　このうち社債（社債60,000千円、一年以

内償還予定社債20,000千円）及び借入金

（長期借入金7,288,583千円、一年以内返

済予定長期借入金5,320,348千円、短期借

入金8,791,840千円）の担保に供している

ものは、次のとおりであります。

※２　担保資産

　このうち借入金（長期借入金12,165,000

千円、一年以内返済予定長期借入金

7,842,948千円、短期借入金11,688,235千

円）の担保に供しているものは、次のとお

りであります。

※２　担保資産

　このうち借入金（長期借入金9,038,909

千円、一年以内返済予定長期借入金

7,477,156千円、短期借入金7,263,000千

円）の担保に供しているものは、次のとお

りであります。

仕掛販売用不動産 19,898,536千円

建物 1,561,127千円

土地 1,415,403千円

投資有価証券 523,500千円

計 23,398,567千円

(たな卸資産)  

仕掛販売用不動産 29,679,890千円

共同事業出資金 516,986千円

(有形固定資産)  

建物 1,520,896千円

土地 1,420,040千円

投資有価証券 305,700千円

計 33,443,513千円

(たな卸資産)  

販売用不動産 278,546千円

仕掛販売用不動産 21,907,834千円

共同事業出資金 517,936千円

(有形固定資産)  

建物 1,542,047千円 

土地 1,420,040千円 

投資有価証券 303,000千円 

計 25,969,404千円

　また、上記債務のうち短期借入金

（670,000千円）を担保するために、質権

が設定されております。これは匿名組合出

資のうち営業者の長期預り金と相殺表示し

ている投資有価証券に係るものです。

　なお、このほかに宅地建物取引業法に基

づく手付金等保全措置のため、投資有価証

券5,000千円及び保証金25,000千円につい

て、質権が設定されております。

　また、上記債務のうち短期借入金

（670,000千円）を担保するために、質権

が設定されております。これは匿名組合出

資のうち営業者の長期預り金と相殺表示し

ている投資有価証券に係るものです。

　なお、このほかに宅地建物取引業法に基

づく手付金等保全措置のため、投資有価証

券5,000千円及び保証金25,000千円につい

て、質権が設定されております。

　また、上記債務のうち短期借入金

（670,000千円）を担保するために、質権

が設定されております。これは匿名組合出

資のうち営業者の長期預り金と相殺表示し

ている投資有価証券に係るものです。

　なお、このほかに宅地建物取引業法に基

づく手付金等保全措置のため、投資有価証

券5,000千円及び保証金25,000千円につい

て、質権が設定されております。

３　　　　　――――― ３　保証債務

①　当社の子会社であります、株式会社Ｊ

ＡＤの金融機関等からの借入金に対して、

141,100千円の債務保証を行っておりま

す。

②　当社の子会社であります、株式会社ラ

ンドネクサスの設備リース債務について

債務保証を行っております。

(リース料残高総額 21,716千円)

３　保証債務

　当社の子会社であります、株式会社ＪＡ

Ｄの金融機関等からの借入金に対して、

111,400千円の債務保証を行っております。

※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　　　　　―――――

※５　当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため金融機関５社と特定融資枠契

約（シンジケーション方式によるコミット

メント・ライン設定契約）を締結しており

ます。

　当中間会計期間末における貸出コミット

メントに係る借入金未実行残高等は次のと

おりです。

 ※５　　　　　――――― ※５　当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため金融機関　社と特定融資枠契

約（シンジケーション方式によるコミット

メント・ライン設定契約）を締結しており

ます。

　当中間会計期間末における貸出コミット

メントに係る借入金未実行残高等は次のと

おりです。

貸出コミットメントの総額

 1,200,000千円

貸出実行残高 960,000千円

差引額 240,000千円

貸出コミットメントの総額

 1,200,000千円

貸出実行残高 960,000千円

差引額 240,000千円
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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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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 47,374千円

解約金収入 13,086千円

賃貸収入 38,524千円

受取手数料 24,941千円

共同事業改定差益 17,773千円

受取利息 61,155千円

解約金収入 4,952千円

賃貸収入 61,961千円

受取手数料 18,103千円

匿名組合出資利益 32,122千円

受取利息 74,599千円

解約金収入 15,492千円

賃貸収入 101,870千円

受取手数料 38,628千円

匿名組合出資利益 48,615千円

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

支払利息 309,755千円

支払手数料 112,245千円

支払利息 418,182千円

支払手数料 119,426千円

支払利息 682,719千円

支払手数料 227,386千円

※３　特別損失の内容は、次のとおりでありま

す。

※３　特別損失の内容は、次のとおりでありま

す。

※３　特別損失の内容は、次のとおりでありま

す。

固定資産除却損  

（車両運搬具） 37千円

（器具及び備品） 389千円

計 426千円

固定資産除却損  

（建物） 5,607千円

（器具及び備品） 792千円

計 6,400千円

固定資産除却損  

（車両運搬具） 37千円

 (器具及び備品）   389千円

計 426千円

４　当社における通常の営業の形態として、

物件の引渡時期が上半期または下半期に偏

重する傾向があるため、事業年度の上半期

と下半期の売上高及び業績の間には著しい

季節的変動があります。

４　　同左 ４　　　　　―――――

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 20,375千円

無形固定資産 677千円

投資不動産 40千円

有形固定資産 30,084千円

無形固定資産 777千円

投資不動産 40千円

有形固定資産 44,232千円

無形固定資産 1,408千円

投資不動産 81千円
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（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３月１日　至　平成18年８月31日）

１.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
当中間会計期間増加
株式数

当中間会計期間減少
株式数

当中間会計期間末株
式数

普通株式 6.9 ― ― 6.9

合計 6.9 ― ― 6.9
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（リース取引）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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

 有形固定資産  

取得価額相当額 5,184千円

減価償却累計額相当額 3,542千円

中間期末残高相当額 1,641千円

 有形固定資産  

取得価額相当額 10,152千円

減価償却累計額相当額 4,744千円

中間期末残高相当額 5,407千円

 有形固定資産  

取得価額相当額 5,184千円

減価償却累計額相当額 4,060千円

期末残高相当額 1,123千円

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 1,091千円

１年超 656千円

計 1,747千円

１年内 1,601千円

１年超 3,866千円

計 5,468千円

１年内 1,112千円

１年超 94千円

合計 1,207千円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

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 569千円

減価償却費相当額 518千円

支払利息相当額 38千円

支払リース料 746千円

減価償却費相当額 684千円

支払利息相当額 40千円

支払リース料 1,138千円

減価償却費相当額 1,036千円

支払利息相当額 67千円

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

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

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法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

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 15,140千円

１年超 434,019千円

合計 449,159千円

１年内 15,140千円

１年超 418,879千円

合計 434,019千円

１年内 15,140千円

１年超 426,449千円

合計 441,589千円

（注）　当社がオーナーから長期一括借上げ

している賃貸契約のうち、解約不能条

項が付されているものを記載しており

ます。

（注）　当社がオーナーから長期一括借上げ

している賃貸契約のうち、解約不能条

項が付されているものを記載しており

ます。

（注）　当社がオーナーから長期一括借上げ

している賃貸契約のうち、解約不能条

項が付されているものを記載しており

ます。
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（有価証券）

前中間会計期間（自平成17年３月１日　至平成17年８月31日）

　当中間会計期間に係る「有価証券」（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除く）に関する注記に

ついては、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。

なお、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（自平成18年３月１日　至平成18年８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（自平成17年３月１日　至平成18年２月28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17年３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

前事業年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

１株当たり純資産額 156,462円01銭

１株当たり中間純利益 18,789円35銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益
18,332円70銭

　当社は平成16年10月20日付で株式１株につ

き２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

前中間会計期間における１株当たり情報につ

いては、以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額

108,015円71銭

１株当たり中間純利益

9,739円30銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

9,454円83銭

１株当たり純資産額 51,809円26銭

１株当たり中間純損失 602円13銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、１株当たり中間純損失である

ため、また、潜在株式が存在しているものの

希薄化効果を有しないため記載しておりませ

ん。

（追加情報）

　「１株当たり当期純利益に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）

が平成18年１月31日付で改正されたことに伴

い、当中間会計期間から繰延ヘッジ損益（税

効果調整後）の金額を普通株式に係る期末の

純資産額に含めております。

　なお、前事業年度に係る財務諸表において

採用していた方式により算定した当中間会計

期間の１株当たり純資産額は、51,811円61銭

であります。

１株当たり純資産額 53,660円76銭

１株当たり当期純利益 9,089円98銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
8,900円81銭

　当社は平成17年10月20日付で株式１株につ

き３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

前事業年度における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額

       36,011円95銭

１株当たり当期純利益

2,910円63銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

2,831円57銭

（注）　１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失(△)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

前中間会計期間

(自　平成17年３月１日

至　平成17年８月31日)

当中間会計期間

(自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日)

前事業年度

(自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日)

１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）
   

中間（当期）純利益又は中間純損失(△)（千円） 1,105,291 △113,805 1,645,444

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）純利益又は中間純

損失(△)（千円）
1,105,291 △113,805 1,645,444

普通株式の期中平均株式数（株） 58,825 189,003 181,017

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数（株） 1,465 ― 3,847

（うち新株引受権） 899 ― 2,399

（うち新株予約権） 566 ― 1,448

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

―

平成17年５月26日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン（新株予約権）普通株式

600株

―
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

　当中間会計期間終了後、平成17年８月10日開

催の取締役会の決議に基づき、株式分割による

新株式を発行しております。その概要は以下の

とおりであります。

(1）平成17年10月20日をもって普通株式１株を

３株に分割しております。

①　分割により増加した株式数

普通株式123,102.6株

②　分割方法

　平成17年８月31日の最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載または記録された株主

の所有株式数を、１株につき３株の割合を

もって分割しております。

(2）配当起算日

平成17年９月１日

　前期首に当該株式分割が行われたと仮定

した場合における（１株当たり情報）の各

数値はそれぞれ以下のとおりであります。

（前中間会計期間）

１株当たり純資産額

36,005円23銭

１株当たり中間純利益

3,246円43銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

3,151円61銭

（当中間会計期間）

１株当たり純資産額

52,154円00銭

１株当たり当期純利益

6,263円11銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

6,110円90銭

（前事業年度） 

１株当たり純資産額

36,011円95銭

１株当たり当期純利益

2,910円63銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　　　　　　　　　　　2,831円57銭

────── ────── 
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