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１．平成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 （百万円未満切り捨て）

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 4,984 10.7 696 55.5 569 81.4

17年８月中間期 4,503 11.1 447 129.3 313 199.3

18年２月期 9,141 882 544

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８月中間期 271 63.2 9,860 31

17年８月中間期 166 198.0 7,215 95

18年２月期 337 14,194 78

（注）①期中平均株式数 18年８月中間期 27,494株 17年８月中間期 23,015株 18年２月期 23,806株

②会計処理の方法の変更 有（固定資産の減損に係る会計基準）

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 （百万円未満切り捨て）

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８月中間期 13,904 3,062 22.0 110,618 09

17年８月中間期 12,654 1,555 12.3 67,591 32

18年２月期 12,853 2,830 22.0 103,328 91

（注）①期末発行済株式数 18年８月中間期 27,685株 17年８月中間期 23,015株 18年２月期 27,395株

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

２．平成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 10,128 1,170 630

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　22,756円01銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たりの配当金（円） 

中間期末 期末 年間

18年２月期 － 2,000.00 2,000.00

19年２月期（実績） 2,000.00 －  

19年２月期（予想） － 2,500.00 4,500.00

 

※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。
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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８月31日）

当中間会計期間末

（平成18年８月31日）

対前
中間期比

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

（％）

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  636,733   817,529    1,559,250   

２　たな卸資産  32,757   47,308    31,445   

３　その他  1,286,191   739,110    736,870   

流動資産合計   1,955,682 15.4  1,603,948 11.5 △351,733  2,327,566 18.1

Ⅱ 固定資産            

１　有形固定資産 ※１           

(1) 建物 ※２ 667,627   745,632    647,211   

(2) 構築物 ※２ 2,036,684   2,151,156    1,911,551   

(3) 土地 ※２ 6,612,122   7,567,849    6,403,643   

(4) その他 ※２ 543,180   889,015    648,308   

計  9,859,615   11,353,653   1,494,037 9,610,714   

２　無形固定資産  150,083   139,011   △11,071 144,156   

３　投資その他の

資産
 690,824   809,527    772,755   

貸倒引当金  △1,800   △1,800    △1,800   

計  689,024   807,727   118,702 770,955   

固定資産合計   10,698,723 84.6  12,300,392 88.5 1,601,669  10,525,825 81.9

資産合計   12,654,405 100.0  13,904,341 100.0 1,249,935  12,853,391 100.0
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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）

対前
中間期比

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

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

構成比

（％）

（負債の部）            

Ⅰ 流動負債            

１　短期借入金 ※２ 3,299,775   2,860,000    2,450,000   

２　１年以内返済予定

の長期借入金
※２ 1,184,944   1,154,944    1,204,344   

３　未払法人税等  207,942   286,156    354,060   

４　賞与引当金  7,117   5,772    4,972   

５　その他 ※３ 624,720   780,713    692,611   

流動負債合計   5,324,498 42.1  5,087,586 36.6 △236,912  4,705,988 36.6

Ⅱ 固定負債            

１　長期借入金 ※２ 5,095,830   4,960,886    4,643,958   

２　退職給付引当金  15,467   19,250    17,397   

３　役員退職慰労

引当金
 72,109   87,820    80,241   

４　その他  590,885   686,336    575,110   

固定負債合計   5,774,292 45.6  5,754,292 41.4 △19,999  5,316,707 41.4

負債合計   11,098,790 87.7  10,841,879 78.0 △256,911  10,022,696 78.0

            

（資本の部）            

Ⅰ 資本金   366,200 2.9  － － △366,200  817,700 6.4

Ⅱ 資本剰余金            

１　資本準備金  360,558   －    1,006,858   

資本剰余金合計   360,558 2.9  － － △360,558  1,006,858 7.8

Ⅲ 利益剰余金            

１　利益準備金  1,784   －    1,784   

２　任意積立金  2,676   －    2,676   

３　中間(当期)未処分
利益

 819,099   －    990,945   

利益剰余金合計   823,559 6.5  － － △823,559  995,405 7.7

Ⅳ その他有価証券評価
差額金

  5,296 0.0  － － △5,296  10,731 0.1

資本合計   1,555,614 12.3  － － △1,555,614  2,830,695 22.0

負債資本合計   12,654,405 100.0  － － △12,654,405  12,853,391 100.0
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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）

対前
中間期比

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

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

構成比

（％）

 (純資産の部)            

Ⅰ 株主資本            

 １　資本金   － －  826,325 5.9 826,325  － －

 ２　資本剰余金            

(1) 資本準備金  －   1,015,483    －   

資本剰余金合計   － －  1,015,483 7.3 1,015,483  － －

 ３　利益剰余金            

(1) 利益準備金  －   1,784    －   

(2) その他利益

　 剰余金 
           

任意積立金  －   2,676    －   

繰越利益剰余金  －   1,207,254    －   

利益剰余金合計   － －  1,211,714 8.7 1,211,714  － －

株主資本合計   － －  3,053,523 21.9 3,053,523  － －

Ⅱ 評価・換算差額等            

 １　その他有価証券

評価差額金
  － －  8,938 0.1 8,938  － －

評価・換算差額等

合計 
  － －  8,938 0.1 8,938  － －

純資産合計   － －  3,062,461 22.0 3,062,461  － －

負債純資産合計   － －  13,904,341 100.0 13,904,341  － －
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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）

対前

中間期比

前事業年度の要約損益計算書

（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

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   4,503,260 100.0  4,984,489 100.0 481,229  9,141,861 100.0

Ⅱ 売上原価   3,734,770 82.9  3,894,262 78.1 159,491  7,629,733 83.5

売上総利益   768,489 17.1  1,090,227 21.9 321,737  1,512,128 16.5

Ⅲ 販売費及び一般

管理費
  320,595 7.1  393,576 7.9 72,981  629,535 6.8

営業利益   447,894 10.0  696,650 14.0 248,756  882,592 9.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  31,736 0.7  18,090 0.3 △13,646  63,374 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２  165,968 3.7  145,643 2.9 △20,325  401,102 4.4

経常利益   313,661 7.0  569,097 11.4 255,435  544,864 6.0

Ⅵ 特別利益 ※３  － －  3,743 0.1 3,743  89,020 0.9

Ⅶ 特別損失 ※4,5  － －  68,838 1.4 68,838  8,925 0.1

税引前中間(当期)

純利益
  313,661 7.0  504,002 10.1 190,341  624,959 6.8

法人税、住民税

及び事業税
 185,709   266,357    353,902   

法人税等調整額  △38,123 147,586 3.3 △33,454 232,903 4.7 85,316 △66,863 287,038 3.1

中間(当期)純利益   166,075 3.7  271,099 5.4 105,024  337,920 3.7

前期繰越利益   653,024   －    653,024  

中間(当期)未処分

利益
  819,099   －    990,945  
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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 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
任意積立金

繰越利益
剰余金

平成18年２月28日　残高

（千円）
817,700 1,006,858 1,006,858 1,784 2,676 990,945 995,405 2,819,963

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 8,625 8,625 8,625     17,250

剰余金の配当（千円）      △54,790 △54,790 △54,790

中間純利益（千円）      271,099 271,099 271,099

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）
8,625 8,625 8,625 － － 216,309 216,309 233,559

平成18年８月31日　残高

（千円）
826,325 1,015,483 1,015,483 1,784 2,676 1,207,254 1,211,714 3,053,523

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18年２月28日　残高

（千円）
10,731 10,731 2,830,695

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円）   17,250

剰余金の配当（千円）   △54,790

中間純利益（千円）   271,099

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）

△1,793 △1,793 △1,793

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△1,793 △1,793 231,766

平成18年８月31日　残高

（千円）
8,938 8,938 3,062,461
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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

 

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

①　子会社株式

　移動平均法による原価法を採

用しております。

(1）有価証券

①　子会社株式

　　　　　同　左

(1）有価証券

①　子会社株式

　　　　　同　左

②　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）を

採用しております。

②　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)

を採用しております。

 

②　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）を採用

しております。

 

 

(2）たな卸資産

貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法

を採用しております。

(2）たな卸資産

貯蔵品

　　　　　同　左

(2）たな卸資産

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（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）を採用しております。また、

定期借地権契約による借地上の建

物及び構築物については、耐用年

数を定期借地権の残存期間、残存

価額を零とした定額法によってお

ります。

　なお、主な耐用年数は以下の通

りであります。

建物　　　　　　７年～38年

構築物　　　　　６年～21年

その他　　　　　３年～20年

(1）有形固定資産

　定率法（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）を採用しております。また、

定期借地権契約による借地上の建

物及び構築物については、耐用年

数を定期借地権の残存期間、残存

価額を零とした定額法によってお

ります。

　なお、主な耐用年数は以下の通

りであります。

建物　　　　　　７年～38年

構築物　　　　　６年～30年

その他　　　　　３年～20年

(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

　定額法を採用しております。

(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

　支出時に全額費用として処理し

ております。

 

－ 39 －



 

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）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権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

よる計算額を、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充てるた

め、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

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額のうち当期の負担

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、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき、当中間会計

期間末に発生していると認められ

る額を計上しております。

　なお、退職給付債務の計算につ

いては、簡便法によっております。

(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、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき、当事業年度

末に発生していると認められる額

を計上しております。

　なお、退職給付債務の計算につ

いては、簡便法によっております。

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に充て

るため、内規に基づく中間会計期

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充て

るため、内規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．ヘッジ会計の方法 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たす金利

スワップにつきましては特例処

理を採用しております。

重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　　　　　同　左

　

重要なヘッジ会計の方法

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

ヘッジ対象---借入金

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

③　ヘッジ方針

　ヘッジ取引を行う場合の取引

方針としましては、資金調達で

発生する通常の取引の範囲内で

必要に応じ最小限のリスクで契

約を行う方針であり、投機的な

取引は行わない方針であります。

③　ヘッジ方針

　　　　　同　左

 

　

③　ヘッジ方針

　　　　　同　左

 

 

④　ヘッジの有効性評価の方法

　特例処理によっている金利ス

ワップにつきましては有効性の

評価を省略しております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

　　　　　同　左

　

④　ヘッジの有効性評価の方法

　　　　　同　左

 

 

７．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について

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理について

　　　　　同　左

消費税等の会計処理について

　　　　　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）

─────  (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

計基準の設置に関する意見書」（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６号　平成15年10月31

日）を適用しております。これにより税引

前中間純利益は68,838千円減少しておりま

す。

　なお、減損損失累計額については、改正

後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。

 

─────

 (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

3,062,461千円であります。

　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）

　前中間会計期間において流動負債の「その他」に含めて記載してお

りました「未払法人税等」（前中間会計期間の残高は42,345千円）に

ついては負債及び資本の合計額の100分の１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。

─────

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）

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法第９号）が平成15年３月31日に公布

され、平成16年４月１日以降に開始する事業

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17,479

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益が17,479千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日以降に開始する事業

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37,590

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益が37,590千円減少しております。

－ 42 －



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 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 1,517,699千円  1,914,264千円  1,722,431千円

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産並びに担保付

債務は次のとおりであります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産並びに担保付

債務は次のとおりであります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産並びに担保付

債務は次のとおりであります。

担保資産  

建物 415,714千円

構築物 545,727　〃

土地 5,523,933　〃

その他 61,145　〃

計 6,546,521千円

担保資産  

建物 487,809千円

構築物 797,769　〃

土地 5,848,129　〃

その他 52,384　〃

計 7,186,094千円

担保資産  

建物 498,029千円

構築物 502,172　〃

土地 5,627,600　〃

その他 56,410　〃

計 6,684,212千円

　（注）上記には、質権設定が留保されて

いる土地172,182千円が含まれてお

ります。

　（注）上記には、質権設定が留保されて

いる土地172,182千円が含まれてお

ります。

　（注）上記には、質権設定が留保されて

いる土地172,182千円が含まれてお

ります。

担保付債務  

短期借入金 700,000千円

１年以内返済予定の

長期借入金
664,500　〃

長期借入金 4,696,750　〃

計 6,061,250千円

担保付債務  

短期借入金 700,000千円

１年以内返済予定の

長期借入金
760,500　〃

長期借入金 4,636,250　〃

計 6,096,750千円

担保付債務  

短期借入金 700,000千円

１年以内返済予定の

長期借入金
664,500　〃

長期借入金 4,514,500　〃

計 5,879,000千円

※３　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」に表示し

ております。

※３　消費税等の取扱い

　　　　　　同　左

※３　　　　　─────
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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　営業外収益の主要なもの ※１　営業外収益の主要なもの ※１　営業外収益の主要なもの

自動販売機設置収入 10,590千円

解約金収入 13,995千円

自動販売機設置収入 11,630千円

  

自動販売機設置収入 21,858千円

解約金収入 25,995千円

※２　営業外費用の主要なもの ※２　営業外費用の主要なもの ※２　営業外費用の主要なもの

支払利息 113,990千円

駐車場解約費 51,007千円

支払利息 107,133千円

駐車場解約費 32,288千円

支払利息 221,946千円

駐車場解約費 120,721千円

※３　　　　　　　───── ※３　特別利益の主要なもの ※３　特別利益の主要なもの

前期損益修正益 3,743千円 土地売却益 89,020千円

※４　　　　　　　───── ※４　特別損失の主要なもの ※４　特別損失の主要なもの

減損損失 68,838千円 金利スワップ解約損 8,925千円

※５　　　　　　　───── ※５　減損損失

当社は、個別駐車場を単位として資産

のグルーピングを行っております。営

業活動から生ずる損益が継続してマイ

ナスである資産グループについて、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に

計上しております。

場所 用途
減損損失

（千円）

栃木県

大田原

駐車場

他23件

駐車場

場備
　68,838

減損損失の種類別内訳

　構築物　　　　　　　　35,715千円

　その他有形固定資産　   8,388千円

  無形固定資産             931千円

  リース資産            23,802千円

 

なお、当資産グループの回収可能価額

は使用価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを5.0%で割り引い

て算定しております。

※５　　　　　　　─────

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 229,769千円

無形固定資産 10,537千円

有形固定資産 252,880千円

無形固定資産 10,542千円

有形固定資産 484,337千円

無形固定資産 21,180千円

（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３月１日　　至　平成18年８月31日）

 　自己株式に関する事項

 　   該当事項はありません。
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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

(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、減損損失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)

その他 1,536,992 796,840 740,152

合計 1,536,992 796,840 740,152

 

取得価額
相当額

(千円)

減価償却
累計額相
当額

(千円)

減損損失
累計額相
当額

(千円)

中間期末
残高相当
額

(千円)

その他 1,223,387 536,843 23,802 662,740

合計 1,223,387 536,843 23,802 662,740

 

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)

その他 1,277,551 609,476 668,074

合計 1,277,551 609,476 668,074

(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等 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 214,558千円

１年超 540,250　〃

合計 754,808千円

１年内 196,570千円

１年超 503,140　〃

合計 699,711千円

リース資産減損勘定

の残高

23,802千円

１年内 196,124千円

１年超 486,433　〃

合計 682,558千円

(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、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(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 126,468千円

減価償却費相当額 117,264　〃

支払利息相当額 7,547　〃

支払リース料  120,001千円

リース資産減損勘定の

取崩額
－ 

減価償却費相当額 112,440　〃

支払利息相当額 6,900　〃

減損損失 23,802　〃

支払リース料 241,581千円

減価償却費相当額 224,282　〃

支払利息相当額 14,604　〃

(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

　　(地代等) 　　(地代等) 　　(地代等)

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 1,379,845千円

１年超 5,521,355　〃

合計 6,901,200千円

１年内 1,520,717千円

１年超 6,801,075　〃

合計 8,321,792千円

１年内 1,474,110千円

１年超 6,292,859　〃

合計 7,766,969千円

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、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 67,591.32円

１株当たり中間純利益金額 7,215.95円

１株当たり純資産額 110,618.09円

１株当たり中間純利益金額 9,860.31円

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額
9,795.11円

１株当たり純資産額 103,328.91円

１株当たり当期純利益金額 14,194.78円

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
13,814.12円

　潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

については、新株予約権の残高はありますが、

当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もし

ていないため、期中平均株価が把握できませ

んので記載しておりません。

 

　当社は平成17年８月31日付で株式１株につ

き５株の分割を行っており、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、以下のとおりとなります。

　なお、当社は、平成17年８月31日付で株式

１株につき５株の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。

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

59,924.61円 61,777.45円

１株当たり中間純利益
金額

１株当たり当期純利益
金額

2,433.60円 4,265.65円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額に

ついては、新株予約権

の残高はありますが、

当社株式は非上場であ

り、かつ店頭登録もし

ていないため、期中平

均株価が把握できませ

んので記載しておりま

せん。

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額に

ついては、新株予約権

の残高はありますが、

当社株式は非上場であ

り、かつ店頭登録もし

ていないため、期中平

均株価が把握できませ

んので記載しておりま

せん。

１株当たり純資産額 61,777.45円

１株当たり当期純利益金額 4,265.65円

 

　なお、前事業年度の潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額については、新株予約権の残

高はありますが、当社株式は非上場であり、か

つ店頭登録もしておらず、期中平均株価の把握

ができないため記載しておりません。

(注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、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）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 166,075 271,099 337,920

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間(当期)純利益（千円） 166,075 271,099 337,920

期中平均株式数（株） 23,015 27,494 23,806

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） － 183 656

（うち新株予約権） (－) (183) (656)

希薄化効果を有しないため、潜在株主調整後

１株当たり中間（当期）純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要。

新株予約権（新株予約権の数

143個）。

───── ─────
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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）

資産利用の効率化及び経営資源の効率的な活用を目的として土地の売買契約を締結致しました。契約内容は以下のとおりであります。

所 在 地 豊中市蛍池北町二丁目

面　　積 1,142㎡

売 却 先 関空パーキング株式会社

売却金額
300,000千円（固定資産売却益89,000千円を当事業年度において

特別利益に計上予定）

引 渡 日 平成17年９月15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）

該当事項はありません。

　

前事業年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

経営安定化政策の一環として永続的に運用可能な駐車場拠点の構築のために土地の売買契約を締結致しました。契約内容は以下のとお

りであります。

所 在 地 東京都八王子市南大沢四丁目２番１

面　　積 3,704㎡

購 入 先 東京都都市整備局

購入金額 326,700千円

契 約 日 平成18年３月27日

引 渡 日 平成18年４月７日

上記取得資金として自己資金を充当しております。

所 在 地 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番１３

面　　積 4,768㎡

購 入 先
伊藤忠商事株式会社、川崎航空サービス株式会社、株式会社ア

イ・ロジスティクス

購入金額 220,529千円

契 約 日 平成18年３月29日

引 渡 日 平成18年３月29日

上記取得資金として㈱三井住友銀行より平成18年３月31日に230,000千円借入を行い、上記土地に同額抵当権を設定いたしました。
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