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単元株制度採用の有無  無   

１．平成18年9月中間期の業績（平成18年4月1日～平成18年9月30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9月中間期 14,498 34.2 6,247 75.7 5,423 64.8

17年9月中間期 10,800 210.8 3,556 394.4 3,291 381.5

18年3月期 30,002 9,344 8,202

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭 

18年9月中間期 2,990 53.4 4,124 28   

17年9月中間期 1,949 395.1 15,457 95  (3,091 59)

18年3月期 4,726 35,935 68 (7,187 13)

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期  725,000株 17年9月中間期 126,092株 18年3月期 131,513株
        平成18年４月１日付で株式１株につき５株とする株式分割を行っております。株式分割に伴う影響を加味し、
      17年９月中間期及び18年３月期を遡及修正した場合の１株当たり数値を（　）内に記載しております。

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）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 円 銭

18年9月中間期 126,839 35,681 28.1 49,216 29   

17年9月中間期 42,263 16,179 38.3 122,106 40  (24,421 28)

18年3月期 155,816 33,127 21.3 228,462 27 (45,692 45)

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期  725,000株 17年9月中間期 132,500株 18年3月期 145,000株

        平成18年４月１日付で株式１株につき５株とする株式分割を行っております。株式分割に伴う影響を加味し、

      17年９月中間期及び18年３月期を遡及修正した場合の１株当たり数値を（　）内に記載しております。

②期末自己株式数 18年9月中間期 ―株 17年9月中間期 ―株 18年3月期 ―株

２．平成19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3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 37,500 11,500 6,600

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　9,103円　44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3月期 － 3,000 3,000

19年3月期（実績） － － －

19年3月期（予想） － － －

 

※　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９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  4,902   4,496    5,849   

２．営業未収入金  1,316   1,249    1,169   

３．たな卸資産 ※３ 27,351   56,650    72,632   

４．前渡金  3,154   1,956    1,289   

５．繰延税金資産  197   469    221   

６．その他  66   320    206   

流動資産合計   36,990 87.5  65,142 51.4 28,152  81,369 52.2

Ⅱ　固定資産            

(1）有形固定資産            

１．建物 ※２ 82   78    80   

２．器具備品 ※２ 31   26    28   

３．船舶 ※２ 28   17    22   

有形固定資産合計  142   121    131   

(2）無形固定資産            

１．ソフトウエア  10   12    12   

２．その他  0   6    0   

 無形固定資産合計  10   18    12   

(3）投資その他の
資産

           

１．投資有価証券 ※１ 2,446   1,820    1,871   

２．関係会社株式  150   310    160   

３．その他の関係
　　会社有価証券

 1,033   58,890    71,794   

４．出資金  73   96    96   

５．敷金保証金  176   360    324   

６．関係会社
　  長期貸付金

 1,203   ―    ―   

７．繰延税金資産  33   77    52   

８．その他  4   2    3   

投資その他の資産
合計

 5,120   61,556    74,301   

固定資産合計   5,273 12.5  61,697 48.6 56,423  74,446 47.8

資産合計   42,263 100.0  126,839 100.0 84,576  155,816 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．短期借入金 ※3,4 10,470   58,922    96,843   

２．一年内返済
　 予定長期借入
　 金

※3,4 ―   3,200    ―   

３．未払金  151   241    944   

４．未払法人税等  1,425   2,604    2,513   

５．賞与引当金  203   578    ―   

６．修繕引当金  ―   1,160    487   

７．役員賞与
　　引当金

 ―   125    250   

８．預り敷金
　　保証金

 708   373    1,777   

９．その他 ※５ 195   603    253   

流動負債合計   13,153 31.1  67,808 53.5 54,655  103,069 66.1

Ⅱ　固定負債            

１．社債 ―   4,600    ―   

２．長期借入金 ※3,4 12,850   18,550    19,490   

３．長期インセン
　　ティブ引当金

 80   199    129   

固定負債合計   12,930 30.6  23,349 18.4 10,418  19,619 12.6

負債合計   26,084 61.7  91,158 71.9 65,073  122,689 78.7

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金 ※６  4,469 10.6  ― ― ―  11,408 7.3

Ⅱ　資本剰余金            

資本準備金  6,427   ―    13,659   

資本剰余金合計   6,427 15.2  ― ― ―  13,659 8.8

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  27   ―    27   

２．中間（当期）
　　未処分利益

 5,252   ―    8,029   

利益剰余金合計   5,279 12.5  ― ― ―  8,056 5.2

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

※７  2 0.0  ― ― ―  2 0.0

資本合計   16,179 38.3  ― ― ―  33,127 21.3

負債資本合計   42,263 100.0  ― ― ―  155,816 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   ― ―  11,408 9.0 ―  ― ―

２．資本剰余金            

 （1）資本準備金  ―   13,659    ―   

 資本剰余金合計   ― ―  13,659 10.8 ―  ― ―

３．利益剰余金            

 （1）利益準備金  ―   27    ―   

 （2）その他利益

　　　剰余金
 ―   ―    ―   

 　繰越利益剰余金  ―   10,584    ―   

 利益剰余金合計   ― ―  10,611 8.3 ―  ― ―

 株主資本合計   ― ―  35,679 28.1 ―  ― ―

Ⅱ　評価・

　　換算差額等 
           

１．その他有価証

　　券評価差額金 
  ― ―  2 0.0 ―  ― ―

 評価・換算差額等

 合計
  ― ―  2 0.0 ―  ― ―

 純資産合計   ― ―  35,681 28.1 ―  ― ―

 負債純資産合計   ― ―  126,839 100.0 ―  ― ―
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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４月１日
至　平成18年３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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   10,800 100.0  14,498 100.0 3,698  30,002 100.0

Ⅱ　売上原価   5,551 51.4  5,475 37.8 △75  16,489 55.0

売上総利益   5,249 48.6  9,022 62.2 3,773  13,513 45.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※４  1,692 15.7  2,774 19.1 1,082  4,168 13.9

営業利益   3,556 32.9  6,247 43.1 2,691  9,344 31.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  2 0.0  2 0.0 △0  63 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  268 2.5  826 5.7 558  1,205 4.0

経常利益   3,291 30.5  5,423 37.4 2,132  8,202 27.3

Ⅵ　特別損失 ※３  3 0.0  ― ― △3  3 0.0

税引前中間
（当期）純利
益

  3,287 30.4  5,423 37.4 2,135  8,198 27.3

法人税、住民
税及び事業税

 1,391   2,706    3,568   

法人税等調整
額

 △53 1,338 12.4 △273 2,433 16.8 1,094 △95 3,472 11.6

中間（当期）
純利益

  1,949 18.0  2,990 20.6 1,040  4,726 15.7

前期繰越利益   3,303   ―  ―  3,303  

中間（当期）
未処分利益

  5,252   ―  ―  8,029  

            

 （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４月１日　至　平成18年９月30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 株主資本合計 
その他有価証券

評価差額金

 平成18年3月31日残高 11,408 13,659 8,056 33,124 2 33,127

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当 ― ― △435 △435 ― △435

中間純利益 ― ― 2,990 2,990 ― 2,990

 株主資本以外の項目の中間会計期間中

変動額（純額）
― ― ― ― △0 △0

 中間会計期間中の変動額合計 ― ― 2,555 2,555 △0 2,555

 平成18年9月30日残高 11,408 13,659 10,611 35,679 2 35,681
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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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を

採用しております。

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。

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

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。

(1）有価証券

　　子会社株式及び関連会社株式

 　　　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）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

  ただし、匿名組合出資金は

個別法によっており、当社が

出資する匿名組合の損益のう

ち当社に帰属する持分相当損

益については、「売上高」に

計上するとともに「投資有価

証券」又は「その他の関係会

社有価証券」を加減する処理

を行っております。

 

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

  ただし、匿名組合出資金及

び投資事業有限責任組合出資

金は個別法によっており、損

益のうち当社に帰属する持分

相当損益については、「売上

高」に計上するとともに「投

資有価証券」又は「その他の

関係会社有価証券」を加減す

る処理を行っております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

　ただし、匿名組合出資金は

個別法によっており、当社が

出資する匿名組合の損益のう

ち当社に帰属する持分相当損

益については、「売上高」に

計上するとともに「投資有価

証券」又は「その他の関係会

社有価証券」を加減する処理

を行っております。

(2）たな卸資産

販売用不動産

　個別法による原価法を採用し

ております。

(2）たな卸資産

販売用不動産

　同左

 　

(2）たな卸資産

販売用不動産

　同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年4月1日以降

に取得した建物（附属設備を除

く。）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通

りです。

建物　　　　８～22年

器具備品　　３～20年

船舶　　        ４年

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、建物（附属設備を除

　く。）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通

りです。

建物　　　　８～22年

器具備品　　３～20年

船舶　　        ４年

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月1日以降

　に取得した建物（附属設備を

　除く 。）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通

りです。

建物　　　　８～22年

器具備品　　３～20年

船舶　　        ４年

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能

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

　定額法を採用しております。な

お、自社利用のソフトウエアにつ

いては、社内における見込利用可

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

　自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　営業債権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。なお、当中間会

計期間の繰入額はありません。

(1）貸倒引当金

　同左

(1）貸倒引当金

　営業債権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。なお、当事業年

度の繰入額はありません。

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき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）  　 ―――――――

 

(3）長期インセンティブ引当金

　長期インセンティブの支出に充

てるため、内規に基づき当中間会

計期間末の要支給額を計上してお

ります。

(3）長期インセンティブ引当金

　同左

(3）長期インセンティブ引当金

　長期インセンティブの支出に充

てるため、内規に基づき当事業年

度末の要支給額を計上しておりま

す。

(4）　　　──────

 

(4）役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基

づく当中間会計期間に負担すべき

費用を計上しております。

　　（追加情報）

　　従来、役員賞与は支給時に費

用計上しておりましたが、前会計

年度の下期において、支給見込額

を役員賞与引当金として計上する

方法に変更いたしました。なお、

前中間会計期間は、変更後の方式

によった場合に比べ、営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益は

122百万円多く計上されておりま

す。

(4）役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額を計

上しております。 

　　（追加情報）

　　　当事業年度より、「役員賞与

　　の会計処理に関する当面の取扱

　　い」（企業会計基準委員会実務

　　対応報告第13号　平成16年３月

　　19日）に基づき、役員賞与の支

　　給見込額を役員賞与引当金とし

　　て計上しております。

　　　これにより、当事業年度にお

　　いて販売費及び一般管理費が250

　　百万円増加し、営業利益、経常

　　利益及び税引前当期純利益は、

　　それぞれ同額少なく計上されて

　　おります。

(5）　　　──────

 

(5）修繕引当金

　当社が保有する不動産に係る大

規模修繕の支出のうち、当中間会

計期間に負担すべき費用を引当金

として計上しております。

(5）修繕引当金

 　当社が保有する不動産に係る

大規模修繕の支出のうち、当事業

年度に負担すべき費用を引当金と

して計上しております。

　　（追加情報）

　　　当事業年度に取得した不動産

　　における大規模修繕工事計画に

　　基づき、費用計上見込額を修繕

　　引当金として計上しておりま

　　す。

　　　これにより、当事業年度にお

　　いて販売費及び一般管理費が487

　　百万円増加し、営業利益、経常

　　利益及び税引前当期純利益は、

　　それぞれ同額少なく計上されて

　　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

－ 45 －



項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．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

　税抜方式によっております。

(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）当社が組成するファンドへ譲渡

した不動産についての会計処理

　当社が組成するファンドへ譲渡

した販売用不動産のうち、保有期

間が短期的な不動産については、

売却損益を純額で売上高に計上し

ております。

(2）当社が組成するファンドへ譲渡

した不動産についての会計処理

　同左

(2）当社が組成するファンドへ譲渡

した不動産についての会計処理

　同左

(3）新株発行費の処理

 支出時に全額費用として計上し

ております。

 なお、平成17年６月７日付の一

般募集による新株の発行（3，500

株）は、引受証券会社が引受価額

で買取引受を行い、当該引受価額

とは異なる発行価格で、一般投資

家に販売するスプレッド方式に

よっております。この方式では、

発行価格と引受価額との差額が引

受手数料となるため、引受証券会

社に対する、引受手数料の支払い

は発生しておりません。

(3）　　────────

 

(3）新株発行費の処理 

 支出時に全額費用として計上し

ております。

(4）　　────────

 

(4）株式交付費の処理

　支出時に全額費用として計上し

ております。

 （表示方法の変更）

　当中間会計期間より「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会　平成

18年8月11日　実務対応報告第19

号）を適用しております。

　これにより、前会計年度まで新

株の発行にかかる費用は「新株発

行費」として表示しておりました

が、当中間会計期間より「株式交

付費」として表示しております。

(4）　　────────

 

(5）　　──────── 

 

(5）社債発行費

　支出時に全額費用として計上し

ております。

 

(5）　　────────
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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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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。

 

 　　　　　──────────

 

 

 

 

 (固定資産の減損に係る会計基準)

　当事業年度より、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。

 

 　　　　　──────────

 　　

(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。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、

35,681百万円であります。

　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「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４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

  

　（中間貸借対照表）

  

　（中間貸借対照表）

　「前渡金」は、前中間会計期間末は、流動資産の「その他」に含め

て表示しておりましたが、当中間会計期間末において資産の総額の100

分の５を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間会計期間末の「前渡金」の金額は20百万円であります。

　　　　　　　　　────────────

　

  証券取引法及び証券取引法施行令が改正されたことにより、匿名組

合出資金を当中間会計期間より「投資有価証券」及び「その他の関係

会社有価証券」に計上しております。

　この変更により「投資有価証券」が2,319百万円「その他の関係会

社有価証券」が1,033百万円増加しております。また前中間会計期間

末において「関係会社匿名組合出資金」に365百万円含まれておりま

した。

　

　　　　　　　　　────────────

 （中間損益計算書）  （中間損益計算書）

 　　　　　　　──────────── 　当中間会計期間より「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会　平成18年8月11日　実務対応報告第19号）を

適用しております。

　これにより、前会計年度まで新株の発行にかかる費用は「新株発

行費」として表示しておりましたが、当中間会計期間より「株式交

付費」として表示しております。
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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９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　匿名組合出資 ※１　匿名組合出資 ※１　匿名組合出資

  (有)グローバル・リート・パートナーズC号

に対して、今後の事業計画に応じて当社が

新たに2,400百万円までの追加出資を行いま

す。

  (有)グローバル・リート・パートナーズC号

に対して、今後の事業計画に応じて当社が新

たに2,400百万円までの追加出資を行いま

す。

  (有)グローバル・リート・パートナーズC号

に対して、今後の事業計画に応じて当社が新

たに2,400百万円までの追加出資を行いま

す。

※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額

 21百万円    50百万円   37百万円

※３　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※３　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※３　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

たな卸資産 21,722百万円 たな卸資産     42,008百万円 たな卸資産     61,871百万円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 5,180百万円

長期借入金 12,850百万円

短期借入金      9,422百万円

一年内長期借入金 3,200百万円

長期借入金     18,550百万円

 

 　     また、子会社が保有してるたな卸資産

　　　を、短期借入金11,300百万円の担保に

　　　供しています。

      　当該子会社に対する資産

          その他の関係会社有価証券

 　　　　　　        　　　　16,057百万円

短期借入金   30,798百万円

長期借入金     19,490百万円

  

 

 　　　また、子会社が保有してるたな卸資産

　　　を、短期借入金57,145百万円の担保に

　　　供しています。

 　　　　当該子会社に対する資産

 　　　　　その他の関係会社有価証券

 　　　　　　　　　　　　　　69,072百万円

※４　当社は取引銀行との間に当座貸越契約

及びコミットメントライン契約を締結し

ており、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。

※４　当社は金融機関との間に当座貸越契約

及びコミットメントライン契約を締結し

ており、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。

※４　当社は金融機関との間に当座貸越契約

及びコミットメントライン契約等を締結

しており、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。

当座貸越契約及びコ

ミットメントライン

契約の総額

23,800百万円

借入実行残高 6,500百万円

差引額 17,300百万円

当座貸越契約及びコ

ミットメントライン

契約の総額

   130,300百万円

借入実行残高     45,642百万円

差引額     84,658百万円

当座貸越契約及び

コミットメントライン

契約の総額

   130,800百万円

借入実行残高     15,863百万円

差引額    114,937百万円

※５　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、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。

※５　消費税等の取扱い

　同左

 ※５　    ――――――――――

※６　　　　──────────

 

※６　　　　──────────

 

 ※６　授権株式数及び発行済株式総数

　　　授権株式数　　　普通株式　500,000株

      発行済株式総数　普通株式　145,000株

※７　　　　──────────

 

※７　　　　──────────

 

 ※７　配当制限

　　　 商法施行規則第124条第３号に規定する

　　 資産の時価を付したことにより増加した

　　 純資産額は２百万円であります。
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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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

雑収入 2百万円 受取利息      1百万円 受取利息 60百万円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 98百万円

上場費用 117百万円

新株発行費 44百万円

支払利息 640百万円

支払手数料     95百万円

社債発行費     83百万円

支払利息    533百万円

支払手数料      426百万円

※３　特別損失のうち主要なもの ※３　　　　　──────── ※３　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損  

　建物 2百万円

　器具備品 0百万円

　　計 2百万円

事務所移転費用 1百万円

  

固定資産除却損  

　建物     2百万円

　器具備品  0百万円

　　計     2百万円

事務所移転費用       1百万円

※４　減価償却実施額 ※４　減価償却実施額 ※４　減価償却実施額

有形固定資産 10百万円

無形固定資産 1百万円

有形固定資産      13百万円

無形固定資産      1百万円

有形固定資産    26百万円

無形固定資産 2百万円
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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）

器具備品 61 20 40

ソフト
ウェア

1 0 0

合計 63 21 41

 

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）

器具備品 81 39 42

ソフト
ウェア

13 4 9

合計 95 43 51

 

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）

器具備品 76 28 47

ソフト
ウェア

13 1 11

合計 90 30 59

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 19百万円

１年超 22百万円

合計 41百万円

１年内 27百万円

１年超     25百万円

合計     53百万円

１年内    27百万円

１年超  33百万円

合計   60百万円

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 10百万円

減価償却費相当額 9百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料     16百万円

減価償却費相当額     15百万円

支払利息相当額   0百万円

支払リース料     22百万円

減価償却費相当額    21百万円

支払利息相当額  1百万円

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

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　有価証券

　前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）、当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）及び前事業年度末（平

成18年３月31日現在）において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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 122,106円40銭

１株当たり中間純利益 15,457円95銭

１株当たり純資産額    49,216円29銭

１株当たり中間純利益      4,124円28銭

１株当たり純資産額   228,462円27銭

１株当たり当期純利益     35,935円68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、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　当社は、平成17年９月９日付で株式１株に

つき５株とする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および前事業年

度における１株当たり情報は、以下のとおり

となります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

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。

　当社は、平成18年４月１日付で株式１株に

つき５株とする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および前事業年

度における１株当たり情報は、以下のとおり

となります。

　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。

　当社は、平成17年９月９日付で株式１株に

つき５株とする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

定した場合の前事業年度における１株当たり

情報は、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

 9,161円65銭  30,331円06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 

3,559円02銭  25,070円16銭 

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

      24,421円28銭       45,692円45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 

     3,091円59銭     7,187円13銭 

１株当たり純資産額  30,331円06銭

１株当たり当期純利益  25,070円16銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益および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。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益および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。

   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。

　（注）　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４月１日

至　平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

前事業年度

(自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,949 2,990 4,726

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― ―

（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

（百万円）
1,949 2,990 4,726

期中平均株式数（株） 126,092 725,000 131,513
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

―――――――――― ―――――――――― １．株式の分割について

　平成18年４月１日付で株式1株につき5株と

する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

の前事業年度および当事業年度における1株

当たりの純資産額および当期純利益額は、以

下のとおりとなります。　

 

  前事業年度 当事業年度

1株当たり純資産額 1株当たり純資産額

 　　6,066円  21銭  　45,629円  45銭

1株当たり純利益額 1株当たり純利益額

 　　5,014円  03銭  　　7,187円  13銭

 　なお、潜在株式調整

後1株当たり純利益につ

いては、潜在株式が存

在しないため記載して

おりません。

 　なお、潜在株式調整

後1株当たり純利益につ

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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