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  平成１９年３月期 中間決算短信（非連結） 
 

平成１８年１１月 ７日 
会 社 名 株式会社 日商インターライフ         上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号 １９８６                  本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ http://www.n-interlife.co.jp） 
代  表  者  役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 丹 野 成 仁 
問い合わせ先  責任者役職名 執行役員経理部長 
        氏    名 正 野 達 好        ＴＥＬ（０３）３８１０－７１１１ 
決算取締役会開催日  平成１８年１１月 ７日        配当支払開始日  平成 －年 －月 －日 
単元株制度採用の有無 有（１単元 100 株） 
親会社等の名称 セガサミーホールディングス株式会社（コード番号：６４６０） 
親会社等における当社の議決権所有比率 51.38％  
 
 
１．１８年９月中間期の業績（平成１８年３月２１日～平成１８年９月２０日） 
(1) 経営成績                                          （百万円未満切捨） 
 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 
18 年 ９月中間期 
17 年 ９月中間期 

百万円   ％ 
7,965（△11.8） 
9,032（ － ） 

百万円   ％ 
△378（ － ） 
△184（ － ） 

百万円   ％ 
△357（ － ） 
△209（ － ） 

18 年 ３月期 16,229 △431 △457 
 
 

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 

 
18 年 ９月中間期 
17 年 ９月中間期 

百万円   ％ 
△266（ － ） 
△170（ － ） 

円  銭 
△17  72 
△11  39 

円  銭 
―――― 
―――― 

18 年 ３月期 △385 △25  74 ―――― 
(注) ①持分法投資損益 
  １８年９月中間期    －百万円  １７年９月中間期   －百万円  １８年３月期   －百万円 
   ②期中平均株式数 
  １８年９月中間期 15,014,863 株  １７年９月中間期 14,975,326 株  １８年３月期 14,994,057 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、対前年中間増減率 
   ⑤潜在株式調整後 1株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの 1株当たり中間 

（当期）純損失であるため記載しておりません。 
 平成１７年９月中間期は、平成１８年３月期に決算期変更をしたことに伴い、同決算期が１０ヶ月決算とな

っているため、平成１７年９月中間期と前年中間期との対象期間が異なっていることから、対前年増減率
は省略しております。 

(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 

 
18 年 ９月中間期 
17 年 ９月中間期 

百万円 
8,297 
10,742 

百万円 
4,414 
4,914 

％ 
53.2 
45.7 

円  銭 
293  99 
327  38 

18 年 ３月期 9,424 4,680 49.7 311  77 
(注) ①期末発行済株式数 
  １８年９月中間期 15,015,200 株  １７年９月中間期 15,010,500 株  １８年３月期 15,013,200 株 
   ②期末自己株式数 
  １８年９月中間期   264,800 株  １７年９月中間期   269,500 株  １８年３月期   266,800 株 
(3) キャッシュ・フローの状況 
 営 業 活 動 に よ る 

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 
投 資 活 動 に よ る 
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 

財 務 活 動 に よ る 
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 

現 金 及 び 現 金 同 等 物 
期 末 残 高 

 
18 年 ９月中間期 
17 年 ９月中間期 

百万円 
486 

△257 

百万円 
915 
292 

百万円 
△789 

76 

百万円 
1,454 
1,480 

18 年 ３月期 △387 568 △708 842 
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２．１９年３月期の業績予想（平成１８年３月２１日～平成１９年３月２０日） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 
通 期 

百万円 
16,460 

百万円 
△280 

百万円 
△200 

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）  △１３円 ３２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３月期 － － － － － － 
１９年３月期（実績） － － － － － 
１９年３月期（予想） － － － － － 

－ 

（注） １８年９月中間期末配当金の内訳  記念配当  － 円 － 銭  特別配当  － 円 － 銭 
 
 
※ 業績予想につきましては、平成 18 年 10 月 16 日発表の「平成 19 年３月期中間及び通期業績予想の修正」より数
値を若干見直ししております。また、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業
績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
なお、業績予想の前提条件等につきましては、［３．経営成績及び財政状態］の項をご参照ください。 
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１．企業集団の状況 

   当社は、親会社となるセガサミーホールディングス株式会社（当社の議決権所有割合の51.38％を保有）を中

心とした企業グループに属しております。 

セガサミーホールディングス株式会社は「総合エンタテインメント企業グループの持株会社として、グループ

の経営管理及びそれに附帯する業務」を主な事業内容とし「世界的な総合エンタテインメント企業」としてプレ

ゼンス確立を目指しております。 

グループの主な会社として、株式会社セガは「アミューズメント機器の開発・製造・販売」「アミューズメン

ト施設運営」「コンシューマ機器の開発・製造・販売」を主な事業内容とし、サミー株式会社は「パチスロ遊技

機・パチンコ遊技機・周辺機器」の開発・製造・販売を主な事業内容とし、国内外で事業活動を展開しておりま

す。 

当社は、「ディスプレイ、商業施設、文化施設、建築等の企画・設計・監理及び施工」を主な事業内容として

おり、セガサミーグループにおける「その他事業」の中に位置付けられております。 

事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注）当社は、子会社を有しておりません。 

 

関係会社の状況は次のとおりであります。 

（1）親会社 

名 称 住 所 資 本 金 主要な事業内容 
議 決 権 の 

被所有割合 
関 係 内 容 

セガサミーホールディ

ングス株式会社 
東京都港区 29,953百万円 

総合エンタテインメ

ント企業グループの

持株会社として、グ

ループの経営管理及

びそれに附帯する業

務 

 

51.38％ 

 

役員の兼任 

（注）１．有価証券報告書提出会社であります。 

２．資本金は、平成18年９月30日現在であります。 

 

（2）関連会社 

    該当事項はありません。 

 

 

得意先・ユーザー・遊技場 

親会社  セガサミーホールディングス株式会社 

及びグループ各社 

当                    社 

アミューズメント機器、パチスロ・パチンコ遊技機等の 

開発・製造・販売 

商業施設等の企画・設計・施工・監理、情報通信機器の販売 
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２．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

当社は、平成19年3月期より『私たちは、あらゆる人々に感動と喜び溢れる快適空間を提供し、社会に貢献い

たします』を新たな経営理念といたしました。総合エンタテインメント企業グループの一員として、子供から高

齢者まであらゆる世代にエンタテインメントがもたらす感動と喜びを、店舗・施設を造ることを通して表現し、

お客様に快適な空間を提供することが、私たちの目指すものであります。 

また、経営の指針として、「人を大切にする経営」「豊かな価値を創造する経営」「人社一体で目標を追求す

る経営」を実践してまいります。 

中期計画の基本方針として、『お客様に支持され、かつ、収益力のある良い会社にする』を掲げ、具体的な行

動指針を「全員が収益意識をもって仕事をしよう」「ルールを守ろう」「自分で考え仕事のやり方を変えよう」

としており、基本的なことから会社を変革してまいります。 

 

(2）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主への長期的利益還元を重要な課題のひとつと考え、安定した配当を行うことを基本としたうえで、

配当性向と企業体質の強化及び内部留保の充実を勘案して決定することを基本方針としております。 

内部留保による資金につきましては、今後の事業発展を推進するための研究・開発・人財育成及び財務体質の

改善、その他の資金需要を賄う原資として活用してまいります。 

当期末配当金につきましては、当期純損失を計上見込みのため、誠に遺憾ながら無配とすることを予定してお

ります。 

 

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社では、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を図るべく、平成12年6月において単位株(現単元株)の

1,000株から100株への引下げを実施しており、現時点におきましては投資単位としては適正水準にあるものと考

えております。今後も株価動向、業績等を考慮して投資単位の引下げを慎重に検討し進めてまいります。 

 

(4）目標とする経営指標 

当社は、株主価値の増大に向け、収益性と資本効率を高める経営指標として 

売上高営業利益率 １０％以上、株主資本利益率 １０％以上、株主資本比率 ４０％以上 

を中長期的な目標としております。 

 

(5）中長期的な会社経営戦略 

当社は、新たに平成22年3月期を最終年度とする4年間の中期計画を策定しております。平成19年3月期を「新

生日商インターライフのスタート元年」と位置付け、「物造りの会社」を基本とし、制作基盤強化を図りながら

筋肉体質への転換を行ってまいります。 

セガサミーグループに関連するアミューズメント・パチスロ・パチンコ施設の店舗内装工事の受注というエン

タテインメント分野を中心とした事業領域の拡大を図るとともに、収益力のアップ、利益の伸長に努めてまいり

ます。 

また、飲食分野の店舗受注で培ったノウハウ・ネットワークを活用し、さらなる事業領域として「癒し」

「美」「健康」をコンセプトとした施設の受注を目指してまいります。 

 

(6）会社の対処すべき課題 

当社は営業力の強化と原価管理の徹底を最重要課題として認識し、お客様へ店舗開発の優良な情報を提供する

とともに、業務の効率化・合理化により経費削減を一層進めて、原価・在庫・債権・与信などの管理を徹底し、

キャッシュ・フローの改善を目指してまいります。 

平成19年３月期は、エンタテインメント分野の受注拡大を図るとともに、専業工事部門の強化、総合工事部門

の抜本的な改革、情報通信業務の安定収入確保、ルールの徹底を方針として、「物造り」を基本に、制作基盤の

強化を図りながら筋肉体質への転換を行い、全役員・社員がベクトルをひとつにして、収益の改善を図ってまい

ります。 

期初において上記の方針を策定し取り組んでまいりましたが、総合工事部門の改革が充分でなく収益の改善は

進みませんでした。その反省を踏まえ、下期は、案件ごとの採算管理を更に徹底し、見積り精度の改善、原価の

低減に取り組んでまいります。 
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(7）親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等 

                                          (平成18年９月20日現在) 

親会社等 属性 
親会社等の議決権所有 

割合（％） 

親会社等が発行する株券が上場されている 

証券取引所等 

セガサミーホールディ

ングス株式会社 
親会社 

 

51.38 

 

株式会社東京証券取引所 市場第一部 

 

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

当社は親会社であるセガサミーホールディングス株式会社を中心としたセガサミーグループに属しております。 

セガサミーグループは世界的な総合エンタテインメント企業グループを目指し、お客様のあらゆるニーズにお

応えするため、アミューズメント施設、パチスロ・パチンコホールの設計施工など関連事業を強化推進してまい

ります。当社はグループにおける「その他事業」の中に位置付けられ、これらの施設の店舗内装工事を事業とし

ております。 

また、平成18年９月20日現在におけるセガサミーグループとの人的関係は、以下のとおりであります。 

氏名 当社における役職 グループにおける役職 

片本  通 取締役 

セガサミーホールディングス株式会社 取締役 

サミー株式会社 代表取締役社長 

株式会社サミーデザイン 代表取締役会長 

株式会社Ｈ・Ｉシステム 取締役会長 

家田 和忠 監査役(非常勤) 

セガサミーホールディングス株式会社 常勤監査役 

株式会社セガトイズ 監査役 

株式会社サミーネットワークス 監査役 

株式会社セガ・ロジスティクスサービス 監査役 

池田 哲司 監査役(非常勤) 
セガサミーホールディングス株式会社 執行役員管理本部副本

部長兼財務部長 
なお、上記のほか、サミー株式会社から受入出向者１名、株式会社セガから受入出向者３名がおります。 

 
③親会社等との取引に関する事項 

当社は、セガサミーグループより店舗内装工事を受注しておりますが、その取引につきましては市場価格を勘

案して、その都度価格交渉のうえ、決定しており、独立性は確保されているものと考えております。 

また、当社は、セガサミーグループが持つ、アミューズメント事業及びパチスロ・パチンコ事業を中心とした

経営情報・経営資源を活用し、店舗内装工事の受注をはじめとした当社事業とのシナジー効果を最大限発揮して

まいる所存です。 

 
(8）内部管理体制の整備・運用状況 

（内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状

況） 

・ 当社の組織は、事業統括本部（営業・制作部門）とコーポレート本部（管理部門）により構成され、ライン
部門とスタッフ部門を明確にし、内部牽制組織の確立を図っております。 

・ 当社では、社内規程、決裁基準、業務マニュアル等を整備し、全役職員が明確な権限と責任により業務を遂
行しております。 

・ 適切な情報開示を行うべく、広報・ＩＲ活動を充実させ、情報開示の早期化と充実化を図っており、会社説
明会の開催・四半期業績の開示・ホームページの充実に努めております。 

 
(内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況) 

・ 平成18年３月期より新たに、経営理念、ＣＳＲ憲章、行動規範を制定いたしました。企業の社会的責任の遂
行を果たすべく内部体制を構築し、これを推進してまいります。 

・ 事業統括本部を専業事業本部、総合事業本部、移動体通信事業部、管理部の体制とし、機能別本部制から事
業別本部制へ変更いたしました。営業と制作の連携を図ることにより、生産性アップを目指しております。 

・ 内部統制システム整備の基本方針を決定し、内部統制報告書の作成に向けたプロジェクトを推進しておりま
す。 
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３．経営成績および財政状態 

(1）経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に設備投資の増加、雇用の改善、個人消費

の回復など内需に支えられ好調に推移いたしました。 

当業界におきましては、大型ショッピングセンター・大手百貨店などの新規出店が増え、新装・改装の工

事案件は堅調に推移いたしましたが、依然として受注競争は厳しく、原油価格の高騰による資材価格の高止ま

りなど、厳しい経営環境が続いております。 

このような状況のもと、当社は、専業工事部門の強化、総合工事部門の更なる改革によるエンタテインメン

ト分野における受注拡大、情報通信業務の安定収益確保、制作基盤の強化を方針として取り組み、収益の向上

を図ってまいりました。 

とりわけ、総合事業本部における営業と制作の連携強化を図り、受注前審査の徹底による不採算工事の受注

回避に努めてまいりました。 

しかしながら、上半期は総合工事業務において新規開拓案件に苦戦し、見積り精度の改善が充分に行えず、

売上利益計画は未達となりました。 

財務面では、未使用の固定資産を売却し、売却益を特別利益に計上するとともに、借入金を圧縮し、支払利

息の削減を図りました。 

この結果、当中間会計期間の売上高は7,965百万円(前年同期比11.8％減)、経常損失357百万円(前年同期は

209百万円の損失)、当期純損失266百万円(前年同期は170百万円の損失)となりました。 

 

 

業務別の営業概況は次のとおりであります。 

 

（専業工事業務） 

当業務は、営業人員の増強による売上拡大、営業能力の向上と平準化に取り組んでまいりました結果、当業務

の売上高は、2,510百万円(前年同期比12.1％増)となりました。 

 

（総合工事業務） 

当業務は、エンタテインメント分野の受注拡大、大型案件受注による生産性の向上に努めてまいりましたが、

競合他社との厳しい受注競争により、当業務の売上高は、4,210百万円(前年同期比22.8％減)となりました。 

 

（情報通信業務） 

当業務は、直営店舗の改装など顧客満足度の向上に努めてまいりましたが、携帯電話の番号継続制度の導入に

伴う買い控えもあり、当業務の売上高は、1,190百万円(前年同期比6.1％減)となりました。 

 

（不動産業務） 

当業務は、不動産の賃貸収入が主であり、当業務の売上高は、54百万円(前年同期比19.4％減)となりました。 
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(2）財政状態 

①キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前中間純損失、借入金の返済が

あったものの、売上債権の減少や有形固定資産の売却があったこと等により、前事業年度に比べて612百万円増

加し、当中間会計期間末には1,454百万円となりました。 

当中間会計期間中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は486百万円となりました。 

これは主に、税引前中間純損失257百万円に対して、売上債権の減少額が685百万円あったこと等によるもの

であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により得られた資金は915百万円となりました。 

これは主に、有形固定資産の売却による収入が917百万円あったこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は789百万円となりました。 

これは主に、借入の返済額が借入額より760百万円上回ったこと等によるものです。 

 

②キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成18年９月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 35.6 42.7 45.7 49.7 53.2 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
40.2 56.4 85.4 70.1 52.7 

債務償還年数（年） 5.6 3.8 － － 1.0 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ 15.9 7.4 － － 56.3 

自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額（期末株価終値×期末発行済株式総数）／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
 ※いずれの指標も財務数値により算出しております。 

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は貸借対照表に計上されてい
る負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象としております。なお、平成18年３月期は営業キャッ
シュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりま

せん。 
 

(3）通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、企業部門の好調さが、家計部門に波及し、国内民間需要に支えられた景気

の回復が続くと見込まれております。 

当業界におきましては、景気回復による大型商業施設の開業計画が多く、内装工事の需要は増しております

が、受注競争の激化、原材料の高騰など、厳しい状況は変わらず推移するものと思われます。 

このような状況のもと、当社は、専業工事部門の強化、総合工事部門の更なる改革によるエンタテインメン

ト分野における受注拡大、情報通信業務の安定収益確保、制作基盤の強化を方針として、下期においては、大

型商業施設等では、プロジェクトを組んで対応する体制により営業と制作の強化を図り、収益の確保に努めて

まいります。 

通期(第34期)の業績の見通しにつきましては、売上高16,460百万円、経常損失280百万円、当期純損失200

百万円となる見込みであります。 

 

(注)上記の業績予想につきましては、平成18年10月16日発表の「平成19年３月期中間及び通期業績予想の修

正」より数値を若干見直ししております。また、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作

成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想値と異なる結果となる可能性があります。 
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(4）事業等のリスク 

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、記載した 

事項における将来に関する事項は当中間会計期間末現在において当社が判断したものであります。 

①受注について 

当社は、飲食業向けの店舗内装工事の売上高比率が高く、個人消費の伸び縮みなどにより、飲食業の新規 

出店、設備投資が増加・減少する影響を受ける可能性があります。 

 

②経営成績について 

当社の業務別概況において、総合工事業務が売上の伸び悩みなどにより営業損失を計上しております。 

当社は、総合工事業務の利益改善が最重要課題と認識しており、様々な改善施策を実施しておりますが、

その進展状況により当社の経営成績に影響を与える場合があります。 

 

③法的規制等について 

当社は、店舗内装の請負工事を受注する上で建設業法、建築基準法、建築士法、消防法などの建設関連の

法的規制を受けております。これらの規制を遵守できなかった場合、営業停止などの制限がなされて、当社

の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④施工物件の品質・安全性及び事故について 

当社は、施工物件・製品など、製造物の品質・安全性に充分な配慮をいたしておりますが、完工物件にお

ける瑕疵の発生、瑕疵を原因とする事故の発生、また、工事作業中における労働災害事故などが起きる可能

性を否定できません。このような瑕疵、事故が発生した場合、損害賠償等により経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。 
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(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月20日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月20日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月20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  1,480,612   1,454,539   842,419   

２．受取手形  951,210   690,618   672,013   

３．完成工事未収入金  3,669,262   2,793,791   3,420,856   

４．売掛金  231,616   149,868   239,187   

５．たな卸資産  926,268   867,623   1,043,335   

６．その他  78,273   40,448   63,908   

貸倒引当金  △4,381   △1,817   △1,732   

流動資産合計   7,332,862 68.3  5,995,072 72.3  6,279,991 66.6 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  719,721   517,679   623,307   

(2）土地  1,157,898   442,685   1,150,756   

(3）その他  21,730   30,748   18,465   

有形固定資産合計  1,899,350  17.7 991,113  11.9 1,792,529  19.0 

２．無形固定資産           

(1）借地権  464,600   464,600   464,600   

(2）その他  20,508   18,199   19,463   

無形固定資産合計  485,108  4.5 482,799  5.8 484,064   
 

5.2 

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  678,474   527,131   534,130   

(2）破産債権、再生
債権、更生債権
その他これらに
準ずる債権 

 －   475,579   441,783   

(3）その他  795,050   323,937   347,255   

貸倒引当金  △448,068   △498,322   △455,739   

投資その他の資産
合計  1,025,456  9.5 828,325  10.0 867,430  9.2 

固定資産合計   3,409,915 31.7  2,302,238 27.7  3,144,023 33.4 

資産合計   10,742,777 100.0  8,297,310 100.0  9,424,015 100.0 

           



 - 10 - 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月20日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月20日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月20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 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形  1,538,135   1,398,843   1,145,275   

２．工事未払金  1,058,413   1,122,304   1,383,983   

３．買掛金  189,040   106,934   192,951   

４．短期借入金  900,000   －   600,000   

５．１年以内返済予定
長期借入金  620,000   270,000   320,000   

６．１年以内償還予定
社債  50,000   50,000   50,000   

７．未払法人税等  14,048   14,733   23,047   

８．未払消費税等 ※２ 22,080   33,202   24,035   

９．賞与引当金  66,926   66,463   66,735   

10．完成工事補償引当
金 

 1,636   4,631   2,700   

11．その他  717,733   560,733   488,097   

流動負債合計   5,178,014 48.2  3,627,846 43.7  4,296,828 45.6 

Ⅱ 固定負債           

１．社債  50,000   －   25,000   

２．長期借入金  420,000   150,000   260,000   

３．役員退職慰労引当
金 

 38,406   23,296   43,075   

４．執行役員退職慰労
引当金  28,924   17,471   31,556   

５．退職給付引当金  30,707   19,098   22,019   

６．その他  82,524   45,317   64,893   

固定負債合計   650,563 6.1  255,183 3.1  446,545 4.7 

負債合計   5,828,577 54.3  3,883,029 46.8  4,743,374 50.3 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   5,018,625 46.7  － －  5,018,625 53.3 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  224,261   －   224,261   

資本剰余金合計   224,261 2.1  － －  224,261 2.4 

Ⅲ 利益剰余金           

中間（当期）未処理損
失  181,435   －   397,472   

利益剰余金合計   △181,435 △1.7  － －  △397,472 △4.2 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  20,672 0.2  － －  1,468 0.0 

Ⅴ 自己株式   △167,924 △1.6  － －  △166,242 △1.8 

資本合計   4,914,199 45.7  － －  4,680,641 49.7 

負債資本合計   10,742,777 100.0  － －  9,424,015 100.0 
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前中間会計期間末 

（平成17年９月20日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月20日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月20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   － －  5,018,625 60.5  － － 

２ 資本剰余金           

(1）資本準備金  －   224,261   －   

資本剰余金合計   － －  224,261 2.7  － － 

３ 利益剰余金           

(1）その他利益剰余
金 

          

繰越利益剰余金  －   △664,077   －   

利益剰余金合計   － －  △664,077 △8.0  － － 

４ 自己株式   － －  △164,996 △2.0  － － 

株主資本合計   － －  4,413,813 53.2  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券評価
差額金   － －  467 0.0  － － 

評価・換算差額等合
計   － －  467 0.0  － － 

純資産合計   － －  4,414,280 53.2  － － 

負債純資産合計   － －  8,297,310 100.0  － － 
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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21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20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   9,032,682 100.0  7,965,111 100.0  16,229,430 100.0 

Ⅱ 売上原価   8,016,653 88.8  7,151,412 89.8  14,277,954 88.0 

売上総利益   1,016,029 11.2  813,699 10.2  1,951,476 12.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  1,200,949 13.2  1,192,471 15.0  2,383,193 14.7 

営業損失   184,920 △2.0  378,772 △4.8  431,717 △2.7 

Ⅳ 営業外収益 ※１  29,400 0.3  37,725 0.5  52,190 0.3 

Ⅴ 営業外費用 ※２  53,851 0.6  16,139 0.2  78,068 0.4 

経常損失   209,371 △2.3  357,186 △4.5  457,595 △2.8 

Ⅵ 特別利益 ※３  133,526 1.5  126,629 1.6  237,038 1.4 

Ⅶ 特別損失 ※4.5  86,350 1.0  27,236 0.3  148,687 0.9 

税引前中間(当期)
純損失   162,195 △1.8  257,793 △3.2  369,244 △2.3 

法人税、住民税及
び事業税 

  8,426 0.1  8,247 0.1  16,653 0.1 

中間(当期)純損失   170,622 △1.9  266,040 △3.3  385,898 △2.4 

前期繰越利益   －   －   －  

自己株式処分差損   10,812   －   11,574  

中間（当期）未処
理損失 

  181,435   －   397,472  
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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21日 至平成18年9月20日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 
 剰余金 

 
資本金 

資本準備金 
資本剰余金 

合計 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18年3月20日 残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △397,472 △397,472 △166,242 4,679,172 

中間会計期間中の変動額        

中間純利益    △266,040 △266,040  △266,040 

自己株式の処分    △564 △564 1,246 682 

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）        

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） － － － △266,604 △266,604 1,246 △265,358    

平成18年９月20日 残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △664,077 △664,077 △164,996 4,413,813 

 

評価・換算差額等 

 
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18年３月20日 残高（千円） 1,468 1,468 4,680,641 

中間会計期間中の変動額    

中間純利益   △266,040 

自己株式の処分   682 

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） △1,001 △1,001 △1,001 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△1,001 △1,001 △266,360 

平成18年９月20日 残高（千円） 467 467 4,414,280 
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③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間会計期間 
 

（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
 

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日）

区分 
注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー     

税引前中間（当期）
純損失  △162,195 △257,793 △369,244 

減価償却費  30,951 24,109 60,886 

減損損失  54,737 － 54,737 

貸倒引当金の増減額  △391,863 42,667 △386,841 
役員退職慰労引当金
増減額 

 △85,771 △19,779 △90,006 

執行役員退職慰労引
当金の増減額  △1,804 △14,085 9,732 

受取利息及び受取配
当金  △7,100 △3,250 △10,022 

支払利息  31,922 12,443 51,321 

固定資産売却益  － △95,708 － 

固定資産売却損  － 3,585 － 

固定資産除却損  － 3,408 3,803 

投資有価証券売却益  △36,907 － △91,396 

投資有価証券売却損  2,774 － 2,774 

投資有価証券評価損  10,978 6,325 24,053 
建物等移転補償金受
入益 

 － － △29,728 

保険解約損失  10,045 － 10,045 

売上債権の増減額  800,980 685,102 1,320,541 

たな卸資産の増減額  343,150 175,713 226,082 

仕入債務の増減額  △869,070 △80,132 △935,694 
未払消費税等の増減
額 

 22,080 9,167 24,035 

未収消費税等の増減
額  36,989 － 47,328 

未払金の増減額  △51,811 80,521 △209,298 

その他  58,462 △60,454 △22,531 

小計  △203,450 511,839 △309,421 

利息及び配当金の受
取額  4,180 3,238 7,184 

利息の支払額  △30,733 △12,234 △51,293 

法人税等の支払額  △27,593 △16,475 △33,955 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー  △257,597 486,367 △387,485 
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前中間会計期間 
 

（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
 

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日）

区分 
注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー     

有形固定資産の取得
による支出  △6,358 △13,795 △10,027 

有形固定資産の売却
による収入  － 917,739 20,999 

投資有価証券の取得
による支出  △3,623 △618 △5,010 

投資有価証券の売却
による収入  189,059 － 347,943 

貸付けによる支出  △3,000 － △3,000 

貸付金の回収による
収入 

 2,563 4,931 5,176 

保険積立金の解約に
よる収入  114,420 － 114,420 

建物等移転補償金受
入による収入  － － 93,458 

その他  △272 7,303 4,876 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー  292,789 915,561 568,837 
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前中間会計期間 
 

（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
 

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日）

区分 
注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー     

短期借入れによる収
入 

 1,400,000 1,700,000 2,200,000 

短期借入金の返済に
よる支出  △1,025,000 △2,300,000 △2,125,000 

長期借入れによる収
入 

 240,000 － 240,000 

長期借入金の返済に
よる支出  △529,009 △160,000 △989,009 

社債の償還による支
出 

 △25,000 △25,000 △50,000 

自己株式の売却によ
る収入  15,497 682 16,418 

配当金の支払額  △303 △148 △504 

その他  － △5,395 － 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー  76,184 △789,861 △708,094 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増加額（△減少額） 

 111,377 612,067 △526,742 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高  1,368,975 842,232 1,368,975 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 ※ 1,480,352 1,454,300 842,232 
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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21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評

価方法 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） 

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） 

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 

 商品、原材料 商品、原材料 商品、原材料 

 ……移動平均法による原価法 

ただし、移動体通信事業

に係る商品については総

平均法による原価法 

……同左 

 

 

 

……同左 

 

 

 

 販売用不動産、未成工事支出

金 

販売用不動産、未成工事支出

金 

販売用不動産、未成工事支出

金 

 ……個別法による原価法 ……同左 ……同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 ……最終仕入原価法 ……同左 ……同左 

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

方法  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。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

同左 同左 

  建物   ３年～58年 

 その他  ２年～20年 

  

 (2）無形固定資産及び長期前払費

用 

(2）無形固定資産及び長期前払費

用 

(2）無形固定資産及び長期前払費

用 

  定額法を採用しております。 

 ただし、ソフトウェア（自社

利用）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。 

同左 同左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

３．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 

  債権等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

額に基づき計上しております。 

同左 同左 

 (3）完成工事補償引当金 (3）完成工事補償引当金 (3）完成工事補償引当金 

  商業施設制作業務に係る瑕疵

担保の費用については、当中間

期に至る６ヶ月間の商業施設制

作業務完成工事高に対し、前２

事業年度の実績率を基礎に将来

の支払見込を加味して計上して

おります。 

同左  商業施設制作業務に係る瑕疵

担保の費用については、当期に

至る1年間の商業施設制作業務

完成工事高に対し、前２事業年

度の実績率を基礎に将来の支払

見込を加味して計上しておりま

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、当中間会計期間末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

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

に基づき計上しております。 

 (5）役員退職慰労引当金及び執行

役員退職慰労引当金 

(5）役員退職慰労引当金及び執行

役員退職慰労引当金 

(5）役員退職慰労引当金及び執行

役員退職慰労引当金 

  役員及び執行役員への退職慰

労金支給に備えるため、内規に

よる必要額を計上しておりま

す。 

同左 同左 

４．外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基

準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

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 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を満たして

おりますので、特例処理を採用

しております。 

同左 同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…金利スワップ取

引 

 ヘッジ対象…借入利息 

同左 同左 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針  (3）ヘッジ方針 

  借入金利の将来の金利変動リ

スクをヘッジする目的にのみ取

引を限定する方針であります。 

同左 同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

  当社の行っている金利スワッ

プ取引は、その全てが特例処理

の要件を満たしているため、そ

の判定をもってヘッジ有効性評

価の判定に代えております。 

同左 同左 

７．中間キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）

における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

同左 同左 

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 ８．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は税抜方式

を採用しております。 

同左 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21日      
至 平成17年 9月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年 3月21日 
至 平成18年 9月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年 3月21日     
至 平成18年 3月20日） 

（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） 

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）が平成

16年3月31日に終了する事業年度に

係る財務諸表から適用できることに

なったことに伴い、当中間会計期間

から同会計基準及び同適用指針を適

用しております。これにより税引前

中間純損失は54,737千円増加してお

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。 

       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）が平成

16年3月31日に終了する事業年度に

係る財務諸表から適用できることに

なったことに伴い、当事業年度から

同会計基準及び同適用指針を適用し

ております。これにより税引前当期

純損失は54,737千円増加しておりま

す。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の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

関する会計基準等） 

 

        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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は4,414百万円であり

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21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

（中間貸借対照表）  

１．従来、区分掲記しておりました投資その他の資産

「破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準

ずる債権」は資産の総額の100分の5以下となりまし

たので、投資その他の資産の「その他」に含めて表

示することといたしました。 

  なお、当中間会計期間の「その他」に含まれてい

る「破産債権、再生債権、更生債権その他これらに

準ずる債権」は418,936千円であります。 

２．「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16

年法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平

成16年12月１日より適用となること及び「金融商品

会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14

号）が平成17年２月15日付で改正されたことに伴

い、当中間会計期間から投資事業有限責任組合及び

こ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)を投資有価証券とし

て表示する方法に変更しました。当中間会計期間の

「投資有価証券」に含まれる当該出資額は6,106千円

であり、前中間会計期間における投資その他の資産

の「その他」に含まれる当該出資の額は12,677千円

であります。 

１．前中間会計期間において投資その他の資産「その

他」に含めて表示しておりました「破産債権、再生

債権、更生債権その他これらに準ずる債権」は資産

の総額の100分の5を超えたため、当中間会計期間よ

り区分掲記することといたしました。 

  なお、前中間会計期間の「その他」に含まれてい

る「破産債権、再生債権、更生債権その他これらに

準ずる債権」は418,936千円であります。 

 

 



 - 22 - 

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20日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月20日） 

前事業年度 
（平成18年３月20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 

869,406千円 658,868千円 724,190千円 

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．    ───── 

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「未払消費

税等」として表示しております。 

同左  

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20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 
 

受取利息 3,598千円 

受取配当金 3,502千円 
  

 
受取利息 577千円 

受取配当金 2,672千円 
  

 
受取利息 5,574千円 

受取配当金 4,447千円 
  

※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 31,922千円 
  

 
支払利息 12,443千円 

  

 
支払利息 51,321千円 

  

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの 
 

投資有価証券売却益 36,907千円 

役員退職慰労引当金 

戻入額 

38,425千円 

  

 
固定資産売却益  

 土地建物 95,708千円 

役員退職慰労引当金 

戻入額 

26,159千円 

  
 

 
投資有価証券売却益 91,396千円 

役員退職慰労引当金 

戻入額 

44,215千円 

 

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 
 

減損損失 54,737千円 
  

 
投資有価証券評価損 6,325千円 

  

 
投資有価証券評価損 24,053千円 

減損損失 54,737千円 
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前中間会計期間 
（自 平成17年３月21日 

  至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 

  至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 

  至 平成18年３月20日） 

※５．減損損失 ※５．    ───── ※５．減損損失 

  当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計

上いたしました。 

用途 種類 場所 
減損損失 
（千円） 

賃貸用
資産 

土地敷
地権マ
ンショ
ン 

東京都文
京区他
(８物件) 

54,737 

 当社は、事業の業務別を基礎とし、賃

貸用資産については個々の資産ごとにグ

ルーピングしております。賃貸用資産

は、賃料水準の低下などにより、収益性

が低下しているため、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（54,737千円）として特別損失に計上

いたしました。その内訳は、土地17,628

千円及び建物37,109千円であります。 

 なお、当該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６％で割り引いて

算定しております。 

 

   当事業年度において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上い

たしました。 

用途 種類 場所 
減損損失 
（千円） 

賃貸用
資産 

土地敷
地権マ
ンショ
ン 

東京都文
京区他
(８物件) 

54,737 

 当社は、事業の業務別を基礎とし、賃

貸用資産については個々の資産ごとにグ

ルーピングしております。賃貸用資産

は、賃料水準の低下などにより、収益性

が低下しているため、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（54,737千円）として特別損失に計上

いたしました。その内訳は、土地17,628

千円及び建物37,109千円であります。 

 なお、当該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６％で割り引いて

算定しております。 

 

 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 24,764千円 

無形固定資産 1,880千円 

長期前払費用 4,306千円 
  

 
有形固定資産 18,540千円 

無形固定資産 1,265千円 

長期前払費用 4,303千円 
  

 
有形固定資産 48,651千円 

無形固定資産 3,652千円 

長期前払費用 8,582千円 
  

 



 - 24 - 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに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） 

発行済株式     

普通株式 15,280,000 － － 15,280,000 

合計 15,280,000 － － 15,280,000 

自己株式     

普通株式 266,800 － 2,000 264,800 

合計 266,800 － 2,000 264,800 

（注）普通株式の自己株式の株式数の減少2,000株は、新株予約権（ストック・オプション）の権利行使によるもの

であります。 

 

２．新株予約権等に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

前事業年度
末 

当中間会計
期間増加 

当中間会計
期間減少 

当中間会計
期間末 

当中間会計
期間末残高 
（円） 

提出会社 平成14年新株予約権 普通株式 144,300 － 15,000 129,300 － 

平成15年新株予約権 普通株式 135,000 － 19,500 115,500 － 
 

平成16年新株予約権 普通株式 215,500 － 29,500 186,000 － 

合計 － 494,800 － 64,000 430,800 － 

（注）平成14年新株予約権の減少は、退職によるものであります。 

   平成15年新株予約権の減少は、権利行使によるものが2,000株、退職によるものが17,500株であります。 

   平成16年新株予約権の減少は、退職によるものであります。なお、権利行使期間の初日は到来しておりません。 

 

３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

※  現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※  現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※  現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成17年９月20日現在） （平成18年９月20日現在） （平成18年３月20日現在） 
 

 （千円） 

現金及び預金勘定 1,480,612 

別段預金 △260 

現金及び現金同等物 1,480,352 
  

 
 （千円） 

現金及び預金勘定 1,454,539 

別段預金 △239 

現金及び現金同等物 1,454,300 
  

 
 （千円） 

現金及び預金勘定 842,419 

別段預金 △187 

現金及び現金同等物 842,232 
  

   

 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20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 
(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) 

(有形固定資産)
その他 142,273 69,148 73,124 

(無形固定資産)
その他 

18,424 17,914 510 

合計 160,697 87,063 73,634 
  

 

 

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) 

(有形固定資産)
その他 108,369 39,555 68,814 

(無形固定資産)
その他 

－ － － 

合計 108,369 39,555 68,814 
  

 

 

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) 

(有形固定資産)
その他 123,866 65,280 58,585 

(無形固定資産)
その他 

－ － － 

合計 123,866 65,280 58,585 
  

（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。 

（注） 

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 24,748千円 

１年超 48,885千円 

 合計 73,634千円 
  

 
１年内 22,340千円 

１年超 46,474千円 

 合計 68,814千円 
  

 
１年内 19,487千円 

１年超 39,098千円 

 合計 58,585千円 
  

（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。 

（注） 

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 22,384千円 

減価償却費相当額 22,384千円 
  

 
支払リース料 11,414千円 

減価償却費相当額 11,414千円 
  

 
支払リース料 36,904千円 

減価償却費相当額 36,904千円 
  

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 同左 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月20日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 98,677 137,401 38,724 

合計 98,677 137,401 38,724 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 534,966 

その他 6,106 

（注） 当中間会計期間において10,978千円の減損処理を行っております。 

 

当中間会計期間末（平成18年９月20日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額

（千円） 差額（千円） 

株式 6,101 9,444 3,343 

合計 6,101 9,444 3,343 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 516,375 

その他 1,311 

（注） 当中間会計期間において6,325千円の減損処理を行っております。 

 

前事業年度末（平成18年３月20日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 差額（千円） 

株式 5,482 10,829 5,346 

合計 5,482 10,829 5,346 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 522,484 

その他 817 

（注） 当事業年度において24,053千円の減損処理を行っております。 



 - 27 - 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成17年３月21日 至 平成17年９月20日）、 

当中間会計期間（自 平成18年３月21日 至 平成18年９月20日） 

及び前事業年度（自 平成17年３月21日 至 平成18年３月20日） 

１．取引の状況に関する事項 

①取引の内容及び利用目的等 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。借入金利の将来の金利市場にお

ける利率変動リスクを回避する目的で利用しております。 

ａ．ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しており

ます。 

ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段･･･金利スワップ取引 

ヘッジ対象･･･借入利息 

ｃ．ヘッジ方針 

当社は、借入金利の将来の金利変動リスクをヘッジする目的にのみ取引を限定する方針であります。 

ｄ．ヘッジ有効性評価の方法 

当社の行っている取引は金利スワップ取引のみであり、その全てが特例処理の要件を満たしている

ため、その判定をもってヘッジ有効性評価の判定に代えております。 

②取引に対する取組方針 

当社は、現在及び将来の金利変動リスクを軽減または回避することを目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。 

③取引に係るリスク内容 

当社が利用している金利スワップ取引については、市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、

当社の金利スワップ取引の契約先は、信用度の高い国内の取引金融機関であるため、相手方の契約不履行

によるリスクはほとんどないと認識しております。 

④取引に係るリスク管理体制 

金利スワップ取引の契約は、すべて社長決裁に基づき行われ、取引の実行及び管理は経理部において行っ

ております。 

 

２．取引の時価等に関する事項 

ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

 

 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成17年３月21日 至 平成17年９月20日）、 

当中間会計期間（自 平成18年３月21日 至 平成18年９月20日） 

及び前事業年度（自 平成17年３月21日 至 平成18年３月20日） 

 該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係） 

 該当事項はありません。 

   

   

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

 
１株当たり純資産額 327.38円 

１株当たり中間純損失 11.39円 
  

 
１株当たり純資産額 293.99円 

１株当たり中間純損失 17.72円 
  

 
１株当たり純資産額 311.77円 

１株当たり当期純損失 25.74円 
  

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損

失であるため記載しておりません。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

（注） １株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日)

当中間会計期間 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日)

１株当たり中間（当期）純損失金額    

中間（当期）純損失（千円） 170,622 266,040 385,898 

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）純損失

（千円） 
170,622 266,040 385,898 

期中平均株式数（千株） 14,975 15,014 14,994 

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 

新株予約権３種類（新

株予約権の数5,060

個）。 

新株予約権３種類（新

株予約権の数4,308

個）。 

新株予約権３種類（新

株予約権の数4,948

個）。 

    

 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成17年３月21日 至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間（自 平成18年３月21日 至 平成18年９月20日） 

及び前事業年度（自 平成17年３月21日 至 平成18年３月20日） 

 該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

 

(1）生産実績 

 当中間会計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門の名称 金       額（千円） 前年同期比（％） 

内装工事業務 6,614,244 88.6 

情報通信業務 － － 

不動産業務 － － 

合計 6,614,244 88.6 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2）受注状況 

 当中間会計期間の受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門の名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

内装工事業務 6,824,918 98.3 2,261,346 167.0 

情報通信業務 － － － － 

不動産業務 － － － － 

合計 6,824,918 98.3 2,261,346 167.0 

 

(3）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門の名称 金       額（千円） 前年同期比（％） 

内装工事業務 6,720,759 87.3 

情報通信業務 1,190,242 93.9 

不動産業務 54,109 80.0 

合計 7,965,111 88.2 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

前中間会計期間 当中間会計期間 
相手先 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％） 

㈱ラウンドワン － － 953,292 12.0 

合計 － － 953,292 12.0 

 

 

６．その他 

該当事項はありません。 


