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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 8,749 (△27.8) 384 (△68.4) 660 (△53.3)

17年９月中間期 12,109 ( 　5.5) 1,215 (△18.2) 1,414 (△ 8.4)

18年３月期 28,051  3,885  4,033  

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９月中間期 572 (△38.8) 38 49

17年９月中間期 934 (△ 3.7) 62 74

18年３月期 2,302  154 64

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 14,866,530株  17年９月中間期 14,898,250株 18年３月期 14,890,936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

18年９月中間期 24,988 12,771 51.1 859 31

17年９月中間期 23,367 11,128 47.6 746 95

18年３月期 27,047 12,438 46.0 836 22

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 14,862,850株 17年９月中間期 14,898,250株  18年３月期 14,874,250株

②期末自己株式数 18年９月中間期 35,400株 17年９月中間期 －株 18年３月期 24,000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 28,718  3,781  2,136  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　143 円67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 年間

18年３月期 － 10.00 － 12.00 22.00

19年３月期（実績） － 12.00 － －
24.00

19年３月期（予想） － － － 12.00

※　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。
　なお、業績の見通しに関する注意事項は、この資料の８ページを参照して下さい。
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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）
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（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   2,641,966   3,227,065   4,951,815  

２．有価証券   －   1,000,879   2,000,007  

３．販売用不動産   865,784   650,561   1,866,449  

４．仕掛販売用不動産 ※２  16,874,235   16,212,704   14,120,374  

５．前渡金   152,372   84,228   104,255  

６．繰延税金資産   139,350   119,617   163,518  

７．その他の流動資産   137,996   146,076   123,437  

貸倒引当金   △581   △1,328   △1,236  

流動資産合計   20,811,124 89.1  21,439,804 85.8  23,328,621 86.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産
※１
※２

 203,591 0.9  204,476 0.8  215,218 0.8

２．無形固定資産   72,726 0.3  55,630 0.2  62,527 0.2

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   66,090   1,020,496   1,226,573  

(2）関係会社株式   1,263,749   1,343,749   1,343,749  

(3）繰延税金資産   444,673   462,464   356,878  

(4）その他の投資   520,006   480,075   532,914  

貸倒引当金   △14,844   △18,164   △18,710  

投資その他の資産合
計

  2,279,676 9.7  3,288,621 13.2  3,441,405 12.7

固定資産合計   2,555,993 10.9  3,548,727 14.2  3,719,150 13.7

資産合計   23,367,117 100.0  24,988,532 100.0  27,047,771 100.0
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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）
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（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   960,120   1,619,190   1,363,470  

２．買掛金   8,976   5,306   3,836  

３．一年以内償還予定社
債

  1,000,000   1,500,000   2,500,000  

４．短期借入金
※２
※３

 660,000   1,009,000   1,825,000  

５．一年以内返済予定長
期借入金

※２  2,938,000   6,280,000   4,130,000  

６．未払金   155,481   203,355   230,576  

７．未払法人税等   383,291   172,610   1,317,700  

８．賞与引当金   102,112   151,607   70,359  

９．その他の流動負債   298,263   238,263   217,074  

流動負債合計   6,506,245 27.9  11,179,332 44.7  11,658,016 43.1

Ⅱ　固定負債           

１．社債   1,500,000   －   －  

２．長期借入金 ※２  3,230,000   －   1,950,000  

３．退職給付引当金   87,488   97,572   86,702  

４．役員退職慰労引当金   885,200   914,400   891,500  

５．預り敷金保証金   7,688   8,137   7,568  

６．長期預り金   22,193   17,293   15,699  

固定負債合計   5,732,570 24.5  1,037,403 4.2  2,951,469 10.9

負債合計   12,238,815 52.4  12,216,736 48.9  14,609,485 54.0

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,217,870 5.2  － －  1,217,870 4.5

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金  1,704,701   －   1,704,701   

資本剰余金合計   1,704,701 7.3  － －  1,704,701 6.3

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  27,582   －   27,582   

２．任意積立金  6,800,000   －   6,800,000   

３．中間（当期）未処分
利益

 1,363,067   －   2,582,088   

利益剰余金合計   8,190,649 35.1  － －  9,409,670 34.7

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  15,080 0.0  － －  144,947 0.5

Ⅴ　自己株式　　   － －  － －  △38,903 △0.1

資本合計   11,128,302 47.6  － －  12,438,285 46.0

負債・資本合計   23,367,117 100.0  － －  27,047,771 100.0
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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）
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（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   － －  1,217,870 4.9  － －

 　２．資本剰余金           

 　　　　資本準備金  －   1,704,701   －   

 　　　資本剰余金合計   － －  1,704,701 6.8  － －

 　３．利益剰余金           

 　　(1）利益準備金  －   27,582   －   

 　　(2）その他利益剰余金           

 　      別途積立金  －   8,300,000   －   

 　　　　繰越利益剰余金  －   1,475,762   －   

 　　　利益剰余金合計　   － －  9,803,344 39.2  － －

 　４．自己株式   － －  △54,851 △0.2  － －

 　　株主資本合計   － －  12,671,065 50.7  － －

 Ⅱ　評価・換算差額等           

 　　　その他有価証券評価
　　　 差額金

  － －  100,731 0.4  － －

 　　評価・換算差額等
　　 合計

  － －  100,731 0.4  － －

 　　純資産合計   － －  12,771,796 51.1  － －

 　　負債純資産合計   － －  24,988,532 100.0  － －
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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）

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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   12,109,820 100.0  8,749,108 100.0  28,051,272 100.0

Ⅱ　売上原価   8,572,807 70.8  6,150,587 70.3  19,619,062 69.9

売上総利益   3,537,013 29.2  2,598,520 29.7  8,432,209 30.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費   2,321,028 19.2  2,214,227 25.3  4,547,176 16.3

営業利益   1,215,984 10.0  384,293 4.4  3,885,033 13.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  283,870 2.4  347,881 3.9  318,418 1.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  85,674 0.7  71,925 0.8  170,176 0.6

経常利益   1,414,180 11.7  660,249 7.5  4,033,275 14.3

Ⅵ　特別利益 ※３  6,488 0.0  103,242 1.2  50,940 0.2

Ⅶ　特別損失
※４
※５

 16,236 0.1  － －  40,895 0.1

税引前中間（当期）
純利益

  1,404,432 11.6  763,492 8.7  4,043,320 14.4

法人税、住民税及び
事業税

 421,814   222,677   1,718,166   

法人税等調整額  47,842 469,656 3.9 △31,351 191,326 2.2 22,374 1,740,540 6.2

中間（当期）純利益   934,776 7.7  572,165 6.5  2,302,779 8.2

前期繰越利益   428,290   －   428,290  

中間配当額   －   －   148,982  

中間（当期）未処分
利益

  1,363,067   －   2,582,088  
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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４月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
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３月31日　残高（千円) 1,217,870 1,704,701 27,582 6,800,000 2,582,088 9,409,670 △38,903 12,293,338

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て（注）    1,500,000 △1,500,000 －  － 

剰余金の配当（注）     △178,491 △178,491  △178,491

中間純利益     572,165 572,165  572,165

自己株式の取得       △15,948 △15,948

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)
－ － － 1,500,000 △1,106,325 393,674 △15,948 377,726

平成18年９月30日　残高（千円) 1,217,870 1,704,701 27,582 8,300,000 1,475,762 9,803,344 △54,851 12,671,065

評価・換算差
額等

純資産合計
その他
有価証券
評価差額金

平成18年３月31日　残高（千円) 144,947 12,438,285

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て（注）  － 

剰余金の配当（注）  △178,491

中間純利益  572,165

自己株式の取得  △15,948

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額)
△44,215 △44,215

中間会計期間中の変動額合計

（千円)
△44,215 333,510

平成18年９月30日　残高（千円) 100,731 12,771,796

　（注）平成18年６月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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

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

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

　ただし、特例処理の要件を満

たしている金利スワップについ

ては、特例処理を採用しており

ます。

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

販売用不動産

個別法による原価法

(3）たな卸資産

販売用不動産

同左

(3）たな卸資産

販売用不動産

同左

仕掛販売用不動産

個別法による原価法

仕掛販売用不動産

同左

仕掛販売用不動産

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法によっております。

　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)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　33～44年

(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．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備え

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

別に回収可能性を検討し、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

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、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

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当期負担額を計

上しております。

－ 35 －



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）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

退職給付債務の額に基づき、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。

(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、当期末における退職給付債

務の額に基づき、当期末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の将来の支

出に備えるため、役員退職慰労

金規程に基づく中間期末要支給

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将来の支

出に備えるため、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．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっており

ます。また、金利スワップにつ

いて特例処理の要件を満たして

いる場合には、特例処理を採用

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

　ヘッジ対象：借入金の支払利

息

(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

　借入金の金利の変動によるリ

スクを回避する目的で、金利ス

ワップを行っております。ヘッ

ジ対象の識別は個別契約ごとに

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

　ヘッジ対象及びヘッジ手段に

ついて、ヘッジ取引の事前、事

後に個別取引毎にヘッジ効果を

検証しているが、契約内容等に

よりヘッジに高い有効性が認め

られる場合は有効性の判断を省

略しております。

(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

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

　消費税等の会計処理方法は、税抜

方式によっております。また、控除

対象外消費税等については、当中間

会計期間の費用としております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理方法は、税抜

方式によっております。また、控除

対象外消費税等については、当事業

年度の費用としております。
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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 

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）

 （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）

　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」

（企業会計基準委員会　平成15年10

月31日　企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。これによ

り税引前中間純利益は16,236千円減

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。

　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。

これにより税引前当期純利益は

16,236千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。

　これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、12,771百万円でありま

す。

　なお、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、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、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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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　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

 140,636千円  181,704千円  163,119千円

※２　担保に供している資産と担保付債務は

次のとおりであります。

※２　担保に供している資産と担保付債務は

次のとおりであります。

※２　担保に供している資産と担保付債務は

次のとおりであります。

ア．担保に供している資産 ア．担保に供している資産 ア．担保に供している資産

　仕掛販売用不動産 13,286,943千円

　建物 16,424 

　土地 24,858 

　　合計 13,328,226 

　仕掛販売用不動産 12,654,477千円

　建物 13,060 

　土地 27,323 

　　合計 12,694,861 

　仕掛販売用不動産 12,720,046千円

　建物 16,248 

　土地 27,323 

　　合計 12,763,619 

イ．担保資産に対応する債務 イ．担保資産に対応する債務 イ．担保資産に対応する債務

　短期借入金 660,000千円

　一年以内返済予定

長期借入金
2,938,000

 

　長期借入金 3,230,000 

　　合計 6,828,000 

　短期借入金 1,009,000千円

　一年以内返済予定

長期借入金
6,280,000

 

　　合計 7,289,000 

　短期借入金 1,825,000千円

　一年以内返済予定

長期借入金
4,130,000

 

　長期借入金 1,950,000 

　　合計 7,905,000 

――――――― ※３　コミットメントライン契約

　　　当社は取引銀行５行とコミットメント

　　ライン契約を締結しております。これら

　　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。

※３　コミットメントライン契約

　　　当社は取引銀行５行とコミットメント

　　ライン契約を締結しております。これら

　　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

の総額

3,200,000 千円

借入実行残高 448,000

　差引額 2,752,000

コミットメントライン

の総額

3,200,000 千円

借入実行残高 1,344,000

　差引額 1,856,000
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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 1,510千円

受取配当金 260,226 

経営指導料 13,080 

受取利息 2,467千円

受取配当金 304,530 

経営指導料 37,770 

受取利息 2,884千円

受取配当金 260,435 

経営指導料 44,220 

※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 70,623千円

社債利息 6,402 

支払利息 58,461千円

社債利息 4,707千円

支払利息 129,445千円

社債利息 12,052 

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

保険返戻金 6,488千円 保険返戻金 52,340千円

投資有価証券売却益 50,901千円

保険返戻金 12,088千円

投資有価証券売却益 38,851千円

※４　特別損失の主要項目 ────── ※４　特別損失の主要項目

減損損失 16,236千円 投資有価証券売却損 24,659千円

減損損失 16,236千円

※５　減損損失　

　当中間会計期間において、当社は以下

の資産について減損損失を計上しまし

た。 

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

神奈川県

川崎市

賃貸用資

産
土地 15,840

東京都練

馬区

賃貸用資

産

土地及び

建物
396

　当社は、資産を用途により事業用資産

及び賃貸用資産に分類しております。事

業用資産は支社・支店等の独立した会計

単位、賃貸用資産は物件単位にグルーピ

ングし、減損損失の検討を行いました。

　その結果、近年の継続的な地価の下落

等により、時価または将来キャッシュ・

フローが帳簿価額を下回ることとなった

資産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（16,236

千円）として特別損失に計上しました。

その内訳は、建物245千円及び土地15,990

千円であります。なお、当資産の回収可

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％で割り引

いて算定しております。

────── ※５　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資

産について減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

神奈川県

川崎市

賃貸用資

産
土地 15,840

東京都練

馬区

賃貸用資

産

土地及び

建物
396

　当社は、資産を用途により事業用資産

及び賃貸用資産に分類しております。事

業用資産は支社・支店等の独立した会計

単位、賃貸用資産は物件単位にグルーピ

ングし、減損損失の検討を行いました。

　その結果、近年の継続的な地価の下落

等により、時価または将来キャッシュ・

フローが帳簿価額を下回ることとなった

資産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（16,236

千円）として特別損失に計上しました。

　なお、当資産の回収可能価額は、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％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 26,330千円

無形固定資産 6,499 

有形固定資産 18,585千円

無形固定資産 6,897 

有形固定資産 42,201千円

無形固定資産 13,330 
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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４月１日　至　平成18年９月30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

（千株）

当中間会計期間増加

株式数（千株）

当中間会計期間減少

株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

　自己株式     

　　　普通株式（注） 24 11 － 35

合計 24 11 － 35

 （注）普通株式の自己株式の増加11千株は、旧商法第210条の規定に基づく自己株式の市場買付けによる増加であります。
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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

　リース取引は企業の事業内容に照らして重

要性の乏しいリース取引で、かつ、リース１

件当たりの金額が少額なリース取引でありま

すので、記載を省略しております。

　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

同左

　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

同左

②　有価証券

  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）及び前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）のいずれにおいても子会社株式及び

関連会社株式で時価のあるものはありません。

（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 746.95円

１株当たり中間純利益

金額
62.74円

１株当たり純資産額 859.31円

１株当たり中間純利益

金額
38.49円

１株当たり純資産額 836.22円

１株当たり当期純利益

金額
154.64円

　（注）　１．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、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

　　　　　２．１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（千円） 934,776 572,165 2,302,779

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額） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
934,776 572,165 2,302,779

普通株式の期中平均株式数（株） 14,898,250 14,866,530 14,890,936
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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)

　平成17年11月１日付で、資金調達の

機動性及び安定性を高めることを目的

に、取引銀行５行との間でコミットメ

ントライン契約を締結しております。

①　契約内容

　　コミットメントライン設定契約

②　契約極度金額　3,200,000千円　

③　契約期間

平成17年11月１日より平成18年10

月31日まで　

④　アレンジャー兼エージェント

株式会社みずほ銀行

⑤　契約締結先銀行

　　株式会社みずほ銀行

　　株式会社りそな銀行

　　株式会社北陸銀行

　　株式会社八千代銀行

　　株式会社東日本銀行

　平成18年10月31日付で、資金調達の

機動性及び安定性を高めることを目的

に、取引銀行４行との間でコミットメ

ントライン契約を締結しております。

①　契約内容

　　コミットメントライン設定契約

②　契約極度金額　3,000,000千円

③　契約期間

平成18年10月31日より平成19年10

月30日まで　　　

④　アレンジャー兼エージェント

株式会社みずほ銀行

⑤　契約締結先銀行

　　株式会社みずほ銀行

　　株式会社りそな銀行

　　株式会社北陸銀行

　　株式会社八千代銀行

──────
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