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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 7,593 49.6 299 63.1 200 114.3

17年９月中間期 5,077 46.3 183 88.4 93 179.7

18年３月期 21,974 2,223 2,027

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 98 108.9 384 40

17年９月中間期 46 200.7 205 44

18年３月期 1,164 4,834 78

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 255,190株 17年９月中間期 228,588株 18年３月期 240,865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 17,902 5,834 32.6 22,861 66

17年９月中間期 16,672 4,853 29.1 19,017 81

18年３月期 23,026 5,970 25.9 23,397 25

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期  255,190株 17年９月中間期 255,191株 18年３月期  255,190株

②期末自己株式数 18年９月中間期 1株 17年９月中間期 1株 18年３月期 1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 29,340 2,717 1,570

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　 6,152円28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 ― 920.00 920.00

19年３月期（実績） ― ―
1,240.00

19年３月期（予想） ― 1,240.00

※　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、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）
前事業年度要約貸借対照表
（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  4,584,855   2,282,158   11,385,883  

２　売掛金   760,284   1,386,210   549,391  

３　流動用不動産  ※２  ―   1,026,621   ―  

４　販売用不動産   608,174   ―   ―  

５　仕掛流動用不動産   ―   1,108,637   ―  

６　仕掛販売用不動産 ※２  8,777,172   9,553,810   9,168,587  

７  前払費用   953,761   1,119,993   549,306  

８　繰延税金資産   25,833   32,499   93,569  

９　その他 ※３  89,505   68,843   42,479  

流動資産合計   15,799,588 94.8  16,578,774 92.6  21,789,218 94.6

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物   47,909   136,402   131,662  

(2）その他   12,433   61,299   42,923  

有形固定資産合計   60,342 0.4  197,701 1.1  174,585 0.8

２　無形固定資産   4,917   25,473   18,934  

無形固定資産合計   4,917 0.0  25,473 0.2  18,934 0.1

３　投資その他の資産           

(1）関係会社株式   220,000   520,000   470,000  

(2）繰延税金資産   31,263   44,238   38,484  

(3）その他   556,476   539,342   536,995  

 　 貸倒引当金   ―   △2,819   △1,519  

投資その他の資産
合計

  807,739 4.8  1,100,761 6.1  1,043,959 4.5

固定資産合計   873,000 5.2  1,323,936 7.4  1,237,479 5.4

資産合計   16,672,588 100.0  17,902,711 100.0  23,026,698 100.0
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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   2,090,083   1,986,921   7,354,318  

２　買掛金   329,425   264,184   472,862  

３　短期借入金 ※２  589,000   3,431,000   160,000  

４　一年以内償還予定
の社債

  100,000   ―   100,000  

５　一年以内返済予定
の長期借入金

※２  5,293,000   4,610,000   4,659,000  

６　未払金   202,014   391,199   229,522  

７　未払法人税等   26,700   71,801   886,272  

８　前受金   1,111,703   1,035,464   425,035  

９　賞与引当金   48,507   55,905   49,632  

10　その他   167,216   110,878   371,515  

流動負債合計   9,957,650 59.7  11,957,354 66.8  14,708,158 63.9

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※２  1,781,000   ―   2,256,000  

２　退職給付引当金   13,471   18,625   15,356  

３　役員退職慰労引当
金

  63,362   78,960   70,507  

４　その他   3,931   13,706   5,931  

固定負債合計   1,861,764 11.2  111,291 0.6  2,347,794 10.2

負債合計   11,819,415 70.9  12,068,645 67.4  17,055,953 74.1

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,772,602 10.6  ― ―  1,772,602 7.7

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金   1,700,210   ―   1,700,210  

資本剰余金合計   1,700,210 10.2  ― ―  1,700,210 7.4

Ⅲ　利益剰余金           

１　中間（当期）未処
分利益

  1,380,454   ―   2,498,026  

利益剰余金合計   1,380,454 8.3  ― ―  2,498,026 10.8

Ⅳ　自己株式   △93 △0.0  ― ―  △93 △0.0

資本合計   4,853,173 29.1  ― ―  5,970,745 25.9

負債及び資本合計   16,672,588 100.0  ― ―  23,026,698 100.0

(純資産の部)           

Ⅰ　株主資本           

　１　資本金   ― ―  1,772,602 9.9  ― ―

２　資本剰余金           

(１)資本準備金  ―   1,700,210   ―   

資本剰余金合計   ― ―  1,700,210 9.5  ― ―

３　利益剰余金           

(１)その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  ―   2,361,347   ― ―  

利益剰余金合計   ― ―  2,361,347 13.2  ― ―

４　自己株式   ― ―  △93 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ―  5,834,065 32.6  ― ―

純資産合計   ― ―  5,834,065 32.6  ― ―

負債純資産合計   ― ―  17,902,711 100.0  ― ―
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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 ※６  5,077,149 100.0  7,593,927 100.0  21,974,102 100.0

Ⅱ　売上原価   3,968,893 78.2  6,273,743 82.6  16,929,879 77.0

売上総利益   1,108,255 21.8  1,320,183 17.4  5,044,223 23.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５  924,819 18.2  1,021,090 13.5  2,820,427 12.9

営業利益   183,436 3.6  299,092 3.9  2,223,795 10.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  11,884 0.2  11,981 0.2  31,742 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  101,982 2.0  111,008 1.5  228,008 1.0

経常利益   93,338 1.8  200,065 2.6  2,027,530 9.2

Ⅵ　特別利益  ※３  ― ―  15,845 0.2  ― ―

Ⅶ  特別損失 ※４  ― ―  ― ―  20,480 0.1

税引前中間（当期）
純利益

  93,338 1.8  215,910 2.8  2,007,049 9.1

法人税、住民税及び
事業税

 19,066   62,500   890,162   

法人税等調整額  27,309 46,376 0.9 55,315 117,815 1.5 △47,646 842,516 3.8

中間（当期）純利益   46,961 0.9  98,095 1.3  1,164,533 5.3

前期繰越利益   1,333,492   ―   1,333,492  

中間（当期）未処分
利益

  1,380,454   ―   2,498,026  
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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

純資産合計
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

その他利益
剰余金

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高

（千円）
1,772,602 1,700,210 2,498,026 △93 5,970,745 5,970,745

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 ― ― △234,774 ― △234,774 △234,774

中間純利益 ― ― 98,095 ― 98,095 98,095

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）
― ― △136,679 ― △136,679 △136,679

平成18年９月30日残高

（千円）
1,772,602 1,700,210 2,361,347 △93 5,834,065 5,834,065
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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

①  その他有価証券

   時価のないもの

     移動平均法による原価法

②　子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

①  その他有価証券

   時価のないもの

     　　　同左

②　子会社株式

同左

(1）有価証券

①  その他有価証券

      時価のないもの

 　　　　同左

②　子会社株式

同左

(2）たな卸資産

①　仕掛販売用不動産及び販売用

不動産

個別法による原価法

(2）たな卸資産

①　仕掛販売用不動産及び流動用

不動産

同左

(2）たな卸資産

①　仕掛販売用不動産及び未成工

事支出金

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

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、建物（附属設備は除

く）については、定額法によって

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　　　　　　　３～33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。

　なお、ソフトウエア（自社利用

分）については、社内における利

用可能期間（５年）に基づいてお

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。

　当中間会計期間末においては、

債権の回収が確実であること及び

過去の貸倒実績がないこと等によ

り計上しておりません。

(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。 

(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、支給見込額の

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）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、支給見込額の

当事業年度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、

当中間会計期間末における退職給

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。
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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）

(4）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基づく中間

会計期間末要支給額を計上してお

ります。

(4）役員退職慰労引当金

　役員(取締役兼執行役員を含

む。)及び執行役員に対する退職

慰労金の支払に備えるため、内規

に基づく中間会計期間末要支給額

を計上しております。

(追加情報)

  当中間会計期間より執行役員制

度を導入したことに伴い、新たに

執行役員規程を定め、役員退職慰

労金支給規程の見直しを行ってお

りますが、これによる影響は軽微

であれます。

(4）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基づく期末

要支給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

５　ヘッジ会計の方法

 

　①ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしているため、

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

ヘッジ手段・・・

金利スワップ

 

 

 

 

ヘッジ対象・・・

借入金の利息

  

　③ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を

行っております。

 

 

 

 

　④ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件

を満たしているため、有効性の評

価を省略しております。

 

 

 

 

６　その他の中間財務諸表（財

務諸表）作成のための重

要な事項

(1）消費税等の会計処理

　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。

　なお、控除対象外消費税等につ

いては、販売費及び一般管理費に

計上しております。

(1）消費税等の会計処理

    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。

  なお、控除対象外消費税等に

ついては、販売費及び一般管理

費に計上しておりますが、資産

に係る繰延消費税等については、

長期前払費用に計上し、５年間

で償却しております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計方針の変更

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) ────── 　(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が、

これによる損益に与える影響はありません。

 　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

5,834,065千円であります。

　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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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）

────── 　(中間貸借対照表) ──────

 　当中間会計期間よりセグメント情報を開示し

たこと及び事業規模の重要性等を総合的に判断

したことにより、不動産流動化事業に係る完成

物件の取得価額相当額を「流動用不動産」勘定、

また完成前の開発原価相当額を「仕掛流動用不

動産」勘定としてそれぞれ別記することといた

しました。

　なお、前中間会計期間及び前事業年度におい

て「仕掛販売用不動産」として処理しておりま

した祐天寺及び上石神井は当中間会計期間にお

いて竣工引渡したため、不動産流動化事業の売

上として計上されております。仕掛販売用不動

産のうち、前中間会計期間及び前事業年度にお

ける当該２物件に係る金額は、それぞれ

2,244,367千円、2,300,352千円であります。

 

────── 　ゴルフ会員権取得に係る名義変更料の処理

につきましては、従来取得価額として処理し

ておりましたが、前事業年度の下期から営業

外費用として費用処理しております。

　なお、前中間会計期間においては変更後の

処理方法を採用した場合に比べ営業外費用は

5,576千円少なく、経常利益及び税引前中間純

利益は同額多く計上されております。

　ゴルフ会員権取得に係る名義変更料の処理に

つきましては、従来取得価額として処理してお

りましたが、施設利用権としての資産価値をよ

り適正に示すため、当事業年度から営業外費用

(その他)として費用処理することといたしまし

た。この変更により営業外費用が9,076千円増加

し、経常利益及び税引前当期純利益が同額減少

しております。

　なお、当中間会計期間までは従来の処理によっ

ておりましたが、ゴルフ会員権の金額の重要性

を鑑み会計処理を再検討した結果、下期におい

て変更することといたしました。

　当中間期間においては変更後の処理方法を採

用した場合に比べ営業外費用は5,576千円少なく、

経常利益及び税引前中間純利益は同額多く計上

されております。
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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

      16,213千円             40,933千円             24,418千円

※２　担保差入資産及び担保付債務 ※２　担保差入資産及び担保付債務 ※２　担保差入資産及び担保付債務

①　担保差入資産 ①　担保差入資産 ①　担保差入資産

仕掛販売用不動産 7,875,405千円

定期預金 11,000千円

仕掛販売用不動産   5,257,039千円

流動用不動産 1,026,621千円

仕掛販売用不動産    7,176,858千円

定期預金       ― 千円

②　担保付債務の内容 ②　担保付債務の内容 ②　担保付債務の内容

短期借入金    589,000千円

一年以内返済予定

の長期借入金
   5,293,000千円

長期借入金    1,781,000千円

短期借入金    1,548,000千円

一年以内返済予定

の長期借入金
   4,610,000千円

        

短期借入金      160,000千円

一年以内返済予定

の長期借入金
  4,659,000千円

長期借入金    2,256,000千円

※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、流動資産のその他に含めて表示

しております。

※３　消費税等の取扱い

同左

※３　消費税等の取扱い

同左 

  ４　保証債務

当社物件購入者等に対する住宅ローン保証

      1,580,276千円 

住宅ローンに関する抵当権設定登記完了ま

での金融機関等に対する保証債務であります。

  ４　保証債務

当社物件購入者等に対する住宅ローン保証

               333,800千円 

住宅ローンに関する抵当権設定登記完了ま

での金融機関等に対する保証債務であります。

  ４　保証債務

当社物件購入者等に対する住宅ローン保証

               5,116,741千円 

住宅ローンに関する抵当権設定登記完了ま

での金融機関等に対する保証債務であります。

（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   28千円   受取利息     33千円   受取利息     49千円

※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       66,305千円

  社債利息    256千円

  支払利息       53,112千円

  社債利息       186千円

  支払利息      137,271千円

  社債利息         510千円

※３　　　　　――――― ※３　特別利益の主な内訳

　前期損益修正益　　　　　　　15,845千円

　過年度における役員生命保険積立金の資産

計上分と費用計上分の区分を修正したことに

よるもの

※３　　　　　―――――

※４　　　　　――――― ※４　　　　　――――― ※４　特別損失の主な内訳

 　　 固定資産除却損

  

 

 

 

  

※５　減価償却実施額

  

 

 

 

  

※５　減価償却実施額

建物及び構築物      17,578千円

その他(工具器具

及び備品) 
   2,901千円

 計      20,480千円

※５　減価償却実施額

  有形固定資産      3,509千円

  無形固定資産   260千円

  有形固定資産      16,515千円

  無形固定資産      1,621千円

  有形固定資産     18,046千円

  無形固定資産      1,106千円

※６　当社の売上高は、通常の営業形態とし

て、上半期に比べ下半期に完成する物件

の割合が大きいため、事業年度の上半期

の売上高と下半期の売上高との間に著し

い相違があり、上半期と下半期の業績に

季節的変動があります。

※６　　　　　　　同左 ※６　　　　　―――――
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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）

　　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）

　普通株式 1 ― ― 1

合　　計 1 ― ― 1
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（リース取引関係）

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）

  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、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、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、減損損失累計額相当

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（工具
器具備品）

23,552 7,882 15,670

有形固定資産
その他（機械
装置及び運搬
具）

11,788 3,061 8,726

ソフトウェア 6,987 6,056 931

合計 42,328 17,000 25,328

 

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（工具
器具備品）

34,299 14,880 19,419

有形固定資産
その他（機械
装置及び運搬
具）

24,194 5,855 18,338

合計 58,494 20,736 37,758

 

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（工具
器具備品）

34,299 11,239 23,060

有形固定資産
その他（機械
装置及び運搬
具）

11,788 4,286 7,501

ソフトウェア 6,987 6,754 232

合計 53,075 22,280 30,794

(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等

 　　未経過リース料中間期末残高相当額  　　未経過リース料中間期末残高相当額  　　未経過リース料期末残高相当額

１年内     8,655千円

１年超       17,335千円

合計       25,991千円

１年内          16,936千円

１年超          21,438千円

合計           38,374千円

１年内           10,243千円

１年超          21,208千円

合計           31,451千円

(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、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、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

支払リース料      5,135千円

減価償却費相当額      4,327千円

支払利息相当額    889千円

支払リース料        6,285千円

減価償却費相当額        5,443千円

支払利息相当額       771千円

支払リース料       11,267千円

減価償却費相当額       9,607千円

支払利息相当額       1,735千円

(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（残価保証の取決めがある場合は残

価保証額）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

 （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。 

 （減損損失について）

　　　　　　　　同左 

(減損損失について) 

同左 

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

　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。

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

　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。

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

　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

      19,017円81銭

１株当たり純資産額

            22,861円66銭

１株当たり純資産額

             23,397円25銭

１株当たり中間純利益金額

   205円44銭

１株当たり中間純利益金額

      384円40銭

１株当たり当期純利益金額

            4,834円78銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額

   198円43銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

ないため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

            4,754円86銭

　当社は、平成17年５月20日付で普通

株式１株につき普通株式５株の割合で

株式分割を行なっております。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。

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

      8,358円15銭      11,674 円44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

     75円23銭       3,555円65銭

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益金
額
　　　　　73円73銭

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金
額
      3,493円46銭

　 　当社は、平成17年５月20日付で普通

株式１株につき普通株式５株の割合で

株式分割を行なっております。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

             11,674円44銭

１株当たり当期純利益金額

           3,555円65銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 

  　　　　　　　　　  3,493円46銭
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　（注）１．１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

 
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株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 46,961 98,095 1,164,533

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

（千円）
46,961 98,095 1,164,533

期中平均株式数（株） 228,588 255,190 240,865

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） 8,074 ― 4,048

（うち新株予約権（株））  (8,074)  ― (4,048)

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

定に含まれなかった潜在株式の概要

――――― ――――― ―――――

 　（注）２．１株当たり純資産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

（平成18年３月31日）

 純資産の部の合計額（千円） ― 5,834,065 ―

 純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ― ― ―

 普通株式に係わる中間期末（期末）の純資産額

（千円）
― 5,834,065 ―

 １株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

（期末）の普通株式の数（株）
― 255,190 ―
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（重要な後発事象）

      該当事項はありません。
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