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単元株制度採用の有無 有  （１単元1,000株）・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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

（ ） （ ） （ )
（ ） （ ） （ )
（ ） （ ） （ )

百万円 ％ 円 銭

（ ）
（ ）
（ ）

(注） １．期中平均株式数 18年9月中間期 株 17年9月中間期 株 18年3月期 株

       ２．会計処理の方法の変更 有   ・   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

（2） 財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭

（注）  １．期末発行済株式数 株 株 18年3月期 株

   ２．期末自己株式数 株 株 18年3月期 株

２．19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）

百万円

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 20 円 94 銭

３． 配当状況

※ 予想数値の前提条件等に関する注記

につきましては、添付資料の４頁（次期の見通し）を参照してください。

18年9月中間期
17年9月中間期

3,341
7,283

総   資   産

3,446

18年 3 月 期

１株当たり中間

に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後、様々な要因によって大きく異な

4,776,883

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

当期純利益

18年9月中間期

100

経    常    利    益

10.0019年3月期（予想）

通               期

18年9月中間期
17年9月中間期
18年 3 月 期

983

4,781,311

4,778,890
17年9月中間期

19年3月期（実績）
18年 3 月 期

12,300

売      上      高

5.00
―

230

会 社 名
コ ー ド 番 号

問 い 合 わ せ 先

代 表 者

株式会社 ハリマビステム

17年9月中間期

・現金配当

△５２．３19
３５．８9518年 3 月 期

18年9月中間期

平 成 18 年 11 月 8 日

本社所在都道府県

221

（０４５）３１１－６２４１

２．４59
34

△９．３

△２１．６△４２．４

8

役 職 名

76
97

279
６４．８１．１5,819

6,161 ５．９

9780

経    常    利    益営    業    利    益売      上      高

氏 名

氏 名

（記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。）

責任者役職名

699

１．０11,857 △３．０

8719

（当期）純利益
中間（当期）純利益

40 38

7,109
7,719

１株当たり純資産自己資本比率

21
41

721 69４７．３

726

１１０．１

百万円

3,470

4,776,059

純   資   産

37,361
4,774,886

33,357

４７．０

4,779,535

る結果となる可能性があります。なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等

百万円

35,364
18年9月中間期 17年9月中間期

４４．９

5.00
― 5.00

１株当たり配当金  (円)
中間期末 期末

5.00
年間
10.00
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  個別中間財務諸表等 

  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   1,520,465 1,384,009  1,972,458

２ 受取手形 

３ 売掛金 

 

 

 

―

1,263,689

―

1,365,579

 

401

1,283,367

４ たな卸資産   14,580 15,097  14,104

５ その他 ※２  248,041 232,449  221,437

６ 貸倒引当金   △505 △546  △513

流動資産合計   3,046,271 42.8 2,996,590 41.1  3,491,255 45.2

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２  681,506 648,724  663,511

(2) 土地 ※２  546,963 544,840  544,840

(3) その他   20,687 17,736  18,285

有形固定資産合計   1,249,157 17.6 1,211,301 16.6  1,226,637 15.9

２ 無形固定資産   13,573 0.2 13,493 0.2  13,493 0.2

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※２  904,273 1,063,396  1,126,225

(2) 保険積立金   1,176,271 1,211,294  1,182,207

(3) その他 ※２  846,516 909,237  806,384

(4) 貸倒引当金   △126,537 △122,080  △126,413

投資その他の 
資産合計 

  2,800,524 39.4 3,061,848 42.1  2,988,403 38.7

固定資産合計   4,063,255 57.2 4,286,643 58.9  4,228,534 54.8

資産合計   7,109,526 100.0 7,283,233 100.0  7,719,789 100.0
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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 買掛金   326,246 373,872  368,968

２ 短期借入金 ※２  554,700 407,656  561,166

３ １年内返済予定 
  長期借入金 

※２  1,142,824 1,115,372  1,253,432

４ 未払法人税等   19,870 48,958  62,967

５ 賞与引当金   160,173 157,639  159,546

６ 受注損失引当金 

７  その他 

 

※３

 

―

457,324

425

610,035

 

―

458,555

流動負債合計   2,661,138 37.4 2,713,958 37.3  2,864,636 37.1

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２  890,860 902,100  1,166,656

２ 退職給付引当金   209,583 214,687  212,021

３ その他   6,474 6,474  6,474

固定負債合計   1,106,918 15.6 1,123,262 15.4  1,385,152 18.0

負債合計   3,768,056 53.0 3,837,221 52.7  4,249,788 55.1

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   654,460 9.2 ― ―  654,460 8.5

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金   635,900 ―  635,900

資本剰余金合計   635,900 8.9 ― ―  635,900 8.2

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金   163,615 ―  163,615

２ 任意積立金   1,545,000 ―  1,545,000

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

  222,916 ―  274,955

利益剰余金合計   1,931,531 27.2 ― ―  1,983,570 25.7

Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金 

  129,523 1.8 ― ―  207,023 2.7

Ⅴ 自己株式   △9,945 △0.1 ― ―  △10,952 △0.2

資本合計   3,341,469 47.0 ― ―  3,470,001 44.9

負債資本合計   7,109,526 100.0 ― ―  7,719,789 100.0
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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   ― 654,460 9.0  ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金   ― 635,900  ―

資本剰余金合計   ― 635,900 8.7  ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金   ― 163,615  ―

(2) その他利益剰余金    

別途積立金   ― 1,545,000  ―

繰越利益剰余金   ― 291,126  ―

利益剰余金合計   ― 1,999,741 27.5  ―

４ 自己株式   ― △11,818 △0.2  ―

株主資本合計   ― 3,278,282 45.0  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 167,729  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― 167,729 2.3  ―

純資産合計   ― 3,446,012 47.3  ―

負債純資産合計   ― 7,283,233 100.0  ―
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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   5,819,189 100.0 6,161,328 100.0  11,857,183 100.0

Ⅱ 売上原価   5,030,864 86.5 5,376,345 87.3  10,154,294 85.6

売上総利益   788,325 13.5 784,983 12.7  1,702,888 14.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   728,679 12.5 750,655 12.1  1,481,828 12.5

営業利益   59,645 1.0 34,327 0.6  221,060 1.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  53,570 0.9 59,349 0.9  94,466 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  15,896 0.2 17,339 0.3  36,447 0.3

経常利益   97,320 1.7 76,338 1.2  279,078 2.4

Ⅵ 特別利益 ※３  70,563 1.2 4,300 0.1  70,513 0.6

Ⅶ 特別損失 ※４  127,952 2.2 56 0.0  129,325 1.1

税引前中間(当期) 
純利益 

  39,931 0.7 80,581 1.3  220,266 1.9

法人税、住民税 
及び事業税 

  11,860 0.2 40,468 0.6  105,759 0.9

法人税等調整額   9,002 0.2 58 0.0  19,505 0.2

中間(当期)純利益   19,068 0.3 40,055 0.7  95,002 0.8

前期繰越利益   203,847 ―  203,847

中間配当額   ― ―  23,894

中間(当期)未処分 
利益 

  222,916 ―  274,955
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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 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 654,460 635,900 635,900

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 （注） － － －

中間純利益 － － －

自己株式の取得 － － －

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) 

－ － －

平成18年９月30日残高(千円) 654,460 635,900 635,900

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 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31日残高(千円) 163,615 1,545,000 274,955 1,983,570 △10,952 3,262,977

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当（注） － － △23,884 △23,884 － △23,884

 中間純利益 － － 40,055 40,055 － 40,055

 自己株式の取得 － － － － △866 △866

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) 

－ － 16,170 16,170 △866 15,304

平成18年９月30日残高(千円) 163,615 1,545,000 291,126 1,999,741 △11,818 3,278,282

 

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31日残高(千円) 207,023 207,023 3,470,001

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当（注） － － △23,884

 中間純利益 － － 40,055

 自己株式の取得 － － △866

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△39,293 △39,293 △39,293

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△39,293 △39,293 △23,989

平成18年９月30日残高(千円) 167,729 167,729 3,446,012

  （注）平成18年6月29日の定時株主総会における利益処分項目である。 
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中間財務諸表作成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 

  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) 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法

    なお、投資事業有限責任

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)につ

いては、組合規約に規定さ

れる決算報告日に応じて入

手可能な 近の決算を基礎

とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっており

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) 

   時価のないもの 

同左 

(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) 

   時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

  貯蔵品 

   終仕入原価法 

(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。

   なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

   建物      22～47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 

  見込利用可能期間(５年)に基

づく定額法 

(2)     ―――――――― 

 

 

(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

権及び破産更生債権等特定債権

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 

  従業員に対する賞与の支給に

備えるため、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 

  従業員に対する賞与の支給に

備えるため、将来の支給見込額

のうち当期の負担額を計上して

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) 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。 

  なお、数理計算上の差異につ

いては、各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)によ

る定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌事業年度から費

用処理しております。 

(4)     ―――――――― 

(3) 退職給付引当金 

           同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 受注損失引当金 

    受注契約に係る将来の損失に

備えるため、当中間会計期間末

における未実施契約残高のうち

損失の発生が見込まれ、かつそ

の損失見込額を合理的に見積も

ることができるものについて、

当該損失見込額を計上しており

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計上

しております。 

  なお、数理計算上の差異につ

いては、各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)によ

る定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌事業年度から費

用処理しております。 

 

 

(4)    ―――――――― 

４ 外貨建の資産及び負債

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 

 

６ 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 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

消費税等の会計処理 

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。

これにより税引前中間純利益は

14,759千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。 

これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、3,446,012千円でありま

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。 

（固定資産の減損に係る会計基準）

 当期より、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14,759千円減

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。 

―――――――― 
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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) 

(中間貸借対照表関係) 

 「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

日より適用となり、「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、前事業年度末において投資事業有

限責任組合への出資(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

方法に変更いたしました。 

 なお、前中間会計期間において投資その他の資産の

「その他」に含めていたみなし有価証券は、99,974千円

であります。 

―――――――― 
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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 

586,568千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

603,056千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

589,612千円

※２ (1)担保提供資産及び被担保債

務は次のとおりであります。 

   ① 担保提供資産 

建物 178,258千円

土地 248,422 

投資有価証券 142,625 

投資その他の 
資産その他 

65,242 

計 634,548千円
 

※２ (1)担保提供資産及び被担保債

務は次のとおりであります。

   ① 担保提供資産 

建物 170,232千円

土地 248,422 

投資有価証券 160,010 

投資その他の
資産その他 

65,242 

計 643,907千円
 

※２ (1)担保提供資産及び被担保債

務は次のとおりであります。

   ① 担保提供資産 

建物 173,336千円

土地 248,422 

投資有価証券 175,334 

投資その他の 
資産その他 

65,242 

計 662,335千円
 

   ② 被担保債務 

短期借入金 65,000千円 

１年内返済予

定長期借入金 
146,282 

長期借入金 572,585 

計 783,867千円 

   (2)上記のほか、ＰＦＩ事業会

社に対する以下の資産を当該

会社の借入金等の担保に供し

ております。 

短期貸付金 3,500千円

長期貸付金 94,500 

投資有価証券 38,600 

計 136,600千円
 

   ② 被担保債務 

短期借入金 57,502千円

１年内返済予

定長期借入金
213,622 

長期借入金 522,630 

計 793,754千円

   (2)上記のほか、ＰＦＩ事業会

社に対する以下の資産を当該

会社の借入金等の担保に供し

ております。 

短期貸付金 3,499千円

長期貸付金 97,000 

投資有価証券 81,000 

計 181,500千円
 

   ② 被担保債務 

短期借入金 65,000千円

１年内返済予

定長期借入金 
71,326 

長期借入金 680,250 

計 816,576千円

   (2)上記のほか、ＰＦＩ事業会

社に対する以下の資産を当該

会社の借入金等の担保に供し

ております。 

短期貸付金 3,499千円

長期貸付金 100,500 

投資有価証券 41,000 

計 145,000千円
 

※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

の他に含めて表示しておりま

す。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

※３    ――――― 

 

 ４ 貸出コミットメントに係る貸

出未実行残高 

   (当社貸手側) 

    当社は、ＰＦＩ事業会社へ

の協調融資における劣後貸出

人として、同社と劣後貸付契

約を締結しております。当該

契約で設定された貸出コミッ

トメントに係る貸出未実行残

高は次のとおりであります。 

貸出コミット 

メントの総額 
110,000千円

貸出実行残高 43,333 

差引額 66,666千円
 

 ４ 貸出コミットメントに係る貸

出未実行残高 

   (当社貸手側) 

    当社は、ＰＦＩ事業会社へ

の協調融資における劣後貸出

人として、同社と劣後貸付契

約を締結しております。当該

契約で設定された貸出コミッ

トメントに係る貸出未実行残

高は次のとおりであります。

貸出コミット

メントの総額
217,000千円

貸出実行残高 106,866 

差引額 110,133千円
 

 ４ 貸出コミットメントに係る貸

出未実行残高 

   (当社貸手側) 

    当社は、ＰＦＩ事業会社へ

の協調融資における劣後貸出

人として、同社と劣後貸付契

約を締結しております。当該

契約で設定された貸出コミッ

トメントに係る貸出未実行残

高は次のとおりであります。

貸出コミット 

メントの総額 
110,000千円

貸出実行残高 49,999 

差引額 60,000千円
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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) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

 ５ 偶発債務 

 当社の関連会社である調和小

学校市民サービス㈱が保険会社

と締結した、調布市立調和小学

校整備並びに維持管理及び運営

に関する履行保証保険契約に基

づく履行保証保険金額に係る求

償を受けた場合、その求償額

13,159千円に対して連帯保証債

務を負っております。 

 ５ 偶発債務 

 当社の関連会社である調和小

学校市民サービス㈱が保険会社

と締結した、調布市立調和小学

校整備並びに維持管理及び運営

に関する履行保証保険契約に基

づく履行保証保険金額に係る求

償を受けた場合、その求償額

13,004千円に対して連帯保証債

務を負っております。 

 ５ 偶発債務 

 当社の関連会社である調和小

学校市民サービス㈱が保険会社

と締結した、調布市立調和小学

校整備並びに維持管理及び運営

に関する履行保証保険契約に基

づく履行保証保険金額に係る求

償を受けた場合、その求償額

13,159千円に対して連帯保証債

務を負っております。 
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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 営業外収益の重要項目 

受取利息 4,536千円

受取配当金 25,881 

受取雇用 

開発助成金 
5,408 

 

※１ 営業外収益の重要項目 

受取利息 5,260千円

受取配当金 28,192 

  
 

※１ 営業外収益の重要項目 

受取利息 9,134千円

受取配当金 35,834 

受取手数料 10,355 
 

※２ 営業外費用の重要項目 

支払利息 14,190千円
 

※２ 営業外費用の重要項目 

支払利息 
投資事業組合損失

14,690千円
2,100 

 

※２ 営業外費用の重要項目 

支払利息 27,015千円
 

※３ 特別利益の重要項目 

投資有価証券 
売却益 

66,613 
 

※３       ――――― ※３ 特別利益の重要項目 

投資有価証券 
売却益 

66,613 
 

※４ 特別損失の重要項目 

固定資産売却損 111,927千円 

   (科目別内訳) 

建物 8,878千円 

土地 103,039 

有形固定資産 
その他 

10 

    
 

     減損損失        14,759千円 

    当社の資産区分は建築物総

合サービス事業及びその他の

各事業ごとに区分し、処分予

定資産については当該資産単

独で資産のグルーピングをし

ております。 

    当中間会計期間末において

当社が所有する次の２件の処

分予定資産について減損損失

を計上しました。 

場所 用途 種類 

千葉県船橋市 
福利厚生 
施設 

土地及び建物 

栃木県塩原郡 
藤原町 

賃貸資産 土地及び建物 

    減損損失の科目別内訳は、

次のとおりであります。 

建物 8,556千円

土地 6,202 

計 14,759千円

    なお、回収可能価額につい

ては、正味売却価額により測

定しており、信託銀行の調査

による実勢価格又は固定資産

税評価額に基づいて評価して

おります。 

※４       ――――― 

 

    

 

 

  

  
 
    

※４ 特別損失の重要項目 

固定資産売却損 113,057千円

   (科目別内訳) 

建物 8,262千円

土地 104,783 

有形固定資産 
その他 

10 

  

 

  減損損失        14,759千円

    当社の資産区分は建築物総

合サービス事業及びその他の

各事業ごとに区分し、処分予

定資産については当該資産単

独で資産のグルーピングをし

ております。 

    当期において当社が所有す

る次の２件の処分予定資産

（但し、内１件は当期中に処

分済）について減損損失を計

上しております。 

場所 用途 種類 

千葉県船橋市 
福利厚生 
施設 

土地及び建物

栃木県塩原郡 
藤原町 

賃貸資産 土地及び建物

    減損損失の科目別内訳は、

次のとおりであります。 

建物 8,556千円

土地 6,202 

計 14,759千円

    なお、回収可能価額につい
ては、正味売却価額により測
定しており、信託銀行の調査
による実勢価格又は固定資産
税評価額に基づいて評価して
おります。 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 18,135千円

無形固定資産 80 
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 16,428千円

  
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 36,210千円

無形固定資産 160 
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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 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 35,364 1,997 －       37,361
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 1,997株 
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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) 

(借手側) 

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 

 
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 

82,920 57,029 25,891 

無形固定 
資産 

6,998 1,399 5,598 

合計 89,919 58,428 31,490 

 

(借手側) 

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 

 
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

56,022 20,432 35,589

無形固定 
資産 

14,846 4,238 10,608

合計 70,869 24,670 46,198

 

(借手側) 

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) 

期末残高
相当額
(千円)

有形固定 
資産その他 

53,822 18,485 35,337

無形固定 
資産 

14,846 2,753 12,092

合計 68,669 21,239 47,429

 
 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 12,449千円

１年超 19,695 

合計 32,145千円
 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 15,125千円

１年超 31,544 

合計 46,669千円
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 13,429千円

１年超 34,428 

合計 47,858千円
 

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 9,255千円

減価償却費相当額 8,658千円

支払利息相当額 377千円
 

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 7,296千円

減価償却費相当額 7,031千円

支払利息相当額 307千円
 

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 19,262千円

減価償却費相当額 18,084千円

支払利息相当額 733千円
 

 (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 転リース物件に係る未経過リー 

  ス料中間期末残高相当額 

１年内 10,021千円

１年超 22,909千円

合計 32,931千円
 

２ 転リース物件に係る未経過リー

  ス料中間期末残高相当額 

１年内 11,568千円

１年超 17,014千円

合計 28,583千円
 

２ 転リース物件に係る未経過リー

  ス料期末残高相当額 

１年内 11,462千円

１年超 22,825千円

合計 34,287千円
 

３ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 24,000千円

１年超 166,000千円

合計 190,000千円
 

３ オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

１年内 24,000千円

１年超 142,000千円

合計 166,000千円
 

３ オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

１年内 24,000千円

１年超 154,000千円

合計 178,000千円
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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) 

(貸手側) 

１ 転リース物件に係る未経過リー 

  ス料中間期末残高相当額 

１年内 10,021千円

１年超 22,909千円

合計 32,931千円
 

(貸手側) 

１ 転リース物件に係る未経過リー

  ス料中間期末残高相当額 

１年内 11,568千円

１年超 17,014千円

合計 28,583千円
 

(貸手側) 

１ 転リース物件に係る未経過リー

  ス料期末残高相当額 

１年内 11,462千円

１年超 22,825千円

合計 34,287千円
 

 

(有価証券関係) 

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)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) 
 

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株当たり純資産額 699円21銭 721円69銭 726円41銭 

１株当たり中間(当期)純利益

金額 
3円98銭 8円38銭 19円87銭 

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益金額 

 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につ

いては、潜在株式がない

ため記載しておりませ

ん。 

(注)1. 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) 19,068 40,055 95,002

普通株式に係る 
中間(当期)純利益(千円) 

19,068 40,055 95,002

普通株式の期中平均株式数(株) 4,781,311 4,776,059 4,779,535

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) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) － 3,446,012 －

普通株式に係る 
中間期末の純資産額(千円) 

－ 3,446,012 －

1株当たり純資産額の算定に用
いられた中間期末の普通株式の
数(株) 

－ 4,774,886 －

 

(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) 

 該当事項はありません。 同左 同左 
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