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１．18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 25,600 △13.9 1,559 △59.0 1,204 △65.4

17年９月中間期 29,726 9.8 3,800 53.3 3,480 61.5

18年３月期 66,743 8,091 7,419

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 713 10.6 27 93

17年９月中間期 645 △42.5 25 24

18年３月期 1,294 45 40

（注）①期中平均株式数 18年９月期中間 25,565,560株 17年９月期中間 25,565,560株 18年３月期 25,565,560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

(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 123,898 32,984 26.6 1,290 21

17年９月中間期 89,345 32,748 36.7 1,280 95

18年３月期 109,402 33,438 30.6 1,302 75

（注）①期末発行済株式数 18年９月期中間 25,565,560株 17年９月期中間 25,565,560株 18年３月期 25,565,560株

②期末自己株式数 18年９月期中間 434,440株 17年９月期中間 434,440株 18年３月期 434,440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）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 76,300 7,700 4,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　176円02銭　　　

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

期末 年間

18年３月期 40.00 40.00

19年３月期（実績） －
30.00

19年３月期（予想） 30.00

 （注）18年３月期末配当金の内訳　普通配当30円00銭　記念配当10円00銭

 

※　上記の予想は本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提としています。実際の業績は、今

後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。
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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 ※２ 19,575   34,597    36,390   

２．受取手形 ※４ 337   2,205    35   

３．売掛金  280   98    675   

４．販売用不動産 ※２ 8,821   1,920    10,336   

５．仕掛販売用不
動産

※２ 36,027   62,986    39,438   

６．繰延税金資産  2,547   855    1,321   

７．その他  391   621    473   

流動資産合計   67,980 76.1  103,286 83.4 35,305  88,670 81.0

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1) 建物
※
1,2

5,667   5,597    5,725   

(2) 土地 ※２ 12,503   12,307    12,307   

(3) その他
※
1,2

199   220    200   

有形固定資産
合計

  18,370 20.6  18,125 14.6 △244  18,233 16.7

２．無形固定資産   33 0.0  30 0.0 △3  31 0.0

３．投資その他の
資産

           

(1) 投資有価証
券

 527   397    599   

(2) 関係会社株
式

 879   899    899   

(3) 繰延税金資
産

 758   107    97   

(4) その他  875   1,134    954   

貸倒引当金  △79   △83    △83   

投資その他の
資産合計

  2,961 3.3  2,456 2.0 △505  2,467 2.3

固定資産合計   21,364 23.9  20,612 16.6 △752  20,732 19.0

資産合計   89,345 100.0  123,898 100.0 34,552  109,402 100.0
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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．支払手形 ※４ 3,386   12,067    16,997   

２．工事未払金  144   193    305   

３．短期借入金 ※２ －   770    －   

４．１年以内返済
予定長期借入
金

※２ 14,835   24,258    10,667   

５．未払法人税等  49   22    851   

６．前受金 ※２ 3,853   2,211    2,618   

７．役員賞与引当
金

 －   66    －   

８．その他 ※３ 851   976    1,306   

流動負債合計   23,120 25.9  40,566 32.7 17,445  32,746 29.9

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※２ 32,702   49,553    42,432   

２．退職給付引当
金

 56   55    51   

３．役員退職慰労
引当金

 290   317    306   

４．その他  427   420    426   

固定負債合計   33,476 37.4  50,346 40.7 16,870  43,216 39.5

負債合計   56,597 63.3  90,913 73.4 34,315  75,963 69.4

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   3,537 4.0  － － △3,537  3,537 3.3

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  5,395   －    5,395   

資本剰余金合計   5,395 6.0  － － △5,395  5,395 4.9

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  579   －    579   

２．任意積立金  21,900   －    21,900   

３．中間（当期）
未処分利益

 1,668   －    2,316   

利益剰余金合計   24,147 27.0  － － △24,147  24,796 22.7

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  103 0.1  － － △103  145 0.1

Ⅴ　自己株式   △436 △0.4  － － 436  △436 △0.4

資本合計   32,748 36.7  － － △32,748  33,438 30.6

負債及び資本合
計

  89,345 100.0  － － △89,345  109,402 100.0
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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   － －  3,537 2.9 3,537  － －

２．資本剰余金            

 (1）資本準備金  －   5,395    －   

　資本剰余金合計   － －  5,395 4.4 5,395  － －

３．利益剰余金            

 (1）利益準備金  －   579    －   

 (2）その他利益　
 　　剰余金

           

 　　別途積立金  －   21,900    －   

 　　繰越利益剰
 　　余金

 －   1,874    －   

　利益剰余金合計   － －  24,354 19.6 24,354  － －

４．自己株式   － －  △436 △0.4 △436  － －

　株主資本合計   － －  32,851 26.5 32,851  － －

Ⅱ　評価・換算差額
　　等

           

１．その他有価証
　　券評価差額金

  － －  133 0.1 133  － －

　評価・換算差額
　等合計

  － －  133 0.1 133  － －

　純資産合計   － －  32,984 26.6 32,984  － －

　負債及び純資産
　合計

  － －  123,898 100.0 123,898  － －
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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   29,726 100.0  25,600 100.0 △4,125  66,743 100.0

Ⅱ　売上原価   23,395 78.7  21,896 85.5 △1,498  54,112 81.1

売上総利益   6,331 21.3  3,704 14.5 △2,626  12,630 18.9

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  2,530 8.5  2,144 8.4 △385  4,538 6.8

営業利益   3,800 12.8  1,559 6.1 △2,241  8,091 12.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  254 0.9  235 0.9 △18  441 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  574 2.0  590 2.3 16  1,113 1.7

経常利益   3,480 11.7  1,204 4.7 △2,276  7,419 11.1

Ⅵ　特別利益 ※３  6 0.0  5 0.0 △1  7 0.0

Ⅶ　特別損失
※
4,6

 1,459 4.9  26 0.1 △1,433  2,093 3.1

税引前中間
（当期）純利
益

  2,027 6.8  1,182 4.6 △844  5,334 8.0

法人税、住民
税及び事業税

 4   4    805   

法人税等調整
額

 1,377 1,382 4.6 464 468 1.8 △913 3,234 4,040 6.1

中間（当期）
純利益

  645 2.2  713 2.8 68  1,294 1.9

前期繰越利益   1,022   －    1,022  

中間（当期）
未処分利益

  1,668   －    2,316  
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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
資本剰余金
合計

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

（百万円）
3,537 5,395 5,395 579 21,900 2,316 24,796 △436 33,293

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）      △1,022 △1,022  △1,022

役員賞与（注）      △133 △133  △133

中間純利益      713 713  713

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

（百万円）
－ － － － － △442 △442 － △442

平成18年9月30日　残高

（百万円）
3,537 5,395 5,395 579 21,900 1,874 24,354 △436 32,851

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日　残高

（百万円）
145 145 33,438

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △1,022

役員賞与（注）   △133

中間純利益   713

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△11 △11 △11

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△11 △11 △453

平成18年9月30日　残高

（百万円）
133 133 32,984

（注）　平成18年６月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

(1) 有価証券

　　子会社及び関連会社株式

　　…同左

　　その他有価証券

(1) 有価証券

　　子会社及び関連会社株式 

　　…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) たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不

動産

…個別法による原価法

(2) たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不

動産

…同左

(2) たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不

動産

…同左

その他たな卸資産

…最終仕入原価法

その他たな卸資産

…同左

その他たな卸資産

…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（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　　　　　…15～50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、自社利用のソフトウェア

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

　受取手形・売掛金・貸付金等の

貸倒れの損失に備えるために、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

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 役員賞与引当金

─────

(2) 役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上しており

ます。

(会計方針の変更)

　当中間会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」(企業会計

基準第4号　平成17年11月29日)

を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ66百万円減少しております。 

(2) 役員賞与引当金

─────
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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

務及び年金資産の見込額に基づき、

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、数理計算上の差異はその

発生時の翌会計年度にて一括費用

処理することとしております。

(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

務及び年金資産の見込額に基づき、

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。なお、数理計算上の差異は

その発生時の翌事業年度にて一括

費用処理することとしております。

(4) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に充て

るため、内規に基づく中間期末要

支給額の全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支出に充て

るため、内規に基づく期末要支給

額の全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、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。

(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

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

…同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

…同左

ヘッジ対象

…借入金の利息

ヘッジ対象

…同左

ヘッジ対象

…同左

(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。

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件

を満たしているので中間決算日に

おける有効性の評価を省略してお

ります。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件

を満たしているので決算日におけ

る有効性の評価を省略しておりま

す。

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

　消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式を採用しております。た

だし、資産に係る控除対象外消費税

及び地方消費税は、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

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式を採用しております。

ただし、資産に係る控除対象外消費

税及び地方消費税は当事業年度の期

間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

 　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1,458百万円減少

しております。

　なお、減損損失累計額につきま

しては、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2,091百万円減少し

ております。

　なお、減損損失累計額につきま

しては、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32,984百万円であり

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。

─────

追加情報

　　該当事項はありません。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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 4,455百万円      4,744百万円      4,623百万円

※２．担保資産

(1) 担保に供している資産

 

 

 

 

 

 

現金及び預金

販売用不動産

仕掛販売用不動産

建物

土地

有形固定資産その他

計

－百万円

－百万円

33,267百万円

4,621百万円

10,253百万円

68百万円

48,210百万円

137百万円

－百万円

      60,500百万円

     4,230百万円

      10,051百万円

  63百万円

      74,984百万円

     328百万円

     1,823百万円

      37,040百万円

     4,329百万円

      10,051百万円

  66百万円

      53,640百万円

(2) 担保資産に対応する債務    

短期借入金

前受金

１年以内返済予定長期借入金

長期借入金

計

－百万円

－百万円

13,615百万円

32,702百万円

46,317百万円

      770百万円

      137百万円

      23,498百万円

      49,553百万円

      73,959百万円

      －百万円

      328百万円

      10,667百万円

      42,432百万円

      53,429百万円

※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。

　　　　　　同左 ─────

※４．中間期末日満期手形 ───── 　中間期末日満期手形の会計処

理は、手形交換日をもって決済

処理しております。なお当中間

会計期間の末日は金融機関の休

日であったため、次の中間期末

日満期手形が中間期末残高に含

まれております。

　　　受取手形　　 838百万円

　　　支払手形　 4,405百万円

─────

　５．偶発債務

(1) 他社の金融機関等からの借入金

に対して、次のとおり債務保証

を行っております。

 

 

 

 

 

 

明和ファイナンス㈱ 3,985百万円      3,541百万円      3,608百万円

(2) このほかに他社の金融機関から

の借入金に対して、次のとおり

保証の予約又は経営指導念書の

差入を行っております。

   

明和管理㈱ 356百万円    314百万円    329百万円

(3) 当社顧客の住宅ローンに関して

抵当権設定登記完了までの間、

金融機関及び住宅金融専門会社

等に対し、次のとおり連帯債務

保証を行っております。

1,411百万円      2,748百万円      6,493百万円
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（中間損益計算書関係）

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．営業外収益のうち主要なも

の

   

受取利息

受取配当金

違約金収入

雑収入

0百万円

126百万円

17百万円

110百万円

 8百万円

   126百万円

  10百万円

   89百万円

 1百万円

   126百万円

  44百万円

   193百万円

※２．営業外費用のうち主要なも

の

   

支払利息 449百万円    538百万円      902百万円

※３．特別利益のうち主要なもの    

前期損益修正益

固定資産売却益

 3百万円

 2百万円

  5百万円

  －百万円

 4百万円

 2百万円

※４．特別損失のうち主要なもの    

前期損益修正損 

固定資産除却損 

建物診断手数料

減損損失 

 1百万円

 0百万円

 －百万円

 1,458百万円

 －百万円

 3百万円

 23百万円

      －百万円

      1百万円

       0百万円

 －百万円

 2,091百万円

　５．減価償却実施額    

有形固定資産

無形固定資産

163百万円

1百万円

164百万円

   157百万円

 1百万円

   158百万円

   331百万円

  3百万円

   334百万円
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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）

※６．減損損失 　当社は、固定資産に計上して

いる賃貸物件及び、遊休資産に

ついて、その物件ごとに一つの

資産グループとして分類してお

ります。

　賃貸不動産に係る賃料水準の

大幅な下落及び、継続的な地価

の下落により、当社は当中間会

計期間において、収益性が著し

く低下した以下の賃貸不動産8件

及び、遊休資産1件の帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（1,458百万

円）として特別損失に計上いた

しました。

───── 　当社は、固定資産に計上して

いる賃貸物件及び、遊休資産に

ついて、その物件ごとに一つの

資産グループとして分類してお

ります。

　賃貸不動産に係る賃料水準の

大幅な下落及び、継続的な地価

の下落により、当社は当事業年

度において、収益性が著しく低

下した以下の賃貸不動産及び、

遊休資産の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（2,091百万円）として

特別損失に計上いたしました。

 　(地域) 　(地域)

 　神奈川県横浜市 　東京都練馬区

 　(主な用途)　　　(減損損失) 　(主な用途)　　　(減損損失)

 賃貸マンション 3棟　213百万円 賃貸用戸建住宅 1戸　421百万円

 遊休資産　　　 1件 　61百万円 　(地域)

 　(地域) 　神奈川県横浜市

   神奈川県その他　　　　 　(主な用途)　　　(減損損失)

 　(主な用途)　　　(減損損失) 賃貸マンション 3棟　213百万円

 賃貸マンション 3棟　114百万円 賃貸マンション 5戸　 14百万円

 駐車場　　　　 1件　126百万円 遊休資産　　　 1件　 61百万円

 　(地域) 　(地域)

 　北海道札幌市   神奈川県その他　　　　

 　(主な用途)　　　(減損損失) 　(主な用途)　　　(減損損失)

 賃貸マンション 1棟　943百万円 賃貸マンション  3棟 114百万円

 賃貸マンション 17戸 196百万円

  ※地域ごとの減損損失の内訳 駐車場　　　　  1件 126百万円

  ・神奈川県横浜市 　(地域)

 274(内,土地213,建物61) 百万円 　北海道札幌市

  ・神奈川県その他 　(主な用途)　　　(減損損失)

 241(内,土地187,建物53) 百万円 賃貸マンション  1棟 943百万円

  ・北海道札幌市  ※地域ごとの減損損失の内訳

 943(内,土地588,建物354)百万円  ・東京都練馬区

  421(内,土地326,建物95) 百万円

   ・神奈川県横浜市

  288(内,土地217,建物71) 百万円

   ・神奈川県その他

  437(内,土地253,建物184)百万円

   ・北海道札幌市

  943(内,土地588,建物354)百万円

 　なお、当資産グループの回収

可能価額は、それぞれの資産グ

ループの正味売却価額と使用価

値を比較し、いずれか高いもの

を各資産グループにおいて採用

しております。

　正味売却価額の算定方法は、

土地については公示価格に基づ

いた時価、建物については固定

資産税評価額等により評価して

おります。また、使用価値にお

いては、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。

　なお、当資産グループの回収

可能価額は、それぞれの資産グ

ループの正味売却価額と使用価

値を比較し、いずれか高いもの

を各資産グループにおいて採用

しております。

　正味売却価額は、不動産鑑定

士による鑑定評価額等により評

価しております。また、使用価

値においては、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。

－ 46 －



（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
（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）

普通株式 434 － － 434

合計 434 － － 434
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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）

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（借主側）

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（借主側）

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（借主側）

(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
(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)

有形固定資産
その他

6 4 2

合計 6 4 2

 

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)

有形固定資産
その他

6 5 0

合計 6 5 0

 

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)

有形固定資産
その他

6 5 1

合計 6 5 1

　（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。

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 1百万円

１年超 0百万円

合計 2百万円

１年内  0百万円

１年超  －百万円

合計  0百万円

１年内  1百万円

１年超  0百万円

合計  1百万円

　（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。

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、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費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、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0百万円

支払リース料  0百万円

減価償却費相当額  0百万円

支払リース料  1百万円

減価償却費相当額  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

 （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 

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における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。

－ 48 －



（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 1,280円95銭

１株当たり中間純利益

金額
25円24銭

１株当たり純資産額 1,290円21銭

１株当たり中間純利益

金額
  27円93銭

１株当たり純資産額 1,302円75銭

１株当たり当期純利益

金額
   45円40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

存在しない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。

（注）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）

中間純利益
（百万円）

645

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
純利益（百万円）

645

期中平均株式数
（千株）

25,565

中間純利益
（百万円）

713

普通株主に帰属しな
い金額（百万円）

－

普通株式に係る中間
純利益（百万円）

713

期中平均株式数
（千株）

25,565

当期純利益
（百万円）

1,294

普通株主に帰属しな
い金額（百万円）

133

（うち利益処分によ
る役員賞与金）

(133)

普通株式に係る当期
純利益（百万円）

1,160

期中平均株式数
（千株）

25,565

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。
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