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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 23,592 60.3 850 128.9 876 91.3

17年9月中間期 14,713 2.1 371 3.8 458 2.8

18年3月期 39,965 2,338 2,427

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 346 26.0 11 94

17年9月中間期 275 △15.2 10 62

18年3月期 1,229 43.03  

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 29,036,872株 17年9月中間期 25,913,059株 18年3月期 27,506,898株
　　  ②会計処理の方法の変更　有

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 28,837 16,438 57.0 569 63

17年9月中間期 23,263 14,960 64.3 577 31

18年3月期 30,069 17,204 57.2 589 21

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 28,857,746株 17年9月中間期 25,914,699株 18年3月期 29,121,416株
②期末自己株式数 18年9月中間期    539,439株 17年9月中間期  1,933,041株 18年3月期 275,769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 50,000 2,800 1,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　51円66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 － － － 18.00 － 18.00

19年3月期（実績） － － － － － －

19年3月期（予想） － － － 20.00 － 20.00

 

 ※　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定な要因に係る本資 

     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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  4,426,831   6,665,686    8,070,046   

２．受取手形 ※4 23,451   20,774    17,868   

３．売掛金  5,654,831   9,089,922    9,839,691   

４．たな卸資産  1,489,704   2,802,529    1,992,379   

５．繰延税金資産  942,174   909,613    1,120,484   

６．その他  892,684   1,845,142    836,677   

流動資産合計   13,429,678 57.7  21,333,668 74.0 7,903,989  21,877,148 72.8

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※1           

(1）建物  11,158   21,833    17,283   

(2）その他  65,957   85,884    81,903   

有形固定資産合
計

 77,116   107,717   30,601 99,186   

２．無形固定資産  431,443   386,678   △44,764 405,609   

３．投資その他の資
産

           

(1）投資有価証券  6,674,414   5,047,731    5,463,970   

(2）敷金及び保証
金

 1,060,686   1,092,253    1,083,702   

(3）繰延税金資産  807,599   365,596    378,875   

(4）その他  782,781   577,555    806,380   

(5）貸倒引当金  －   △73,800    △45,610   

投資その他の資
産合計

 9,325,482   7,009,336   △2,316,145 7,687,319   

固定資産合計   9,834,042 42.3  7,503,732 26.0 △2,330,309  8,192,115 27.2

資産合計   23,263,720 100.0  28,837,401 100.0 5,573,680  30,069,263 100.0
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  1,587,254   2,518,719    2,663,354   

２．短期借入金  972,102   831,336    1,029,300   

３．1年内返済予定
長期借入金

 1,400,920   1,274,254    1,914,136   

４．未払金  －   1,681,468    －   

５．未払法人税等  46,474   63,228    68,399   

６．賞与引当金  735,442   1,347,469    1,237,528   

７．受注損失引当金  －   227,700    180,600   

８．その他 ※3 1,369,988   1,349,575    2,001,947   

流動負債合計   6,112,181 26.3  9,293,751 32.2 3,181,569  9,095,265 30.2

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金  233,160   1,289,496    1,847,428   

２．退職給付引当金  1,188,419   1,085,186    1,120,513   

３．役員退職慰労引
当金

 291,920   261,510    288,560   

４．その他  477,329   469,267    512,864   

固定負債合計   2,190,828 9.4  3,105,459 10.8 914,630  3,769,366 12.5

負債合計   8,303,010 35.7  12,399,210 43.0 4,096,200  12,864,632 42.8
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   6,878,413 29.5  － － △6,878,413  6,878,413 22.8

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  4,533,727   －    4,533,727   

資本剰余金合計   4,533,727 19.5  － － △4,533,727  4,533,727 15.1

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  172,255   －    172,255   

２．任意積立金  529,100   －    529,100   

３．中間（当期）未
処分利益

 3,927,785   －    4,451,460   

利益剰余金合計   4,629,140 19.9  － － △4,629,140  5,152,815 17.1

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

  488,648 2.1  － － △488,648  863,398 2.9

Ⅴ　自己株式   △1,569,220 △6.7  － － 1,569,220  △223,723 △0.7

資本合計   14,960,710 64.3  － － △14,960,710  17,204,631 57.2

負債資本合計   23,263,720 100.0  － － △23,263,720  30,069,263 100.0

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 6,878,413 23.9 6,878,413 － －

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  － 4,533,727  －

資本剰余金合
計

 － － 4,533,727 15.7 4,533,727 － －

３　利益剰余金   

(1）利益準備金  － 172,255  －

(2）その他利益
剰余金

     

別途積立金  － 529,100  －

繰越利益剰
余金

 － 4,218,178  －

利益剰余金合
計

 － － 4,919,533 17.1 4,919,533 － －

４　自己株式  － － △532,024 △1.8 △532,024 － －

株主資本合計  － － 15,799,650 54.8 15,799,650 － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

        

１　その他有価証
券評価差額金

 － － 638,540 2.2 638,540 － －

評価・換算差額
等合計

 － － 638,540 2.2 638,540 － －

純資産合計  － － 16,438,190 57.0 16,438,190 － －

負債純資産合計  － － 28,837,401 100.0 28,837,401 － －
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減 
千円 

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   14,713,131 100.0  23,592,011 100.0 8,878,880  39,965,283 100.0

Ⅱ　売上原価   12,241,499 83.2  19,655,208 83.3 7,413,708  32,620,993 81.6

売上総利益   2,471,631 16.8  3,936,803 16.7 1,465,171  7,344,290 18.4

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  2,100,173 14.3  3,086,394 13.1 986,221  5,005,845 12.5

営業利益   371,457 2.5  850,408 3.6 478,950  2,338,445 5.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  125,969 0.9  82,816 0.4 △43,152  154,957 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  39,379 0.3  56,876 0.3 17,496  66,166 0.2

経常利益   458,048 3.1  876,349 3.7 418,300  2,427,237 6.1

Ⅵ　特別利益 ※３  11,040 0.1  4,000 0.0 △7,040  84,497 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４  12,328 0.1  132,293 0.6 119,965  241,417 0.6

税引前中間(当期)
純利益

  456,759 3.1  748,055 3.2 291,295  2,270,317 5.7

法人税、住民税及
び事業税

 20,663   22,942    19,826   

法人税等調整額  160,974 181,637 1.2 378,478 401,421 1.7 219,783 1,020,815 1,040,641 2.6

中間(当期)純利益   275,121 1.9  346,633 1.5 71,511  1,229,676 3.1

前期繰越利益   3,653,161   －    3,653,161  

自己株式処分差損   497   －    294,740  

子会社株式消却損    －   －    136,636  

中間(当期)未処分
利益

  3,927,785   －    4,451,460  
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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

（千円）
6,878,413 4,533,727 4,533,727 172,255 529,100 4,451,460 5,152,815 △223,723 16,341,233

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）      △524,185 △524,185  △524,185

役員賞与（注）      △46,000 △46,000  △46,000

中間純利益      346,633 346,633  346,633

自己株式の取得        △342,165 △342,165

自己株式の処分      △9,730 △9,730 33,864 24,134

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）
     △233,282 △233,282 △308,300 △541,582

平成18年9月30日　残高

（千円）
6,878,413 4,533,727 4,533,727 172,255 529,100 4,218,178 4,919,533 △532,024 15,799,650

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

（千円）
863,398 863,398 17,204,631

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △524,185

役員賞与（注）   △46,000

中間純利益   346,633

自己株式の取得   △342,165

自己株式の処分   24,134

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）

 

△224,857 △224,857 △224,857

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△224,857 △224,857 △766,440

平成18年9月30日　残高

（千円）
638,540 638,540 16,438,190

 （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

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

中間期末日の市場価格等に

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）

 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

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　中間期末日の市場価格等

    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） 

 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

同左

その他有価証券

時価のあるもの

期末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

商品

個別法による原価法

(2）たな卸資産

商品

同左

(2）たな卸資産

商品

同左

仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

同左

仕掛品

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

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

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

工具器具及び備品　２～20年

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　　　

 

     　　　同左

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

 

 

　　　　　 同左　　　

(2）無形固定資産

①ソフトウェア

・市場販売目的のソフトウェア

　見込販売数量に基づく償却額と、

残存見込販売有効期間（３年）に

基づく均等償却額とのいずれか大

きい額を計上しております。

(2）無形固定資産

①ソフトウェア

・市場販売目的のソフトウェア

同左

(2）無形固定資産

①ソフトウェア

・市場販売目的のソフトウェア

同左

・自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっており

ます。

・自社利用のソフトウェア

同左

・自社利用のソフトウェア

同左

②ソフトウェア以外の無形固定資

産

　定額法を採用しております。

②ソフトウェア以外の無形固定資

産

同左

②ソフトウェア以外の無形固定資

産

同左
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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）

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失

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。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額を基礎に当中間会計期

間に属する賞与計算対象期間が負

担する金額を算出して計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額を基礎に当期に属する

賞与計算対象期間が負担する金額

を算出して計上しております。

(3）　　――――――

 

(3）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、当中間会計期間末時点

での将来の損失が見込まれ、かつ、

当該損失額を合理的に見積もるこ

とが可能なものについては、中間

決算日以降に発生が見込まれる損

失を引当計上しております。 

(3）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、当事業年度末時点での

将来の損失が見込まれ、かつ、当

該損失額を合理的に見積もること

が可能なものについては、翌事業

年度以降に発生が見込まれる損失

を引当計上しております。 

(4）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。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤続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

度から費用処理することとしてお

ります。

　過去勤務債務は、その発生時の

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

により費用処理しております。

(4）退職給付引当金

             

 

 

 

 

 

 

         　同左

(4）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

計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤続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

度から費用処理することとしてお

ります。

　過去勤務債務は、その発生時の

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

により費用処理しております。

 

 

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

　なお、当社は平成16年４月に役

員退職慰労金制度を改定しており、

平成16年６月29日以降対応分につ

いては引当計上を行っておりませ

ん。

(5）役員退職慰労引当金

　　　　 

 

 

 

         同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

　なお、当社は平成16年４月に役

員退職慰労金制度を改定しており、

平成16年６月29日以降対応分につ

いては引当計上を行っておりませ

ん。

－ 47 －



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．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。

４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨

への換算基準

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、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。

５．リース取引の処理方法

同左

５．リース取引の処理方法

同左

６．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引及び金利

キャップ取引について、特例処理

の要件を満たしている場合は、特

例処理を採用しております。

６．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

６．ヘッジ会計の方法

(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 … 金利スワップ及

び金利キャップ

ヘッジ対象 … 借入金利息

(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

　当社は借入金に係る金利の変動

リスクを回避する目的で、当社の

定めるリスク管理方針に基づき、

金利スワップ取引及び金利キャッ

プ取引を利用しております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

７．その他中間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。

７．その他中間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

同左

７．その他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

同左
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会計処理方法の変更

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）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１.（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。

なお、これにより損益に与える影響は

軽微であります。

１.　　　　────── １.（固定資産の減損に係る会計基準）

　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。

なお、これにより損益に与える影響は

軽微であります。

 2.　　　　　──────  2.（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16,438,190千円でありま

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。 

 2.　　　　　──────

 3.　　　　　──────  3.（役員賞与に関する会計基準）

　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。

　なお、役員賞与の金額は事業年度の

業績等に基づき算定されることから当

中間会計期間においては、合理的に見

積もることが困難なため、費用処理し

ておりません。 　

 3.　　　　　──────
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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18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）

　「未払金」は、前中間期まで流動負債の「その他」に含

めて表示していたが、当中間期末において負債、純資産の

合計額の100分の５を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間期末の「未払金」の金額は490,403千円で

あります。
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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

   178,876 千円 219,308千円 237,095千円

  ２．偶発債務 (1)保証債務

下記のとおり、関係会社の銀行借入

金等の債務について保証を行ってお

ります。

（1）保証債務

下記のとおり、関係会社の銀行借入

金等の債務について保証を行ってお

ります。

（1）保証債務

下記のとおり、関係会社の銀行借入

金等の債務について保証を行ってお

ります。

 保証先 金額  内容

ソラン九州㈱ 21千円 
商品仕入債

務残高

ソラン・エス

テート㈱
 1,120,000千円 借入金残高

計 1,120,021千円  

 

保証先 金額  内容

ソラン九州㈱  12千円 
商品仕入債

務残高

ソラン・エス

テート㈱
1,040,000千円 借入金残高

計 1,040,012千円  

 (2)その他

当社は子会社であった株式会社カワ

カミの譲渡先（平成16年３月31日付

け譲渡）である東京ケータリング株

式会社より、平成18年２月28日に当

社を含む２社及び１個人に対して損

害補償請求（請求総額3億2千万円)

の訴訟が提起されており、現在、東

京地方裁判所に係属中でありま

す。

なお、訴訟の結果については、現時

点で予測することはできません。 

保証先 金額  内容

ソラン九州㈱      304千円 
商品仕入債

務残高

ソラン・エス

テート㈱
1,080,000千円 借入金残高

計 1,080,304千円  

 (2)その他

          　 同左 

※３．消費税等の取扱い 仮払消費税等と仮受消費税等は、相

殺して未払消費税等195,116千円と

して流動負債のその他に含めて表示

しております。

仮払消費税等と仮受消費税等は、相

殺して未払消費税等347,894千円と

して流動負債のその他に含めて表示

しております。

仮払消費税等と仮受消費税等は、

相殺して未払消費税等423,366千円

として流動負債のその他に含めて

表示しております。 

    

※４．中間会計期間期末日満

期手形

　　　　　―――――― 中間会計期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　　　2,540千円　

　

　　　　　―――――― 
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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．営業外収益の主要なも

の

受取利息 7,064千円

受取配当金 112,519千円

受取利息 4,945千円

受取配当金 44,860千円

受取利息 14,743千円

受取配当金 124,760千円

※２．営業外費用の主要なも

の

支払利息 23,854千円 支払利息 28,833千円

投資事業組合投資損

失

21,027千円

支払利息 48,172千円

※３．特別利益の主要なもの 投資有価証券売却益 11,040千円 貸倒引当金戻入益 4,000千円 投資有価証券売却益   57,574千円

関係会社清算益   26,923千円

※４．特別損失の主要なもの  合併に関する費用  6,319千円

 投資有価証券評価損  2,817千円

出資金譲渡損 80,159千円

会員権貸倒引当金繰

入

 28,200千円

出資金評価損 20,931千円

関係会社株式評価損 169,000千円

商品評価損 39,960千円

固定資産除売却損 8,798千円

事務所移転費用  7,781千円

投資有価証券評価損  2,817千円

※５．減価償却実施額 有形固定資産    2,103千円

無形固定資産  68,564千円

合計 70,667千円

有形固定資産 4,130千円

無形固定資産 70,450千円

合計 74,581千円

有形固定資産  6,566千円

無形固定資産 141,649千円

合計 148,216千円
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（リース取引関係）

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．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)

建物 312,489 114,626 197,863

有形固
定資産
のその
他

1,142,856 532,263 610,593

無形固
定資産

473,875 216,871 257,004

合計 1,929,221 863,760 1,065,461

(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)

建物 329,324 155,290 174,033

有形固
定資産
のその
他

1,376,824 844,647 532,176

無形固
定資産

571,217 310,215 261,001

合計 2,277,366 1,310,153 967,212

(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)

建物 329,324 138,038 191,285

有形固
定資産
のその
他

1,326,831 710,580 616,250

無形固
定資産

557,138 247,212 309,925

合計 2,213,293 1,095,831 1,117,461

 (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     392,282千円

１年超 692,460千円

合計 1,084,742千円

１年内  438,058千円

１年超 551,138千円

合計 989,196千円

１年内 441,267千円

１年超 698,603千円

合計 1,139,871千円

 (3)支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

(3)支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

(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   221,007千円

減価償却費相

当額
211,201千円

支払利息相当

額
   10,595千円

支払リース料   245,493千円

減価償却費相

当額
234,788千円

支払利息相当

額
   10,079千円

支払リース料 464,586千円

減価償却費相

当額
443,820千円

支払利息相当

額
22,367千円

 (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．オペレーティング・

　　リース取引

未経過リース料

１年内     345,596千円

１年超  1,814,381千円

合計 2,159,977千円

未経過リース料

１年内   494,079千円

１年超  2,099,839千円

合計 2,593,919千円

未経過リース料

１年内 494,079千円

１年超 2,346,879千円

合計 2,840,959千円
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（有価証券関係）

前中間会計期間（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

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 1,683,735 3,594,075 1,910,340

合計 1,683,735 3,594,075 1,910,340

 なお、子会社株式は、日本タイムシェア株式会社の株式であり、同社は平成17年10月１日に当社に吸収合併しており

ます。

 

当中間会計期間（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

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 － － －

合計 － － －

  

前事業年度（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

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 － － －

合計 － － －
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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  577円31銭

１株当たり中間純利益

金額

10円62銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額

10円60銭

１株当たり純資産額 569円63銭

１株当たり中間純利益

金額

 11円94銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額

11円86銭

１株当たり純資産額 589円21銭

１株当たり当期純利益

金額

43円03銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額

 42円89銭

（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（当期）純利益金額（千円） 275,121 346,633 1,229,676

普通株主に帰属しない金額（千円） － －  46,000 

（うち利益処分による役員賞与金

（千円））
(－) (－) (46,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円）
275,121 346,633 1,183,676

期中平均株式数（千株） 25,913 29,036 27,506

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

 普通株式増加数（千株） 39 197 91

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1種類（新株

予約権の数1千個）。

 

 ──────

 

新株予約権1種類（新株

予約権の数 千個）。

 

 （その他）

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）

            ────── 　　当社は子会社であった株式会社カワ

カミの譲渡先（平成16年３月31日付け

譲渡）である東京ケータリング株式会

社より、平成18年２月28日に当社を含

む２社及び１個人に対して損害補償請

求（請求総額3億2千万円)の訴訟が提

起されており、現在、東京地方裁判所

に係属中であります。

　　　　　　　同左
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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）

 当社と日本タイムシェア株式会社は、

平成17年6月29日開催の定時株主総会に

おける合併契約書の承認決議を得て、

平成17年10月1日をもって合併いたしま

した。

　当社は、日本タイムシェア株式会社

から資産、負債及びその他一切の権利

義務並びに従業員を引継いでおりま

す。

　合併の概要は次のとおりでありま

す。

①合併期日　　平成17年10月1日　

②合併方式　　当社を存続会社とす　

　　　　　　　る吸収合併方式

③合併の比率　日本タイムシェア株

　　　　　　　式会社の株式1株に対

　　　　　　　して当社の株式350株

　　　　　　　を割当交付しました。

④合併に際し　1,549,445株

　て発行する　上記合併に際して発　

　当社の新株　行する新株式のほか

　式　　　　　に、当社が保有する

　　　　　　　自己株式1,633,000株

　　　　　　　も併せて割当交付しま

　　　　　　　した。

　　　　　　　なお、当社が保有する

　　　　　　　日本タイムシェア株式

　　　　　　　会社の株式

　　　　      13,562.55株には割当

              てしませんでした。合

　　　　　　　併に際して発行される

　　　　　　　新株式に対する利益配

　　　　　　　当については、平成17

　　　　　　　年4月1日を起算日と　

　　　　　　　します。　

⑤合併交付金　合併交付金の支払いは

　　　　　　　行いませんでした。

           ──────   当社は、平成17年4月27日開催の取締

役会におきまして、平成17年10月1日を

合併期日として、当社の連結子会社で

ある日本タイムシェア株式会社が合併

する旨の合併契約書締結について、決

議し、同日、合併契約書に調印いたし

ました。当該合併契約については、平

成17年6月29日開催の定時株主総会にお

いて承認を受けております。

　合併契約の概要は次のとおりであり

ます。 

①合併期日　　平成17年10月1日　

②合併方式　　当社を存続会社とす　

　　　　　　　る吸収合併方式

③合併の比率　日本タイムシェア株

　　　　　　　式会社の株式1株に対

　　　　　　　して当社の株式350株

　　　　　　　を割当交付します。

④合併に際し　1,549,445株

　て発行する　上記合併に際して発　

　当社の新株　行する新株式のほか

　式　　　　　に、当社が保有する

　　　　　　　自己株式1,633,000株

　　　　　　　も併せて割当交付しま

　　　　　　　す。

　　　　　　　なお、当社が保有する

　　　　　　　日本タイムシェア株式

　　　　　　　会社の株式

　　　　      13,562.55株には割当

              てません。合併に際　

　　　　　　　して発行される新株　

　　　　　　　式に対する利益配当

　　　　　　　については、平成17

　　　　　　　年4月1日を起算日と　

　　　　　　　します。　

⑤合併交付金　合併交付金は支払わ

　　　　　　　ないものとします。
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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）

⑥被合併会社の　資産

 合併時の資産    流動資産

 負債の状況　　 　 6,237,882千円

　　　　　　　   固定資産　　　　

　  　 　　       有形固定資産　　

 　　　　　　　       20,261千円

                  無形固定資産　　

　

　　　　　　　  　    25,092千円

　　　 　  　     投資その他の資産

　　　　　　　　     612,955千円

                   資産合計

                   6,896,192千円

　　　　　　    負債

　　　　　　　    流動負債

　　　　　　　　   3,870,985千円

　　　　　　　    固定負債

　　　　　　　　     441,772千円

　　　　　　　     負債合計　　

　　　　　　　　   4,312,757千円

                差引正味財産　

　　　　　　　　   2,583,434千円

  ──────  ⑥財産及び 　 日本タイムシェア株　

　権利義務の　式会社は平成17年3月

　引継ぎ　　　末日現在の貸借対照　

　　　　　　　表その他同日現在の

　　　　　　　計算を基礎とし、そ　

　　　　　　　の後合併期日にいた

　　　　　　　るまでの変動を加除　

　　　　　　　し、合併期日において

　　　　　　　その資産、負債及び

          　　権利義務の一切を当社

　　　　　　　に引継ぐものとしま

　　　　　　　す。

               なお、日本タイムシ

　　　　　　　ェア株式会社の平成

　　　　　　　17年3月31日現在の財

　　　　　　　政状態及び最近事業

              年度（平成16年4月1日

              から平成17年3月31日

              まで）の営業の状況は

              次のとおりでありま

              す。

　　　　　　　　資産合計　　

　　　　　　　　　7,064,555千円

                負債合計　　　　

　　　　　　　　　4,233,271千円

                資本合計　　　　

　　　　　　　　　2,831,283千円　　

　　　　　

　　　　　　　　売上高　　 　　　

　　　　　　 　　14,248,855千円

                経常利益　　  　　

　　　　　　　　　　617,551千円

　　　　　　　　当期純利益　　　

　　　　　　　　　　333,532千円 
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