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平成１９年３月期  個別中間財務諸表の概要           平成 18 年 11 月 13 日 

会 社 名 株式会社菱和ライフクリエイト       

コ ード番 号  ８８９６                  上場取引所  東証第二部 

（URL http://www.ryowagrp.co.jp）            本社所在都道府県 東京都 

代 表 者 役職名 代 表取締役 社長 氏名 野崎 善久       

問合せ先責任者 役職名 執行役員 経理部長 氏名 加藤 次夫  ＴＥＬ（03）3780－3111 

決 算取締役 会開催 日 平成 18 年 11 月 13 日      配当支払開始日 未定 

単元株制度採用の有無 有（1単元 100 株） 

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                              （百万円未満切捨て） 

 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 43,136（ 175.3） 10,912（ 480.9） 10,377（ 928.1）

17 年９月中間期 15,669（△29.2） 1,878（△44.3） 1,009（△62.9）

18 年３月期 45,795 7,585 5,894 
 

 
中 間 (当 期) 純 利 益 

1 株当たり中間 

(当期)純利益 

潜 在 株 式 調 整 後 

1株当たり中間(当期)純利益 

        百万円   ％ 円  銭 円  銭 

18 年９月中間期 6,077（ 954.0） 133.13 132.46 

17 年９月中間期 576（△63.2） 16.38 13.00 

18 年３月期 3,454 88.12 75.91 
(注) ①期中平均株式数 18 年 9 月中間期 45,646,465 株 17 年９月中間期 35,205,543 株 18 年 3 月期 39,199,762 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                              （百万円未満切捨て） 

 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 85,308 31,872 37.4 696.83

17 年９月中間期 88,188 15,236 17.3 426.28

18 年３月期 104,261 26,570 25.5 582.36
（注） ①期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 45,739,089 株 17 年 9月中間期 35,743,400 株 18 年 3月期 45,625,700 株  

   ②期末自己株式数  18 年 9 月中間期 6,955 株 17 年 9 月中間期 5,767 株 18 年 3月期 6,944 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 58,149 11,937 7,080

(参考)  1 株当たり予想当期純利益（通期）155 円 18 銭 

 

3.配当状況 

・現金配当 1 株当たり配当金 

 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） ― ― ― 18.00 ― 
18.00 

 

 

 

 [業績予想に関する留意事項] 

平成 19 年 3月期の予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、

実際の業績は様々な要因によって、予想数値と異なる可能性があります。 

なお、上記予想に関する事項は添付資料の 7 ページを参照してください。  
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中間財務諸表等 

 (1)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 ※2 9,429,265 9,608,840  10,244,302

 2. 売掛金  237,206 345,632  145,290

 3. 販売用不動産 ※2,5 5,226,280 9,441,178  26,278,378

 4. 仕掛販売用不動産 ※2 69,194,799 59,787,865  61,306,541

 5. 前払費用  883,325 438,706  588,326

 6. 繰延税金資産  68,828 373,650  221,644

 7. その他 ※7 552,315 263,417  700,656

   貸倒引当金  △17,639 △21,083  △15,220

   流動資産合計  85,574,381 97.0 80,238,208 94.1 99,469,919 95.4

Ⅱ 固定資産   

 1. 有形固定資産 ※1,5 186,812 0.2 257,699 0.3 247,826 0.2

 2. 無形固定資産  83,954 0.1 135,089 0.2 68,883 0.1

 3. 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  570,022 599,005  618,160

  (2) 関係会社株式  554,600 554,600  554,600

  (3) 差入保証金 ※2 315,806 314,175  315,766

  (4) 繰延税金資産  23,600 27,193  17,099

  (5) その他  819,651 3,190,431  2,952,085

    貸倒引当金  △33,656 △33,656  △33,656

   投資その他の資産合計  2,250,024 2.6 4,651,749 5.4 4,424,056 4.2

   固定資産合計  2,520,790 2.9 5,044,539 5.9 4,740,765 4.5

Ⅲ 繰延資産   

   繰延資産合計  92,951 0.1 25,517 0.0 51,035 0.1

   資産合計  88,188,123 100.0 85,308,265 100.0 104,261,720 100.0
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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   

前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) (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 ※6 2,026,420 5,519,032  11,945,898

 2. 買掛金  632,842 10,615  697,070

 3. 短期借入金 ※2 10,348,000 2,974,000  12,525,768

 4. 一年以内返済予定 
   長期借入金 

※2 23,085,800 23,337,200  18,535,200

 5. 前受金 ※2 995,000 106,900  1,809,609

 6. 賞与引当金  73,730 77,660  93,270

 7. その他 ※7 1,604,889 6,161,515  3,259,434

   流動負債合計  38,766,681 43.9 38,186,923 44.7 48,866,250 46.9

Ⅱ 固定負債   

 1. 社債  7,238,000 4,462,000  4,462,000

 2. 長期借入金 ※2 26,766,000 10,549,600  24,168,200

 3. 退職給付引当金  60,049 73,428  69,049

 4. 役員退職慰労引当金  120,266 127,898  125,038

 5. その他  391 35,680  391

   固定負債合計  34,184,706 38.8 15,248,607 17.9 28,824,679 27.6

   負債合計  72,951,388 82.7 53,435,531 62.6 77,690,929 74.5

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  3,430,100 3.9 ―  7,650,088 7.4

Ⅱ 資本剰余金   

   資本準備金  3,202,900 ―  7,415,888

   資本剰余金合計  3,202,900 3.6 ―  7,415,888 7.1

Ⅲ 利益剰余金   

 1. 利益準備金  26,372 ―  26,372

 2. 任意積立金  20,000 ―  20,000

 3. 中間(当期)未処分利益  8,468,637 ―  11,346,197

   利益剰余金合計  8,515,010 9.7 ―  11,392,569 10.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金  92,988 0.1 ―  117,791 0.1

Ⅴ 自己株式  △4,263 △0.0  △5,546 △0.0

   資本合計  15,236,735 17.3 ―  26,570,790 25.5

   負債・資本合計  88,188,123 100.0 ―  104,261,720 100.0
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前事業年度の 

 

  
前中間会計期間末 当中間会計期間末 

要約貸借対照表 
(平成17年９月30日) (平成18年９月30日) (平成18年３月31日) 

注記
番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
区分 

(千円) (％) (千円) (％) (千円) (％)

Ⅰ株主資本       

1 資本金  ―  7,677,871 9.0 ―  

2 資本剰余金      

（1）資本準備金  ―  7,443,671 ―  

資本剰余金合計  ―  7,443,671 8.8 ―  

3 利益剰余金    

（1）利益準備金  ―  26,372 ―  

（2）その他利益剰余金    

別途積立金  ―  20,000 ―  

繰越利益剰余金  ―  16,602,099 ―  

利益剰余金合計  ―  16,648,471 19.5 ―  

4 自己株式  ―  △5,553 △0.0 ―  

株主資本合計  ―  31,764,459 37.3 ―  

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金  ―  108,273 ―  

評価・換算差額等合計  ―  108,273 0.1 ―  

純資産合計  ―  31,872,733 37.4 ―  

負債純資産合計  ―  85,308,265 100.0 ―  
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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  15,669,276 100.0 43,136,628 100.0 45,795,554 100.0

Ⅱ 売上原価  11,772,676 75.1 30,361,490 70.4 33,549,642 73.3

   売上総利益  3,896,599 24.9 12,775,137 29.6 12,245,911 26.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,018,091 12.9 1,862,841 4.3 4,660,337 10.1

   営業利益  1,878,508 12.0 10,912,296 25.3 7,585,574 16.6

Ⅳ 営業外収益 ※１ 70,367 0.4 107,769 0.3 228,304 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２ 939,488 6.0 642,284 1.5 1,919,443 4.2

   経常利益  1,009,387 6.4 10,377,781 24.1 5,894,435 12.9

Ⅵ 特別利益  5,261 0.1 ― ― 7,614 0.0

Ⅶ 特別損失 ※３ 34,852 0.2 121,862 0.3 40,686 0.1

   税引前中間(当期)純利益  979,796 6.3 10,255,919 23.8 5,861,363 12.8

   法人税、住民税及び 
   事業税 

 319,011 2.1 4,334,325 10.1 2,486,332 5.4

   法人税等調整額  84,223 0.5 △155,571 △0.4 △79,089 △0.1

   中間(当期)純利益  576,561 3.7 6,077,164 14.1 3,454,120 7.5

   前期繰越利益  7,892,076  7,892,076

   中間(当期)未処分利益 8,468,637  11,346,197
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  ➂ 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） 

（単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 項目 
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  7,650,088 7,415,888 7,415,888 

中間会計期間中の変動額  

新株の発行 27,783 27,783 27,783 

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 
27,783 27,783 27,783 

平成18年９月30日残高  7,677,871 7,443,671 7,443,671 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 項目 
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  26,372 20,000 11,346,197 11,392,569 △5,546 26,452,998

中間会計期間中の変動額   

新株の発行 ― ― ― ― ― 55,566

剰余金の配当 （注） ― ― △821,262 △821,262 ― △821,262

中間純利益 ― ― 6,077,164 6,077,164 ― 6,077,164

自己株式の取得 ― ― ― ― △6 △6

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 
― ― 5,255,901 5,255,901 △6 5,311,460

平成18年９月30日残高  26,372 20,000 16,602,099 16,648,471 △5,553 31,764,459
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（単位:千円） 

評価・換算差額等 
項目 

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  117,791 117,791 26,570,790

中間会計期間中の変動額 

新株の発行 ― ― 55,566

剰余金の配当 （注） ― ― △821,262

中間純利益 ― ― 6,077,164

自己株式の取得 ― ― △6

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

△9,517 △9,517 △9,517

中間会計期間中の変動額

合計 
△9,517 △9,517 5,301,943

平成18年９月30日残高  108,273 108,273 31,872,733

（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

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格に

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

(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 

     同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格に基づ

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 

 販売用不動産および仕掛販売

用不動産 

  個別法による原価法 

(2) たな卸資産 

 販売用不動産および仕掛販売

用不動産 

同左 

(2) たな卸資産 

 販売用不動産および仕掛販売

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 

ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物（建物附属

設備は除く）は定額法 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物       7～47年 

構築物       20年 

(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

設備は除く）は定額法 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物       6～47年 

構築物       20年 

(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

設備は除く）は定額法 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物       7～47年 

構築物       20年 

 (2) 無形固定資産 

 ソフトウェア(自社利用)につ

いて、社内における見込利用可

能期間(５年)に基づく定額法 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

3. 繰延資産の処理方法 

 

(1) 新株発行費 

支出時に全額費用処理してお

ります 

(2) 社債発行費 

 商法施行規則の規定する 長

期間(３年)にわたり均等償却し

ており、当中間会計期間は年間

償却額の２分の１を計上してお

ります。 

(1) 新株発行費 

同左 

 

(2) 社債発行費 

当中間会計期間は、年間償却

額の２分の１を計上しておりま

す。 

(1) 新株発行費 

同左 

 

(2) 社債発行費 

 商法施行規則の規定する 長

期間(３年)にわたり均等償却し

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) 

4.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 

 従業員の賞与支給に充てるた

め、支給見込額を計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、中間期末自己都合要支給額を

退職給付債務として計上しており

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、期末自己都合要支給額を退

職給付債務として計上しており

ます。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金支給に関

する内規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支給に備

えるため、役員退職慰労金支給

に関する内規に基づく期末要支

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 

 特例処理の要件を満たしている

金利スワップ及び金利キャップに

ついては特例処理によっておりま

す。 

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 

③  ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関する権限

規程及び取引限度額等を定めた内

部規程に基づき、ヘッジ対象に係

る金利変動リスクを一定の範囲内

でヘッジしております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップ及び金利キャップ

は特例処理によっているため、有

効性の評価は省略しております。

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

③ ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

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 

同左 

 

 

③ ヘッジ方針 

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 

 税抜方式によっております。 

 なお、控除対象外消費税等は、

資産にかかわるものは投資その他

の資産の「その他」に計上し(５

年償却)、それ以外は発生年度の

期間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 

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) 

（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｣

（｢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）を当中間会計期間か

ら適用しております。 

これによる損益への影響はありま

せん。 

― 

（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｣

（｢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）を当事業年度から適

用しております。 

これによる損益への影響はありま

せん。 

― 

（貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等） 

当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月9日企業会計基準第5

号）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」（企業会計基準委員会 

平成17年12月9日 企業会計基準

適用指針第8号）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。 

なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は31,872,733千

円であります。 

中間財務諸表規則の改正によ

り、中間財務諸表は改正後の中間

財務諸表規則により作成しており

ます。 

― 

 

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） 

 証券取引法第２条第２項により有価証券とみなされる

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資に

ついて、証券取引法の改正に伴い、44,608千円を｢投資

有価証券｣として表示することに変更いたしました。 

 なお、前中間会計期間においては、投資その他の資産

の｢その他｣に36,233千円含まれております。 

― 
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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 
          142,417千円 

※1.有形固定資産の減価償却累計額
          176,695千円 

※1.有形固定資産の減価償却累計額
          159,890千円 

※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。 

 ア．担保に供している資産 

現金及び預金 800,000千円

販売用不動産 510,681
仕掛販売用 
不動産 

62,691,702

差入保証金 80,500

合計 64,082,883
 

※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 

販売用不動産 2,521,257千円
仕掛販売用 
不動産 

41,456,341

差入保証金 80,500

合計 44,058,098

 
 

※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 

現金及び預金 3,100,000千円

販売用不動産 10,772,895
仕掛販売用 
不動産 

49,056,341

差入保証金 80,500

合計 63,009,737
 

 イ．担保資産に対応する債務 

短期借入金 9,528,000千円 
一年以内 
返済予定 
長期借入金 

22,933,000  

前受金 822,700  

長期借入金 26,766,000  

合計 60,049,700  

   上記以外に900千円(差入保証
金)を営業保証供託金として差
し入れております。 

 イ．担保資産に対応する債務 

短期借入金 2,474,000千円
一年以内 
返済予定 
長期借入金 

23,337,200

長期借入金 10,549,600

合計 36,360,800

   上記以外に900千円(差入保証
金)を営業保証供託金として差
し入れております。 

 イ．担保資産に対応する債務 

短期借入金 11,601,768千円
一年以内 
返済予定 
長期借入金 

18,522,200

長期借入金 24,168,200

合計 54,292,168

   上記以外に900千円(差入保証
金)を営業保証供託金として差
し入れております。 

 3.偶発債務 

 子会社の金融機関等借入金に対して

債務保証を行っております。 

(株)菱和 
エステート 

783,663 千円
 

 3.偶発債務 

 子会社の金融機関等借入金に対して債

務保証を行っております。 

(株)菱和 
エステート

701,159 千円
 

 3.偶発債務 

 (1)当社顧客のローンに対して保

証債務を行っております。 

449,200千円 

(2）子会社の金融機関等借入金に対し

て債務保証を行っております。 

(株)菱和 
エステート 

806,004 千円
 

 4.当社は、運転資金の効率的な調
達を行うため取引金融機関とシ
ンジケート方式によるコミット
メント・ライン設定契約及びシ
ンジケートローン契約を締結し
ております。 
当中間会計期間末における上

記契約に係る借入未実行残高等
は次の通りであります。 

ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ･ﾗｲﾝ等の総額 18,800,000千円 

借入実行残高 10,220,000  

差引額 8,580,000  

 

 

 4.当社は、運転資金の効率的な調
達を行うため取引金融機関とシ
ンジケート方式によるコミット
メント・ライン設定契約及びシ
ンジケートローン契約を締結し
ております。 
当中間会計期間末における上記

契約に係る借入未実行残高等は
次の通りであります。 

ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ･ﾗｲﾝ等の総額 16,690,000千円

借入実行残高 9,340,000  

差引額 7,350,000  

 

 

 4.当社は、運転資金の効率的な調
達を行うため取引銀行とコミッ
トメント・ライン設定契約を締
結しているほか、取引銀行とシ
ンジケート方式によるコミット
メント・ライン設定契約を締結
しております。 
当期末における上記契約に係る

借入金未実行残高等は次の通り
であります。 

ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ･ﾗｲﾝ等の総額 18,140,000千円

借入実行残高 11,610,000  

差引額 6,530,000  

 

 

― ― 

※5.販売用不動産の保有目的の変更
により、販売用不動産から建物
へ8,754千円、土地へ11,945千円
振り替えております。 
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当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

― 

※６. 中間会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理をしてお

ります。 

なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期間末残高に含ま

れております。 

支払手形   4,189,500千円 
 

― 

※7.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、金額的重要性
が乏しいため、流動資産の｢そ
の他｣に含めて表示しておりま
す。 

※7.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、金額的重要性
が乏しいため、流動負債の｢その
他｣に含めて表示しております。

― 

 

(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.営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,095 千円

受取配当金 6,274 

投資有価証券売却益 55,655 
 

※1.営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 3,998 千円

受取配当金 6,633

違約金収入 39,850

保険解約返戻金 18,711
 

※1.営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 2,731千円

受取配当金 9,992

違約金収入 136,855
 

※2.営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 600,549千円

借入事務手数料 228,621
 

※2.営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 488,600千円

借入事務手数料 51,322
 

※2.営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 1,216,137千円
 

― 

※3.特別損失のうち主要項目 

契約解除損 74,642千円

契約解除違約金 45,772
 

― 

 4.減価償却実施額 

有形固定資産 15,476千円

無形固定資産 14,622
 

 4.減価償却実施額 

有形固定資産 20,441千円

無形固定資産 17,091
 

 4.減価償却実施額 

有形固定資産 34,259千円

無形固定資産 33,309
 

 

（中間株主資本変動計算書関係） 

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） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（千株） 6 0 ― 6

（変動事由の概要） 

増加の内訳は、次のとおりであります。 

ストックオプションの行使により生じた端株の買取による増加  0千株 
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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) 

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及び中間

期末残高相当額 

(単位：千円) 

 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 

(単位：千円)

 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 

(単位：千円)

 
取得価額 

相当額 

減価償却

累計額 

相当額 

中間期末 

残高 

相当額 

有形固定 

資産 
39,990 21,382 18,608 

合計 39,990 21,382 18,608 

 

 
取得価額

相当額

減価償却

累計額

相当額

中間期末

残高 

相当額

有形固定

資産 
39,990 29,380 10,610

合計 39,990 29,380 10,610

 

 
取得価額 

相当額 

減価償却 

累計額 

相当額 

期末残高

相当額

有形固定

資産 
39,990 25,381 14,609

合計 39,990 25,381 14,609

 

 2.未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 8,897 千円

１年超 13,000 

合計 21,898 
 

 2.未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 6,400 千円

１年超 6,600

合計 13,000
 

 2.未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 9,016 千円

１年超 8,462

合計 17,478
 

 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 4,584 千円

減価償却費 
相当額 

3,999 

支払利息相当額 749 
 

 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 5,904 千円

減価償却費 
相当額 

3,999

支払利息相当額 544
 

 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 9,168 千円

減価償却費 
相当額 

7,998

支払利息相当額 1,398
 

 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 

 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

子会社及び関連会社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） 

子会社及び関連会社で時価のあるものは、ありません。 

前事業年末（平成18年３月31日） 

子会社及び関連会社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) 

前会計年度 
(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 441円91銭

１株当たり中間純利益 18円07銭

潜在株式調整後1株当たり
中間純利益 

14円32銭
 

１株当たり純資産額 696円83銭

１株当たり中間純利益 133円13銭

潜在株式調整後1株当たり
中間純利益 

132円46銭
 

１株当たり純資産額 582円36銭

１株当たり当期純利益 88円12銭

潜在株式調整後1株当たり
当期純利益 

75円91銭
 

  
(1株当たり中間純利益の算定上の基礎) 

 
(1株当たり中間純利益の算定上の基礎) (1株当たり当期純利益の算定上の基礎)

・中間純利益 636,004 千円 ・中間純利益 6,077,164千円 ・当期純利益 3,454,120千円

・普通株主に帰属しない金額 ・普通株主に帰属しない金額  ・普通株主に帰属しない金額  

 ― 千円  ―千円  ― 千円

・普通株式に係る中間純利益  ・普通株式に係る中間純利益  ・普通株式に係る当期純利益  

 636,004 千円  6,077,164千円  3,454,120千円

・普通株式の期中平均株式数  ・普通株式の期中平均株式数  ・普通株式の期中平均株式数  

 35,205,543 株  45,646,465株  39,199,762株 
        

（潜在株式調整後1株当たり中間純利

益の算定上の基礎） 

（潜在株式調整後1株当たり中間純

利益の算定上の基礎） 

（潜在株式調整後1株当たり当期純利

益の算定上の基礎） 

中間純利益調整額 9,330千円 中間純利益調整額 ―千円当期純利益調整額 ―千円

普通株式増加数 9,853,770株 普通株式増加数 113,389株 普通株式増加数 6,300,511株

（うち新株予約権） (268,012株) （うち新株予約権） (113,389株) （うち新株予約権） (326,775株)

（うち平成20年2月13日満期円貨建転

換社債型新株予約権付社債） 

（うち平成20年2月13日満期円貨建転換

社債型新株予約権付社債） 

(5,973,736株)(3,220,018株)

（うち平成22年3月31日満期円貨建転

換社債型新株予約権付社債）  

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後1株当たり中間純利益の

算定に含まれなかった潜在株式の

概要 

平成22年3月31日満期円貨建 

転換社債型新株予約権付社債 

(6,365,740株)  

 
（額面金額 4,462,000千円）
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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) 

Ⅰ 当社は、当中間会計期間終了後、
以下の通り新株予約権の権利行使によ
り新株を発行いたしました。 
 
その概要は次のとおりであります。 

１ 第１回新株予約権（第三者割当
て） 

（１）権利行使された期間 
    平成17年10月１日から 
    平成17年11月18日まで 
（２）新株予約権の減少額 

  5,000千円 
（３）資本金の増加額 

2,831,988千円 
（４）増加した株式の種類及び株数 

普通株式 6,000,000株 
（５）新株の配当起算日 
    平成17年10月１日 
 
２ 平成20年2月13日満期円貨建転換

社債型新株予約権付社債 
（１）権利行使された期間 
    平成17年10月１日から 
    平成17年11月30日まで 
（２）新株予約権付社債の減少額 

1,577,000千円 
（３）資本金の増加額 

788,500千円 
（４）増加した株式の種類及び株数 

普通株式 2,433,637株 
（５）新株の配当起算日 
    平成17年10月１日 
 
３ 平成22年3月31日満期円貨建転換

社債型新株予約権付社債 
（１）権利行使された期間 
    平成17年10月１日から 
    平成17年11月30日まで 
（２）新株予約権付社債の減少額 

251,000千円 
（３）資本金の増加額 

125,500千円 
（４）増加した株式の種類及び株数 

普通株式 290,508株 
（５）新株の配当起算日 
    平成17年10月１日 

― 

 当社は平成18年5月8日、代表取締役
社長西岡進が電磁的公正証書原本不実
記録・同供用の容疑で逮捕され、翌5
月9日、警視庁より捜査差押（家宅捜
査）を受けました。本件につきまして
は、現在も捜査中であります。 

 今後の動向如何によっては、当社の
翌事業年度以降の財政状態及び経営成
績に重要な影響を及ぼす可能性があり
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) 

Ⅱ 当社は、平成20年２月13日満期円
貨建転換社債型新株予約権付社債に
つき、130％コールオプション条項
（注）に基づく権利が発生したた
め、平成17年11月25日にこれを行使
いたしました。 

 
１ 繰上償還額 
  残存する本社債の全額 
 （平成17年11月25日現在残高 

281,000千円） 
２ 繰上償還予定日 
  平成18年１月31日 
 
（注）株式会社東京証券取引所にお

ける当社普通株式の終値が、30連続取
引日にわたり各取引日に適用のある転
換価額の130％以上であった場合、当
社の選択により残存する本社債の全部
を繰上償還しうる条項。 

― ― 

 

(2) その他 

該当事項はありません。 
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