
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

ミサワホーム北海道株式会社 上 場 取 引 所

１７６１ 本社所在都道府県

代表取締役社長執行役員 岩 渕    宣 昌

執行役員総合企画部長 星 加    龍 哉 ＴＥＬ　（０１１）８２２－１１１１

中間配当支払開始日　　　　平成　－年　－月　－日

単元株制度採用の有無　　有（１単元　1,000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 (百万円未満切り捨て）

 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 13,926 1.7 149 7.6 139 131.7

１７年９月中間期 13,698 2.1 138 － 60 66.8

１８年３月期 27,928 10.3 327 － 188 －

百万円 ％ 円 銭

１８年９月中間期 132 39.7 12 79

１７年９月中間期 94 － 9 15

１８年３月期 219 － 21 18

（注）①期中平均株式数  18年9月中間期   10,367,800株  17年9月中間期   10,367,800株  18年3月期   10,367,800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

１株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

１８年９月中間期 19,038 2,031 10.7 195 93  

１７年９月中間期 16,682 1,739 10.4 167 78  

１８年３月期 16,276 1,958 12.0 188 90  

(注） ①期末発行済株式数  18年9月中間期　10,367,800株　17年9月中間期  10,367,800株  18年3月期  10,367,800株

　　　②期末自己株式数　　18年9月中間期　　     － 株  17年9月中間期　　　　 － 株  18年3月期 　　　　－ 株

２．１９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 百万円 百万円

通　　　期 28,000 260 240

　(参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 23円 15銭

３．配当状況

・現金配当

１８年３月期

１９年３月期（実績） －

１９年３月期（予想） －

※上記の予想は、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因に
　よって予想数値と異なる可能性があります。

決算取締役会開催日 平成18年11月13日

中間期末 期末

中間（当期）純利益

役 職 名

年間

札 幌 証 券 取 引 所

北 海 道

1 株 当 た り 中 間
（当 期） 純 利 益

氏 名

１株当たり配当金（円）

上 場 会 社 名

コ ー ド 番 号

当 期 純 利 益売 上 高 経 常 利 益

問 合 せ 先 責 任 者 役 職 名 氏 名

（ＵＲＬ　http://www.misawa-h.co.jp）

代 表 者

未定
未定

0.00 0.00 0.00

0.00

総 資 産 純 資 産 自己資本比率



中間貸借対照表
(単位：千円)

注記
番号

構成比 構成比 構成比

（資産の部） ％ ％ ％

Ⅰ 流動資産

1. 現金及び預金 935,511 4,012,908 1,001,679

2. 完成工事未収入金 388,576 162,303 447,411

3. 分譲事業未収入金 125,099 27,500 27,250

4. 売掛金 24,385 24,796 26,546

5. 未成工事支出金 936,376 1,006,646 556,855

6. 未成分譲支出金 ※2 4,681,490 3,193,627 2,947,846

7. 分譲土地建物 ※2 6,427,285 7,413,425 7,924,428

8. 貯蔵品 14,764 9,917 12,861

9. 前渡金 4,143 24,596 5,864

10. 繰延税金資産 224,085 258,570 258,487

11. その他 382,731 352,330 349,519

14,144,451 84.8 16,486,622 86.6 13,558,748 83.3

Ⅱ 固定資産

1. 有形固定資産
※
1・2

585,310 533,512 541,924

1,193,255 1,220,455 1,200,455

244,531 225,796 349,828

－ 32,794 16,962

有形固定資産合計 2,023,096 12.1 2,012,558 10.6 2,109,170 13.0

2. 無形固定資産 27,257 0.2 24,038 0.1 23,881 0.1

3. 投資その他の資産

288,703 322,505 385,482

116,408 116,408 116,408

222,750 － －

5,742 150 150

86,270 86,355 92,575

　貸倒引当金 △232,623 △9,873 △10,280

投資その他の資産
合計

487,249 2.9 515,545 2.7 584,336 3.6

2,537,603 15.2 2,552,142 13.4 2,717,388 16.7

16,682,054 100.0 19,038,764 100.0 16,276,136 100.0

前中間会計期間末 当中間会計期間末

金　　　　　額 金　　　　　額

(平成17年9月30日現在) (平成18年3月31現在)

（2）関係会社株式

金　　　　　額

（4）会員権

（3）その他

（4）建設仮勘定

（3）破産更生等債権

資産合計

中間財務諸表等

（1）投資有価証券

（5）その他

固定資産合計

流動資産合計

（1）建物

（2）土地

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年9月30日現在)

－30－



(単位：千円)

注記
番号

構成比 構成比 構成比

（負債の部） ％ ％ ％

Ⅰ 流動負債

1. 支払手形 － 22,379 －

2. 買掛金 4,769 1,441 1,441

3. 工事未払金 3,269,703 3,805,676 3,387,103

4. 分譲事業未払金 248,375 577,550 1,005,856

5. 短期借入金 ※2・4 5,712,410 7,670,640 6,743,820

6. 未払金 705,970 537,998 347,166

7. 未払費用 315,601 281,260 392,102

8. 未払法人税等 13,918 18,336 19,100

9. 未払消費税等 39,284 22,605 14,779

10. 未成工事受入金 1,580,842 2,030,837 883,396

11. 分譲事業受入金 145,377 66,325 107,468

12. 預り金 705,846 1,008,269 555,741

13. 賞与引当金 160,000 281,170 163,000

14. 完成工事補償引当金 62,150 63,791 65,267

12,964,250 77.7 16,388,283 86.1 13,686,245 84.1

Ⅱ 固定負債

1. 長期借入金 ※2 1,575,323 244,460 224,340

2. 繰延税金負債 9,455 8,371 11,561

3. 退職給付引当金 36,503 8,327 35,067

4. 役員退職慰労引当金 82,245 88,603 89,324

5. 受入保証金 274,984 269,308 271,116

1,978,511 11.9 619,070 3.2 631,409 3.9

14,942,761 89.6 17,007,353 89.3 14,317,655 88.0

(資本の部）

Ⅰ 988,501 5.9 － － 988,501 6.1

Ⅱ

1. 資本準備金 505,001 － 505,001

資本剰余金合計 505,001 3.0 － － 505,001 3.1

Ⅲ

1. 利益準備金 247,125 － 247,125

2.
中間(当期)未処分利益又は
中間（当期）未処理損失

△21,168 － 103,502

利益剰余金合計 225,957 1.4 － － 350,627 2.1

Ⅳ 19,833 0.1 － － 114,352 0.7

1,739,292 10.4 － － 1,958,481 12.0

16,682,054 100.0 － － 16,276,136 100.0

(純資産の部）

Ⅰ

1. 資本金 － － 988,501 5.2 － －

2. 資本剰余金

(1)資本準備金 － 505,001 －

資本剰余金合計 － － 505,001 2.7 － －

3. 利益剰余金

(1)利益準備金 － 247,125 －

(2)その他利益剰余金

　 繰越利益剰余金 － 236,063 －

利益剰余金合計 － － 483,189 2.5 － －

株主資本合計 － － 1,976,691 10.4 － －

Ⅱ

1. その他有価証券評価差額金 － － 54,719 0.3 － －

純資産合計 － － 2,031,411 10.7 － －

－ － 19,038,764 100.0 － －負債純資産合計

株主資本

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

資本合計

負債資本合計

資本剰余金

利益剰余金

金　　　　　額

流動負債合計

固定負債合計

金　　　　　額金　　　　　額

負債合計

資本金

当中間会計期間末
前事業年度の

要約貸借対照表

(平成17年9月30日現在) (平成18年9月30日現在) (平成18年3月31現在)

前中間会計期間末

－31－



中間損益計算書
(単位：千円)

注記
番号

百分比 百分比 百分比

％ ％ ％

Ⅰ 完成工事高 8,751,859 9,237,699 17,846,478 

Ⅱ 完成工事原価 7,598,587 7,953,779 15,509,808 

完成工事総利益 1,153,271 1,283,920 2,336,669 

Ⅲ 分譲事業売上高 3,665,443 3,812,491 7,907,609 

Ⅳ 分譲事業売上原価 2,935,435 3,135,510 6,266,029 

分譲事業総利益 730,007 676,980 1,641,580 

Ⅴ その他売上高 1,280,966 876,754 2,174,737 

Ⅵ その他売上原価 944,531 627,386 1,635,806 

その他売上総利益 336,434 249,368 538,931 

売上高合計 13,698,268 100.0 13,926,945 100.0 27,928,825 100.0 

売上原価合計 ※2 11,478,554 83.8 11,716,677 84.1 23,411,643 83.8 

売上総利益 2,219,713 16.2 2,210,268 15.9 4,517,181 16.2 

Ⅶ 販売費及び一般管理費 2,080,973 15.2 2,060,979 14.8 4,189,881 15.0 

営業利益 138,740 1.0 149,289 1.1 327,300 1.2 

Ⅷ 営業外収益

1. 受取利息 612 1,185 1,090 

2. 6,152 5,926 14,748 

3. その他 ※3 43,736 47,754 81,648 

営業外収益合計 50,500 0.4 54,867 0.4 97,487 0.3 

Ⅸ 営業外費用

1. 支払利息 120,925 60,118 226,083 

2. その他 ※4 8,181 4,692 9,926 

営業外費用合計 129,106 1.0 64,810 0.5 236,009 0.8 

経常利益 60,134 0.4 139,345 1.0 188,778 0.7 

Ⅹ 特別利益 ※5 38,527 0.3 406 0.0 78,110 0.3 

XI 特別損失 ※6・7 12,818 0.1 1,526 0.0 85,402 0.3 

税引前中間(当期)
純利益

85,844 0.6 138,225 1.0 181,486 0.7 

法人税、住民税及
び事業税

5,601 5,592 11,129 

法人税等調整額 △14,629 △9,027 △0.1 70 5,663 0.0 △49,185 △38,055 △0.1 

中間(当期)純利益 94,872 0.7 132,561 1.0 219,542 0.8 

前期繰越利益 △116,040 103,502 △116,040 

中間未処分利益又
は中間（当期）未
処理損失

△21,168 236,063 103,502 

ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事
業補助金

金　　　　　額

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

金　　　　　額 金　　　　　額

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
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中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

988,501 350,627 1,844,129

新株の発行

任意積立金の積立て

剰余金の配当

利益処分による役員賞与

中間純利益 132,561 132,561

自己株式の処分

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額
（純額）

132,561 132,561

988,501 483,189 1,976,691

その他有価
証券評価差

額金

114,352

新株の発行

任意積立金の積立て

剰余金の配当

利益処分による役員賞与

中間純利益

自己株式の処分

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額
（純額）

△ 59,632

△ 59,632

54,719

103,502

236,063

132,561

132,561

1,958,481

247,125

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

247,125505,001

評価・換算
差額等合計

評価・換算差額等

505,001

株主資本

株主資本
合計

自己株式資本金

繰越利益
剰余金

その他利益剰余金

任意積立金

資本剰余金 利益剰余金

利益剰余金
合計

505,001

505,001

平成18年３月31日　残高

中間会計期間中の変動額

中間会計期間中の変動額合計

平成18年９月30日　残高

△ 59,632

新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日　残高 114,352

△ 59,632

54,719平成18年９月30日　残高

中間会計期間中の変動額合計

中間会計期間中の変動額

132,561

2,031,411

△ 59,632

72,929
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

　自 平成17年４月１日 　自 平成18年４月１日 　自 平成17年４月１日

　至 平成17年９月30日 　至 平成18年９月30日 　至 平成18年３月31日

1. 資産の評価基準及び評価 　イ．有価証券 　イ．有価証券 　イ．有価証券

方法 　　子会社株式 　　子会社株式 　　子会社株式

　　　移動平均法による原価法 同　　　　　左 同　　　　　左

　　その他有価証券 　　その他有価証券 　　その他有価証券

　　時価のあるもの 　　時価のあるもの 　　時価のあるもの

　　　中間決算日の市場価格等 　　　中間決算日の市場価格等 　　　決算日の市場価格等に基

　　に基づく時価法（評価差額 　　に基づく時価法（評価差額 　　づく時価法（評価差額は全

　　は全部資本直入法により処 　　は全部純資産直入法により 　　部資本直入法により処理し、

　　理し、売却原価は移動平均 　　処理し、売却原価は移動平 　　売却原価は移動平均法によ

　　法により算定） 　　均法により算定） 　　り算定）

　　時価のないもの 　　時価のないもの 　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法 同　　　　　左 同　　　　　左

　ロ．たな卸資産 　ロ．たな卸資産 　ロ．たな卸資産

　　未成工事支出金・未成分譲 　　未成工事支出金・未成分譲 　　未成工事支出金・未成分譲

　支出金・分譲土地建物 　支出金・分譲土地建物 　支出金・分譲土地建物

　　個別法による原価法 同　　　　　左 同　　　　　左

2. 固定資産の減価償却の方 　イ．有形固定資産 　イ．有形固定資産 　イ．有形固定資産

法 　　定率法によっております。 同　　　　　左 同　　　　　左

　　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、定額法によっておりま

　　す。

　　　なお、主な耐用年数は、

　　以下の通りであります。

　　建物

　　　　　　　　３年～50年

　　その他

　　　　　　　　２年～20年

　ロ．無形固定資産（営業権、ソ 　ロ．無形固定資産（ソフトウェ 　ロ．無形固定資産（営業権、ソ

　　フトウェア） 　　ア） 　　フトウェア）

　　　定額法によっております。 同　　　　　左 同　　　　　左

　　　なお、自社利用のソフトウ

　　ェアにつきましては、社内に

　　おける利用可能期間（５年）

　　に基づいております。

3. 引当金の計上基準 　イ．貸倒引当金 　イ．貸倒引当金 　イ．貸倒引当金

　　金銭債権の貸倒れによる損 同　　　　　左 同　　　　　左

　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。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項　　　　　目
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

　自 平成17年４月１日 　自 平成18年４月１日 　自 平成17年４月１日

　至 平成17年９月30日 　至 平成18年９月30日 　至 平成18年３月31日

　ロ．賞与引当金 　ロ．賞与引当金 　ロ．賞与引当金

　　従業員の賞与の支払に備え 同　　　　　左 　　従業員の賞与の支払に備え

　るため、賞与支給見込額の当 　るため、賞与支給見込額のう

　中間会計期間負担額を計上し 　ち当事業年度負担額を計上し

　ております。 　ております。

　ハ．完成工事補償引当金 　ハ．完成工事補償引当金 　ハ．完成工事補償引当金

　　完成工事に対する瑕疵担保 同　　　　　左 同　　　　　左

　の費用に備えるため、過年度

　の保証工事費の完成工事高に

　対する実績率による額の他、

　補償工事の発生が見込まれる

　特定物件について発生見込額

　を計上しております。

　ニ．退職給付引当金 　ニ．退職給付引当金 　ニ．退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備える 同　　　　　左 　　従業員の退職給付に備える

　ため、当事業年度末における 　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 　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 　見込額に基づき計上しており

　期間末において発生している 　ます。

　と認められる額を計上してお 　　数理計算上の差異は、各事

　ります。 　業年度の発生時における従業

　　数理計算上の差異は、各事 　員の平均残存勤務期間以内の

　業年度の発生時における従業 　一定の年数(10年)による定額

　員の平均残存勤務期間以内の 　法によりそれぞれ発生の翌事

　一定の年数(10年)による定額 　業年度から費用処理しており

　法により按分した額をそれぞ 　ます。

　れ発生の翌事業年度から費用

　処理しております。

　ホ．役員退職慰労引当金 　ホ．役員退職慰労引当金 　ホ．役員退職慰労引当金

　　役員の退職慰労金の支出に 同　　　　　左 　　役員の退職慰労金の支出に

　備えるため、内規に基づく中 　備えるため、内規に基づく期

　間期末要支給額の100％ を計 　末要支給額の100％ を計上し

　上しております。 　ております。

4. リース取引の処理方法  　リース取引の所有権が借主に 同　　　　　左 同　　　　　左

 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

 つきましては、通常の賃貸借取

 引に係る方法により会計処理を

 行っております。

項　　　　　目
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5. その他中間財務諸表（財  消費税等の会計処理  消費税等の会計処理  消費税等の会計処理

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

　 なお、長期（１年超）の大規 　 なお、長期（１年超）の大規

 模の土地の造成工事に係る控除  模の土地の造成工事に係る控除

 対象外消費税及び地方消費税に  対象外消費税及び地方消費税に

 つきましては、前払費用として  つきましては、前払費用として

 計上しており、売上計上時にお  計上しており、売上計上時にお

 いて売買総額による按分額を、  いて売買総額による按分額を、

 都度費用処理しております。  都度費用処理しております。

 （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 　 当事業年度より、固定資産の減損に係る

 係る会計基準（「固定資産の減損に係る会  会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

 計基準の設定に関する意見書」（企業会計  準の設定に関する意見書」（企業会計審議

 審議会　平成14年８月９日））及び「固定  会　平成14年８月９日））及び「固定資産

 資産の減損に係る会計基準の適用指針」  の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

 （企業会計基準適用指針第６号　平成15年  会計基準委員会　企業会計基準摘要指針第

 年10月31日）を適用しております。これに  ６号　平成15年10月31日）を適用しており

 よる損益に与える影響はありません。  ます。これにより税引前当期純利益は

 25,000千円減少しております。

　 また、減損損失累計額については、改正

 後の財務諸表規則に基づき当該各資産の金

 額から直接控除しております。

自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日

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

 控除対象外消費税及び地方消費

　 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、

　至 平成18年９月30日

同　　　　　左

前事業年度

　自 平成17年４月１日

　至 平成18年３月31日

 ております。

　 消費税及び地方消費税の会計

 税は、当中間会計期間の費用と

 して処理しております。

 処理は税抜方式によっており、

 控除対象外消費税及び地方消費

 税は、当期の費用として処理し

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 当中間会計期間 前事業年度
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 （保険代理店手数料の区分の変更）  （保険代理店手数料の区分の変更）

 　保険代理店手数料については、従来「営 　 保険代理店手数料については、従来「営

 業外収益」に計上しておりましたが、当中  業外収益」に計上しておりましたが、当事

 間会計期間において、ミサワホームグルー  業年度において、ミサワホームグループと

 プとして、住宅事業に附帯する業務として  して、住宅事業に附帯する業務として強化

 強化していく方針となり、当社グループと  していく方針となり、当社としても保険代

 しても保険代理業の経営上の重要性が高ま  理業の経営上の重要性が高まったことから、

 ったことから、損益区分をより適正に表示  損益区分をより適正に表示するため、当事

 するため、当中間会計期間から「売上高」  業年度から「売上高」に含めて計上するこ

 に含めて計上することとしました。  ととしました。

 　この結果、売上高・売上総利益・営業利  　この結果、売上高・売上総利益・営業利

 益がそれぞれ28,397千円増加し、営業外収  益がそれぞれ65,532千円増加し、営業外収

 益が同額減少しております。  益が同額減少しております。

（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

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、 2,031,411千円であります。

　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。

 （保有目的の変更）  （保有目的の変更）

　 当中間会計期間において、有形固定資産  　当期において、有形固定資産の土地より

 （土地）よりたな卸資産（分譲土地建物）  分譲土地建物へ21,200千円の振替を行って

 へ21,200千円の振替を行っております。  おります。

自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

追加情報

前事業年度

自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日

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
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中間貸借対照表関係

※1.有形固定資産の減価償却

累計額

※2.担保資産

(1)担保に供している資産

未 成 分 譲 支 出 金 3,626,617千円　 2,356,419千円　 2,119,126千円　

分 譲 土 地 建 物 1,176,158　　　 2,202,877　　　 2,306,828　　　

建 物 334,764　　　 288,832　　　 297,644　　　

土 地 879,962　　　 879,962　　　 879,962　　　

有 形 固 定 資 産 そ の 他 11,420　　　 8,414　　　 8,586　　　

投 資 有 価 証 券 117,718　　　 137,579　　　 187,772　　　

6,146,642　　　 5,874,085　　　 5,799,920　　　

(2)担保資産に対応する債務

短 期 借 入 金 4,322,410千円　 7,470,640千円　 6,743,820千円　

 (うち１年以内返済予定

　　　　　長期借入金）

長 期 借 入 金 1,575,323　　　 244,460　　　 224,340　　　

5,897,733　　　 7,715,100　　　 6,698,160　　　

　3.保証債務  イ.住宅購入者のための住宅ロー  イ.住宅購入者のための住宅ロー  イ.住宅購入者のための住宅ロー

　ン融資に対する抵当権設定登記 　ン融資に対する抵当権設定登記 　ン融資に対する抵当権設定登記

　完了までの保証債務 　完了までの保証債務 　完了までの保証債務

1,269,814千円  1,796,649千円　

 ロ.住宅購入者のためのつなぎ融  ロ.住宅購入者のためのつなぎ融  ロ.住宅購入者のためのつなぎ融

　資に対する住宅ローン実行まで 　資に対する住宅ローン実行まで 　資に対する住宅ローン実行まで

　の保証債務 　の保証債務 　の保証債務

　4.貸出コミットメント契約 　  当社は、運転資金の効率的な 　  当社は、運転資金の効率的な 　  当社は、運転資金の効率的な

  調達を行うため取引銀行８行と   調達を行うため取引銀行２行と   調達を行うため取引銀行２行と

  貸出コミットメント契約を締結   貸出コミットメント契約を締結   貸出コミットメント契約を締結

  しております。   しております。   しております。

  これらの契約に基づく当中間会   これらの契約に基づく当中間会   これらの契約に基づく当中間会

  計期間末の借入未実行残高は次   計期間末の借入未実行残高は次   計期間末の借入未実行残高は次

  のとおりであります。   のとおりであります。   のとおりであります。

　貸出コミットメ 　貸出コミットメ 　貸出コミットメ

　ントの総額 　ントの総額 　ントの総額

　借入実行残高   4,670,030     　借入実行残高   4,300,000     　借入実行残高   3,600,000     

差引残高   3,350,000　　 差引残高     700,000　　 差引残高   1,400,000　　 

  8,020,030千円   5,000,000千円 

2,152,998千円　

項　　　　　目
　（平成17年９月30日現在） 　（平成18年９月30日現在） 　（平成18年３月31日現在）

1,129,014千円　

注記事項

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末

 5,000,000千円 

1,192,517千円　 1,139,526千円　

2,006,260千円　2,261,860千円　

(113,560)     （－）    （－）    

2,780,200千円  
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中間損益計算書関係

　1. 減価償却実施額は、次の

とおりであります。

有形固定資産　 63,987千円  

無形固定資産　 3,821千円  

※2.売上原価に含まれるたな

卸資産の評価減額 56,473千円  －千円　

※3. 営業外収益「その他」の 賃貸料収入 5,625千円  賃貸料収入 賃貸料収入

主なものは、次のとおりで 仕入割引 3,540千円  受取手数料 仕入割引

あります。 受取手数料 17,947千円  受取手数料

※4. 営業外費用「その他」の

主なものは、次のとおりで 2,994千円  

あります。

※5. 特別利益の主なものは、 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益

次ぎのとおりであります。 37,649千円  

貸倒引当金戻入益

※7. 特別損失の主なものは、

次ぎのとおりであります。 12,636千円  

減損損失

たな卸資産評価損

※6. 減損損失 　当事業年度において、当社は以下の資

産について減損損失を計上いたしました。

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 用途（場所） 種類

売却予定資産
釧路店社屋

（北海道釧路市）
建物

　当社は、地域別に採算管理を行ってお

り、支店単位を一事業部とし、また売却

予定資産については、個別物件単位で資

産のグルーピングを行っております。

　事業用資産のうち、営業所移転のため

売却計画のある釧路店社屋につきまして

は、建物の劣化により資産価値が減少し

ているため、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

（25,000千円）として特別損失に計上し

ました。

　なお、当社の回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、不動産鑑定評

価に準ずる評価額により算定しておりま

す。

－千円　

　至 平成18年９月30日

項　　　　　目

前中間会計期間 当中間会計期間

　自 平成17年４月１日 　自 平成18年４月１日

　至 平成17年９月30日 　至 平成18年３月31日

賃貸用資産減価償却費

前事業年度

　自 平成17年４月１日

131,421千円  

7,748千円  

11,190千円  

3,540千円  

36,747千円  

賃貸用資産減価償却費 賃貸用資産減価償却費

56,721千円  

890千円  

5,566千円  

20,619千円  

1,690千円  

固定資産除却損

1,526千円  

固定資産除却損

25,000千円  

34,471千円  

6,003千円  

37,649千円  

39,582千円  

17,450千円  

固定資産除却損
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リース取引関係

1.　リース物件の所有権が借主に移転する 1.　リース物件の所有権が借主に移転する 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・ 　と認められるもの以外のファイナンス・ 　と認められるもの以外のファイナンス・

　リース取引 　リース取引 　リース取引

(1)  リース物件の取得価額相当額、減価 (1)  リース物件の取得価額相当額、減価 (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 　 償却累計額相当額、減損損失累計額相 　 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 　 当額及び中間期末残高相当額 　 当額及び期末残高相当額

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

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

取得価額
相 当 額

減価償却
累 計 額
相 当 額

期 末
残 高
相 当 額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

建 物 61,502 1,281 60,221 建 物 226,253 35,492 190,760 建 物 61,502 8,969 52,533 

(有形固定資産)

そ の 他 54,729 20,717 34,012 
(有形固定資産)

そ の 他 94,817 25,060 69,757 
(有形固定資産)

そ の 他 75,409 28,897 46,511 

無 形
固 定 資 産

10,360 2,707 7,652 
無 形
固 定 資 産

10,360 5,093 5,266 
無 形
固 定 資 産

10,360 3,900 6,459 

合計 126,592 24,705 101,886 合計 331,431 65,646 265,784 合計 147,272 41,767 105,504 

(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

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

1年内 1年内 1年内

1年超 1年超 1年超

合計 合計 合計

(3)  支払リース料、リース資産減損損失勘 (3)  支払リース料、リース資産減損損失勘 (3)  支払リース料、リース資産減損損失勘

   定の取崩額、減価償却費相当額及び支払    定の取崩額、減価償却費相当額及び支払    定の取崩額、減価償却費相当額及び支払

　 利息相当額及び減損損失 　 利息相当額及び減損損失 　 利息相当額及び減損損失

 　支払リース料  　支払リース料  　支払リース料

 　減価償却費相当額  　減価償却費相当額  　減価償却費相当額

 　支払利息相当額  　支払利息相当額  　支払利息相当額

(4)  減価償却費相当額の算定方法 (4)  減価償却費相当額の算定方法 (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。

(5)  利息相当額の算定方法 (5)  利息相当額の算定方法 (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。

（減損損失について） （減損損失について） （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。

有価証券関係

　　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはあり

　ません。

重要な後発事象

　　該当事項はありません。

同　　　　　左 同　　　　　左

同　　　　　左 同　　　　　左

同　　　　　左 同　　　　　左

前事業年度

自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日

自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日

当中間会計期間

86,994千円  

194,965千円  

281,959千円  

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

30,737千円  

6,823千円  25,194千円  

78,301千円  

109,039千円  

37,940千円  

2,727千円  

6,240千円  

642千円  

35,757千円  

3,730千円  

36,109千円  

77,421千円  

113,530千円  

23,302千円  
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