
 

平成 19 年　3 月期 個別中間財務諸表の概要 平成 18年 11月 14日

上場会社名 大和システム株式会社 上場取引所 東

コード番号 8939 本社所在都道府県 大阪府 

(URL　http://www.daiwasys.co.jp/)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 　氏名　上　島　貫　志　　　

問合せ先責任者　役職名 常務取締役管理本部長 　氏名　東　　宣　行 ＴＥＬ　　（ 06 ）　6538　－　1721

決算取締役会開催日 平成18年11月14日 配当支払開始日  －

単元株制度採用の有無 有（１単元 100株）   

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 32,627 46.8 1,605 121.0 1,628 123.4

17年9月中間期 22,229 27.2 726 △30.0 728 △27.8

18年3月期 45,789 3,023 3,135

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 906 117.7 98 91

17年9月中間期 416 △18.3 46 85

18年3月期 1,564 170 05

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 9,160,380株 17年9月中間期 8,884,683株 18年3月期 9,011,928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であります。

(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 50,591 11,280 22.3 1,231 40

17年9月中間期 37,032 9,458 25.5 1,032 53

18年3月期 52,580 10,655 20.3 1,159 72

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 9,160,380株 17年9月中間期 9,160,380株 18年3月期 9,160,380株

②期末自己株式数 18年9月中間期 620株 17年9月中間期 620株 18年3月期 620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 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

通　期 60,000 3,120 3,200 1,760

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　192円 13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 － － － 25.00 － 25.00

19年３月期（実績） － － － － － 
25.00

19年３月期（予想） － － － 25.00 － 

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確定な要素を含んでおりま

す。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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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日現在）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日現在）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年３月31日現在）

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  4,265,465   4,005,015   6,344,201  

２．受取手形   11,116   32,560   117,612  

３．完成工事未収入金   3,853,233   594,375   776,477  

４．販売用土地  ※1  9,771,730   20,583,756   14,950,155  

５．販売用建物   4,927,315   6,773,335   5,221,784  

６．未成工事支出金   883,719   1,302,602   9,845,883  

７．その他   1,460,029   1,709,874   1,626,523  

貸倒引当金   △9,458   △2,090   △2,426  

流動資産合計   25,163,151 67.9  34,999,428 69.2  38,880,210 73.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物  2,584,789   4,069,807   3,774,885   

減価償却累計額  △577,589   △856,366   △710,366   

減損損失累計額  － 2,007,200  △196,900 3,016,540  △196,900 2,867,618  

(2）土地   1,975,336   1,975,336   1,975,336  

(3）その他  1,570,422   1,399,280   1,386,937   

減価償却累計額  △402,356   △509,310   △458,360   

減損損失累計額  － 1,168,065  △17,867 872,102  △17,867 910,709  

有形固定資産合計   5,150,603   5,863,980   5,753,664  

２．無形固定資産   18,341   15,840   31,108  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  ※1  －   3,534,405   2,681,771  

(2）差入保証金   2,963,222   3,807,279   2,915,406  

(3）繰延税金資産   1,494,552   1,585,581   1,509,787  

(4）その他  ※1  2,279,278   809,300   821,471  

貸倒引当金   △36,750   △24,137   △12,441  

投資その他の資産
合計

  6,700,302   9,712,429   7,915,995  

固定資産合計   11,869,247 32.0  15,592,250 30.8  13,700,768 26.1

資産合計   37,032,398 100.0  50,591,678 100.0  52,580,979 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日現在）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日現在）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年３月31日現在）

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  ※3  7,384,150   5,527,330   4,194,850  

２．工事未払金   1,392,530   2,935,788   7,378,385  

３．土地買収未払金   677,801   2,939,344   1,255,654  

４．短期借入金   6,000,000   15,000,000   10,000,000  

５．１年以内返済予定
の長期借入金

  1,021,650   300,000   300,000  

６．未成工事受入金   1,958,963   1,766,638   7,201,149  

７．賞与引当金   196,000   204,000   200,000  

８．完成工事補償引当
金

  35,022   36,787   25,618  

９．その他   2,405,800   3,218,438   5,035,672  

流動負債合計   21,071,916 56.9  31,928,325 63.1  35,591,329 67.7

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   760,500   337,500   487,500  

２．長期預り保証金   2,049,809   3,512,311   2,372,174  

３．退職給付引当金   2,868,190   2,438,773   2,376,115  

４．役員退職慰労引当
金

  330,257   355,347   342,315  

５．その他   493,312   739,370   755,832  

固定負債合計   6,502,070 17.6  7,383,303 14.6  6,333,937 12.0

負債合計   27,573,987 74.5  39,311,629 77.7  41,925,266 79.7

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,749,175 4.7  － －  1,749,175 3.3

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金  1,924,375   －   1,924,375   

資本剰余金合計   1,924,375 5.2  － －  1,924,375 3.7

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  75,960   －   75,960   

２．任意積立金  5,610,000   －   5,610,000   

３．中間（当期）未処
分利益

 470,202   －   1,618,668   

利益剰余金合計   6,156,162 16.6  － －  7,304,628 13.9

Ⅳ　土地再評価差額金   △387,254 △1.0  － －  △387,254 △0.7

Ⅴ　その他有価証券評価
差額金

  16,448 0.0  － －  65,284 0.1

Ⅵ　自己株式   △495 △0.0  － －  △495 △0.0

資本合計   9,458,410 25.5  － －  10,655,712 20.3

負債・資本合計   37,032,398 100.0  － －  52,580,979 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日現在）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日現在）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年３月31日現在）

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   － －  1,749,175 3.5  － －

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   1,924,375   －   

資本剰余金合計   － －  1,924,375 3.8  － －

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   75,960   －   

(2）その他利益剰余
金

          

別途積立金  －   6,910,000   －   

繰越利益剰余金  －   963,471   －   

利益剰余金合計   － －  7,949,431 15.7  － －

４．自己株式   － －  △495 △0.0  － －

株主資本合計   － －  11,622,485 23.0  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  44,817 0.1  － －

２．土地再評価差額金   － －  △387,254 △0.8  － －

評価・換算差額等
合計

  － －  △342,436 △0.7  － －

純資産合計   － －  11,280,049 22.3  － －

負債・純資産合計   － －  50,591,678 100.0  － －
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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           

１．完成工事高  11,190,452   19,255,661   17,153,405   

２．不動産事業売上
高

 7,115,745   7,878,872   19,990,193   

３．温浴事業売上高  3,386,118   3,798,082   6,995,349   

４．その他売上高  537,026 22,229,342 100.0 1,694,493 32,627,110 100.0 1,650,709 45,789,658 100.0

Ⅱ　売上原価           

１．完成工事原価  9,963,317   18,018,119   15,178,660   

２．不動産事業売上
原価

 6,014,327   6,483,435   15,692,725   

３．温浴事業売上原
価

 2,518,907   2,787,378   5,223,647   

４．その他売上原価  443,202 18,939,754 85.2 1,279,815 28,568,748 87.6 1,390,792 37,485,826 81.9

売上総利益           

１．完成工事総利益  1,227,135   1,237,541   1,974,744   

２．不動産事業総利
益

 1,101,418   1,395,437   4,297,467   

３．温浴事業総利益  867,211   1,010,704   1,771,702   

４．その他総利益  93,823 3,289,588 14.8 414,678 4,058,362 12.4 259,917 8,303,831 18.1

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  2,563,393 11.5  2,453,203 7.5  5,280,378 11.5

営業利益   726,194 3.3  1,605,158 4.9  3,023,453 6.6

Ⅳ　営業外収益  ※1  86,044 0.4  189,190 0.6  429,925 0.9

Ⅴ　営業外費用  ※2  83,265 0.4  165,465 0.5  317,676 0.7

経常利益   728,973 3.3  1,628,883 5.0  3,135,702 6.8

Ⅵ　特別利益  ※3  5,591 0.0  1,827 0.0  88,483 0.2

Ⅶ　特別損失  ※4  5,398 0.0  68,692 0.2  527,544 1.1

税引前中間（当
期）純利益

  729,166 3.3  1,562,018 4.8  2,696,641 5.9

法人税、住民税
及び事業税

 228,525   610,864   1,235,321   

法人税等調整額  84,380 312,906 1.4 45,090 655,955 2.0 △103,406 1,131,914 2.5

中間（当期）純
利益

  416,260 1.9  906,062 2.8  1,564,726 3.4

前期繰越利益   53,942   －   53,942  

中間（当期）未
処分利益

  470,202   －   1,618,668  
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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）
1,749,175 1,924,375 1,924,375 75,960 5,610,000 1,618,668 7,304,628 △495 10,977,683

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て

（注）
－ － － － 1,300,000 △1,300,000 － － －

剰余金の配当（注） － － － － － △229,009 △229,009 － △229,009

利益処分による役員賞与

（注）
－ － － － － △32,250 △32,250 － △32,250

中間純利益 － － － － － 906,062 906,062 － 906,062

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）
－ － － － 1,300,000 △655,197 644,802 － 644,802

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
1,749,175 1,924,375 1,924,375 75,960 6,910,000 963,471 7,949,431 △495 11,622,485

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
65,284 △387,254 △321,970 10,655,712

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て

（注）
－ － － －

剰余金の配当（注） － － － △229,009

利益処分による役員賞与

（注）
－ － － △32,250

中間純利益 － － － 906,062

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△20,466 － △20,466 △20,466

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 （千円）
△20,466 － △20,466 624,336

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
44,817 △387,254 △342,436 11,280,049

（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

子会社株式

　移動平均法に基づく原価法

(1）有価証券

子会社株式

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

　中間会計期間末日の市場価

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）

その他有価証券

時価のあるもの

　中間会計期間末日の市場価

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）

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

　移動平均法に基づく原価法

　なお、匿名組合への出資

（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、組合契約に

規定される決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決算書を

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。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産

販売用土地・建物

　個別法に基づく原価法

販売用土地・建物

同左

販売用土地・建物

同左

未成工事支出金

　個別法に基づく原価法

未成工事支出金

同左

未成工事支出金

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

　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。

　また、事業用借地契約による借

地上の建物については、耐用年数

を定期借地権の残存年数、残存価

額を零とする定額法によっており

ます。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　３～50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（建物附属設備を

除く）については、定額法を採用

しております。

　また、事業用借地契約による借

地上の建物については、耐用年数

を定期借地権の年数、残存価額を

零とする定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　３～50年

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

　定額法

　自社利用ソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．重要な繰延資産の処理方

法

新株発行費

　発生時に全額費用として処理し

ております。

────── 新株発行費

　発生時に全額費用として処理し

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

　営業債権等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

権及び破産債権、更生債権等につ

いては財務内容評価法により回収

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

　従業員の賞与の支給に充当する

ため、支給見込額のうち当中間会

計期間に負担すべき額を計上して

おります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充当する

ため、支給見込額のうち当事業年

度に負担すべき額を計上しており

ます。

 (3）完成工事補償引当金

　完成工事等の瑕疵担保責任に基

づく補償費に備えるため、過去の

完成工事等に係る補償費の実績を

基準にして計上しております。

(3）完成工事補償引当金

同左

(3）完成工事補償引当金

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、

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発生の事業

年度に一括処理しております。

(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、

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。

　数理計算上の差異は発生の事業

年度に一括処理しております。

 (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、内規に基づく当中間会計

期間末要支給額を計上しておりま

す。

(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。

５．収益及び費用の計上基準 　完成工事高の計上は工事完成基準

によっております。

同左 同左

６．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

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。

　ただし、ヘッジ会計の特例処理

の要件を満たす金利スワップ取引

については、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…金利スワップ取

引

(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…借入金の支払金

利

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、ヘッジ対象の識別は、

個別契約毎に行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左
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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）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、

その変動額の比率によって有効性

を評価しております。ただし、特

例処理によっている金利スワップ

取引については、有効性の評価を

省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

８．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

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。なお、控除対象

外消費税等につきましては期間費用

として処理しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

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）

────── （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に相当する金額は

11,280,049千円であります。

　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。

──────
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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）

　従来、流動負債の「その他」に含めておりました「未成

工事受入金」は、当中間会計期間末において資産総額の100

分の５を超えたため、区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間末の「未成工事受入金」の金額は、

1,105,294千円であります。

　従来、固定負債の「その他」に含めておりました「長期

預り保証金」は、当中間会計期間末において資産総額の100

分の５を超えたため、区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間末の「長期預り保証金」の金額は、

1,359,132千円であります。 

（中間損益計算書）

　従来、売上高・売上原価・売上総利益の各内訳を、「完

成工事」「マンション事業」「スーパー銭湯事業」及び

「その他事業」の４分類に区分しておりましたが、連結財

務諸表において、事業の種類別セグメントの事業区分を変

更したことに合わせて、当中間会計期間より「完成工事」

「不動産事業」「温浴事業」及び「その他」の４分類に区

分変更しております。

　なお、前中間会計期間の売上高・売上原価・売上総利益

を当中間会計期間において用いた方法により区分すると次

のとおりとなります。　 

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高

　１．完成工事高 4,998,708

　２．不動産事業売上高 8,594,463

　３．温浴事業売上高 3,354,998

　４．その他売上高 533,165 17,481,335

Ⅱ 売上原価

　１．完成工事原価 4,199,316

　２．不動産事業売上原価 6,968,837

　３．温浴事業売上原価 2,419,231

　４．その他売上原価 436,119 14,023,504

売上総利益

　１．完成工事総利益 799,392

　２．不動産事業売上総利益 1,625,625

　３．温浴事業売上総利益 935,767

　４．その他売上総利益 97,045 3,457,830

 

（中間貸借対照表）

　従来、投資その他の資産の「その他」に含めておりまし

た「投資有価証券」は、当中間会計期間末において資産総

額の100分の５を超えたため、区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間末の「投資有価証券」の金額は、

1,506,672千円であります。

－ 40 －



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日現在）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前事業年度末
（平成18年３月31日現在）

※１．担保に供している資産

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※１．担保に供している資産

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※１．担保に供している資産

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

販売用土地 850,799千円

投資有価証券 185,372千円

現金及び預金

（定期預金）
  100,000千円

販売用土地   831,781千円

投資有価証券 1,947,638千円

販売用土地      825,838千円

投資有価証券    1,017,233千円

　上記販売用土地は１年以内返済予定の

長期借入金721,650千円、長期借入金

123,000千円の担保に供しております。

　また、その他投資その他の資産（投資

有価証券）は㈲ＨＡＴ神戸アセットの債

務の担保に供しております。

　上記現金及び預金（定期預金）はその

他流動負債（前受金）100,000千円の担保

に供しております。

　また、上記販売用土地ははその他流動

負債（前受金）54,000千円の担保に供し

ております。

　また、投資有価証券は㈲ＨＡＴ神戸ア

セット及び㈲美濃メガモールの債務の担

保に供しております。

　上記販売用土地は前受金54,000千円の

担保に供しております。

　また、投資有価証券は㈲ＨＡＴ神戸ア

セット及び㈲美濃メガモールの債務の担

保に供しております。

　２．偶発債務

　(1）債務保証

　２．偶発債務

　(1）債務保証

　２．偶発債務

　(1）債務保証

生駒市鹿の畑ニュータ

ウン共同企業体の借入

金

1,970,850千円

出資先 ㈱オフ・トラッ

クインフォメーション

センターのリース債務

(注)

310,023千円

計 2,280,873千円

(注)株主４社による共同連帯保証となっ

ております。

　(2）損失補填義務

　当社は、特別目的会社である㈲ＨＡ

Ｔ神戸アセットとの間で建物賃貸借契

約を締結しておりますが、賃貸借契約

期間開始後５年経過ごとに中途解約す

る権利を保有しております。また、中

途解約権の行使をはじめ、賃貸借契約

が中途解約となった場合には、㈲ＨＡ

Ｔ神戸アセットが土地信託受益権を含

む資産を売却し、売却代金を債務の返

済に充当した後、債権者に対して残債

務がある場合には、残債務相当額（当

中間会計期間末現在1,980,000千円）

を当社が同社に支払う契約を締結して

おります。

取引先 ㈱セイキョウ

ホームの借入金
   220,000千円

出資先 ㈱オフ・トラッ

クインフォメーション

センターのリース債務

(注)

   259,749千円

計    479,749千円

(注)株主４社による共同連帯保証となっ

ております。

　(2）損失補填義務

　当社は、特別目的会社である㈲ＨＡ

Ｔ神戸アセットとの間で建物賃貸借契

約を締結しておりますが、賃貸借契約

期間開始後５年経過ごとに中途解約す

る権利を保有しております。また、中

途解約権の行使をはじめ、賃貸借契約

が中途解約となった場合には、㈲ＨＡ

Ｔ神戸アセットが土地信託受益権を含

む資産を売却し、売却代金を債務の返

済に充当した後、債権者に対して残債

務がある場合には、残債務相当額（当

中間会計期間末現在1,855,878千円）

を当社が同社に支払う契約を締結して

おります。

住宅ローン利用者のた

めの繋融資
    49,000千円

出資先 ㈱オフ・トラッ

クインフォメーション

センターのリース債務

(注)

   284,886千円

計    333,886千円

(注)株主４社による共同連帯保証となっ

ております。

　(2）損失補填義務

　提出会社は、特別目的会社である㈲

ＨＡＴ神戸アセットとの間で建物賃貸

借契約を締結しておりますが、賃貸借

契約期間開始後５年経過ごとに中途解

約する権利を保有しております。また、

中途解約権の行使をはじめ、賃貸借契

約が中途解約となった場合には、㈲Ｈ

ＡＴ神戸アセットが土地信託受益権を

含む資産を売却し、売却代金を債務の

返済に充当した後、債権者に対して残

債務がある場合には、残債務相当額

（当事業年度末残高1,932,165千円）

を提出会社が同社に支払う契約を締結

しております。

────── ※３．中間期末日満期手形

　中間期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。

支払手形　　　　2,823,810百万円

──────
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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．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目

受取利息 4,999千円

補助金収入 63,000千円

受取利息      13,927千円

出資金運用益       74,706千円

解約違約金収入       41,645千円

受取利息       20,552千円

解約違約金収入       32,521千円

補助金収入       63,000千円

退職給付債務数理差

異償却

    244,991千円

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目

支払利息 50,397千円

新株発行費 31,796千円

支払利息       66,847千円

原油スワップ評価損       66,155千円

支払利息      116,258千円

新株発行費     31,796千円

出資金運用損     126,139千円

───── ───── ※３．特別利益の主要項目

  和解金       67,940千円

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目

ゴルフ会員権評価損 5,350千円 投資有価証券評価損      55,505千円

貸倒引当金繰入額      13,187千円

減損損失      481,646千円

和解金       40,500千円

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額

有形固定資産 141,058千円

無形固定資産 1,250千円

有形固定資産      196,949千円

無形固定資産      1,250千円

有形固定資産      329,839千円

無形固定資産      2,860千円

───── ───── ※６．減損損失

　　当社は、内部管理上、収支を把握してい

る最小単位を基礎として資産のグルーピン

グを行っており、建築事業に係る商業施設

の賃貸事業においては不動産等の物件毎に、

温浴事業においては店舗毎にグルーピング

しております。

　　当事業年度において、業績の低迷により

収益性が著しく低下している以下の温浴施

設（建物、ファイナンス・リース資産等）

について、減損損失（481,646千円)を特別

損失に計上しました。

　　その内訳は、建物196,900千円、構築物

4,418千円、工具器具及び備品13,449千円、

ファイナンス・リース資産266,878千円であ

ります。

場所 用途 種類 金額

兵庫県加
古川市

温浴施設
（加古川やま

との湯）

ファイナ
ンス・
リース資
産等

290,284
千円

福岡県福
岡市

温浴施設
（平尾やま

との湯）
建物等

191,361
千円

　　なお、当資産グループの回収可能価額は

使用価値により測定しており、将来キャッ

シュ・フローを6.5％で割引いて算定してお

ります。
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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）

 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

（株）

当中間会計期間増加

　　株式数（株）

当中間会計期間減少

　　株式数（株）

当中間会計期間末株

式数（株）

 普通株式 620 － － 620

 　　　　合計 620 － － 620
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①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

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）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

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）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　子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）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（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）

　該当事項はありません。

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）

　該当事項はありません。

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。
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