
 

 
 

 

 

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         株式会社ジューテック                    上場取引所  ジャスダック証券取引所 

コ ー ド 番 号           ２６８２                                本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ  http://www.jutec.jp ） 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 足立 建一郎 

問合せ先責任者 役職名 財務経理部長  氏名 岩谷 昌弘    ＴＥＬ (０３)５７６５－６０００ 

決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 14 日                  配当支払開始日 平成 18 年 12 月１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                              (記載金額は百万円未満切り捨て表示) 

 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 
17 年９月中間期 

71,757 ( 2.8)
69,774  (△2.3)

309  ( 77.6)
174   (141.9)

433   ( 38.9)
312   ( 0.1)

18 年３月期 140,166     502          823     
 
 

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 
17 年９月中間期 

△81  ( ― ) 
107  (52.0) 

△6.  86  
9.  11  

18 年３月期 314      25.  49  

 
 

 (注)①期中平均株式数  18 年９月中間期 11,914,997 株  17 年９月中間期 11,771,489 株  18 年３月期 11,770,530 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 
 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 
17 年９月中間期 

59,310   
57,813   

6,360  
6,382  

10.7    
11.0    

532.  81
542.  27

18 年３月期 55,549   6,617  11.9    561.  20
(注)①期末発行済株式数 18 年９月中間期 11,937,823 株 17 年９月中間期 11,770,706 株 18 年３月期 11,767,532 株 
   ②期末自己株式数  18 年９月中間期 33,527 株  17 年９月中間期 15,294 株  18 年３月期 18,468 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 146,000   850  330  

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 27 円 64 銭 
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 
 中間期末 期末 年間 
18 年３月期 ― 7.00 7.00 

19 年３月期（実績） 4.00 ― 

19 年３月期（予想） ― 4.00 
8.00 

 
 

 
※ 業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定及び確認に基づいており

ますが、今後の経済情勢、事業運営における様々な状況変化によって、実際の業績は見通しと異なる場

合があります。 



１ 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(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  9,794 6,949 8,526 

２ 受取手形 ※５ 9,805 10,142 8,647 

３ 売掛金  20,026 22,178 19,242 

４ たな卸資産  2,279 2,815 2,135 

５ その他  4,518 3,950 3,643 

貸倒引当金  △1,085 △991 △1,056 

流動資産合計   45,338 78.4 45,049 76.0  41,139 74.1

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２ 1,736 1,702 1,711 

(2) 土地 ※２ 7,590 7,769 7,590 

(3) その他 ※２ 98 111 96 

有形固定資産合計  9,425 9,583 9,398 

２ 無形固定資産  58 450 432 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  1,498 1,573 1,751 

(2) その他  2,045 3,522 3,420 

貸倒引当金  △580 △879 △611 

投資その他の資産 
合計 

 2,963 4,217 4,560 

固定資産合計   12,447 21.5 14,250 24.0  14,391 25.9

Ⅲ 繰延資産   27 0.1 10 0.0  19 0.0

資産合計   57,813 100.0 59,310 100.0  55,549 100.0
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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) 

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
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形 ※５ 5,495 6,052 6,294 

２ 買掛金  32,026 34,748 30,379 

３ １年内償還予定 
社債 

 ― 300 ― 

４ 短期借入金 ※２ 3,100 1,700 1,500 

５ １年内返済予定 
  長期借入金 

※２ 351 832 738 

６ 未払法人税等  136 170 356 

７ 賞与引当金  461 458 395 

８ その他 ※４ 974 1,114 910 

流動負債合計   42,546 73.6 45,377 76.5  40,573 73.0

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  3,000 2,700 3,000 

２ 長期借入金 ※２ 4,707 3,858 4,146 

３ 役員退職慰労引当金  156 175 169 

４ その他  1,019 838 1,042 

固定負債合計   8,883 15.4 7,572 12.8  8,358 15.1

負債合計   51,430 89.0 52,949 89.3  48,931 88.1

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   850 1.5 ― ―  850 1.5

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  224 ― 224 

資本剰余金合計   224 0.4 ― ―  224 0.4

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  130 ― 130 

２ 任意積立金  4,531 ― 4,531 

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

 431 ― 638 

利益剰余金合計   5,092 8.8 ― ―  5,299 9.5

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  220 0.3 ― ―  250 0.5

Ⅴ 自己株式   △5 △0.0 ― ―  △6 △0.0

資本合計   6,382 11.0 ― ―  6,617 11.9

負債・資本合計   57,813 100.0 ― ―  55,549 100.0
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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) 

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
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 850 1.4  ― ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 294 ― 

(2) その他資本剰余金  ― 0 ― 

資本剰余金合計   ― ― 294 0.5  ― ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 130 ― 

(2) その他利益剰余金    

特別償却準備金  ― 1 ― 

固定資産圧縮 
積立金 

 ― 228 ― 

別途積立金  ― 4,550 ― 

繰越利益剰余金  ― 211 ― 

利益剰余金合計   ― ― 5,121 8.6  ― ―

４ 自己株式   ― ― △12 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ― 6,253 10.5  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― 118 0.2  ― ―

２ 繰延ヘッジ損益   ― ― △11 △0.0  ― ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 107 0.2  ― ―

純資産合計   ― ― 6,360 10.7  ― ―

負債純資産合計   ― ― 59,310 100.0  ― ―
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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(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   69,774 100.0 71,757 100.0  140,166 100.0

Ⅱ 売上原価   64,574 92.5 66,320 92.4  129,764 92.6

売上総利益   5,199 7.5 5,437 7.6  10,402 7.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   5,025 7.2 5,127 7.2  9,899 7.0

営業利益   174 0.3 309 0.4  502 0.4

Ⅳ 営業外収益 ※１  372 0.5 380 0.5  822 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２  234 0.3 256 0.3  501 0.4

経常利益   312 0.5 433 0.6  823 0.6

Ⅵ 特別利益 ※３  3 0.0 1 0.0  3 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４  49 0.1 445 0.6  53 0.1

税引前中間(当期) 
純利益又は税引前 
中間純損失(△) 

  266 0.4 △10 △0.0  773 0.5

法人税、住民税 
及び事業税 

 148 114 435 

法人税等調整額  10 159 0.2 △42 71 0.1 24 459 0.3

中間(当期)純利益 
又は中間純損失 

  107 0.2 △81 △0.1  314 0.2

前期繰越利益   324 ―  324

中間(当期)未処分利益   431 ―  638
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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 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 850 224 ― 224

中間会計期間中の変動額  

 合併による増加 69 0 69

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― 69 0 69

平成18年９月30日残高(百万円) 850 294 0 294

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益 
準備金 特別償却

準備金 
固定資産

圧縮積立金
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(百万円) 130 2 228 4,300 638 5,299 △6 6,367

中間会計期間中の変動額    

 合併による増加   △0 68

 自己株式の取得   △5 △5

 剰余金の配当  △82 △82  △82

 役員賞与  △14 △14  △14

 別途積立金の積立  250 △250 ―  ―

 中間純損失  △81 △81  △81

 特別償却準備金の取崩  △1 1 ―  ―

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― △1 ― 250 △426 △178 △5 △114

平成18年９月30日残高(百万円) 130 1 228 4,550 211 5,121 △12 6,253

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 250 ― 250 6,617

中間会計期間中の変動額  

 合併による増加  68

 自己株式の取得  △5

 剰余金の配当  △82

 役員賞与  △14

 別途積立金の積立  ―

 中間純損失  △81

 特別償却準備金の取崩  ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△131 △11 △142 △142

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△131 △11 △142 △257

平成18年９月30日残高(百万円) 118 △11 107 6,360
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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 

①子会社株式 

 移動平均法による原価

法 

②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

均法により算出) 

 

  時価のないもの 

   移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式 

同左 

 

②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

均法により算出) 

 

  時価のないもの 

同左 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式 

同左 

 

 ②その他有価証券 

  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

り算出) 

 

  時価のないもの 

同左 

 (2) デリバティブ取引 

  時価法 

(2) デリバティブ取引 

同左 

(2) デリバティブ取引 

同左 

 (3) たな卸資産 

 ①商品 

  移動平均法による原価

法 

(3) たな卸資産 

 ①商品 

同左 

(3) たな卸資産 

 ①商品 

同左 

  ②未成工事支出金 

  個別法による原価法 

 ②未成工事支出金 

同左 

 ②未成工事支出金 

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 

  但し、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 

  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

   構築物  10～30年

  少額減価償却資産(取

得価額が10万円以上20万

円未満の減価償却資産)

については、３年間で均

等償却 

(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 

  但し、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 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

  均等償却 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

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) 

３ 繰延資産の処理方

法 

社債発行費 

商法施行規則の規定に基

づき３年間で均等償却して

おります。 

社債発行費 

 ３年間で均等償却してお

ります。 

社債発行費 

商法施行規則の規定に基

づき３年間で均等償却して

おります。 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備え

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 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき

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)   ――――― (3) 役員賞与引当金 

  役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度における

支給見込額に基づき、当

中間会計期間に見合う分

を計上しております。 

（会計方針の変更） 

  当中間会計期間から

「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日

企業会計基準第４号）を

適用しております。 

  この結果、従来の方法

に比べて、営業利益、経

常利益が、それぞれ8百

万円減少し、税引前中間

純損失が8百万円増加し

ております。 

 

(3)    ――――― 

  (4) 役員退職慰労引当金 

役員及び執行役員の退

任による退職慰労金の支

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。 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員及び執行役員の退

任による退職慰労金の支

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。 
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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) 

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 

  ヘッジ取引に係る損益

の認識については繰延ヘ

ッジ処理によっておりま

す。ただし、金利スワッ

プの特例処理の要件を満

たすものについては、特

例処理によっておりま

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 

 ①たな卸資産(商品)の購

入に係る外貨建営業債務

を対象とする為替予約取

引、②借入金に係る利息

を対象とする金利スワッ

プ取引を実施しておりま

す。 

 

(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、将来の取引市

場での金利及び為替の相

場変動に伴うリスクの軽

減を目的に、実需に伴う

取引に限定して、金利及

び通貨に係るデリバティ

ブ取引を実施することと

しており、売買益を目的

とした投機的な取引は一

切行わない方針としてお

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 

  ヘッジ対象のキャッシ

ュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動の累計と

を比較し、当初予定した

キャッシュ・フローが確

保されたか否かを検証す

ることでヘッジの有効性

を確認しております。 

  また、金利スワップの

一部については、ヘッジ

対象とヘッジ手段に関す

る重要な条件が同一であ

り、かつヘッジ開始時及

びその後も継続して相場

変動を完全に相殺するも

のと想定できるため、ヘ

ッジの有効性の評価は省

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 

 (5) その他 

  当社は、取引方針等を

経営会議、取締役会で審

議した上で、決定された

範囲内で財務経理部長の

決裁により取引を実行し

ており、あわせて取引残

高、損益状況について、

経営会議、取締役会に定

期的に報告することとし

ております。 

 

(5) その他 

同左 

(5) その他 

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 

 消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

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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会計方針の変更 
 

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6,371百万円であ

ります。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

 

――――― 

 （企業結合に係る会計基準等） 

 当中間会計期間から「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第10号）を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。 
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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) 

――――― ――――― 

 

 

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当中間会計期間から改正後の「自

己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準」（企業会計基準委員

会 終改正平成18年８月11日 企

業会計基準第１号）及び「自己株式

及び準備金の額に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会

終改正平成18年８月11日 企業会

計基準適用指針第２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。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、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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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 

2,424百万円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,542百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,475百万円

※２ 担保に供している資産及び担

保付債務 

 担保に供している資産 

建 物 189百万円

構築物 3百万円

土 地 1,671百万円

計 1,864百万円
 

※２    ――――― ※２ 担保に供している資産及び担

保付債務 

 担保に供している資産 

建 物 64百万円

構築物 0百万円

土 地 1,409百万円

計 1,475百万円

 
 

 上記に対する債務 

短期借入金 500百万円

1年内返済予定 
長期借入金 

198百万円

長期借入金 1,227百万円

計 1,925百万円
 

  

 

 上記に対する債務 

短期借入金 200百万円

1年内返済予定 
長期借入金 

207百万円

長期借入金 813百万円

計 1,220百万円

 
 

３ 保証債務 

 (1) 子会社の金融機関からの借入

に対し、債務保証を行っており

ます。 

   ㈱ジューテックリブ 

            580百万円 

 

３      ――――― ３ 保証債務 

 (1) 子会社の金融機関からの借入

に対し、債務保証を行っており

ます。 

   ㈱ジューテックリブ 

             300百万円

 

※４ 消費税等の処理 

  仮受消費税等と仮払消費税等の

中間期末残高の相殺後の金額は、

金額的重要性が乏しいため、流動

負債の「その他」に含めておりま

す。 

 

※４ 消費税等の処理 

同左 

※４    ――――― 

※５    ――――― ※５  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行っ

ております。なお、当中間会

計期間末日は金融機関の休日

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。 

 受取手形 387百万円

支払手形 160百万円

 
 

※５    ――――― 
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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 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 11百万円

受取配当金 16百万円

仕入割引 217百万円

 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 15百万円

受取配当金 22百万円

仕入割引 219百万円

 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 25百万円

受取配当金 26百万円

仕入割引 433百万円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 86百万円

売上割引 112百万円

 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 81百万円

売上割引 118百万円

 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 171百万円

売上割引 229百万円

 
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

償却債権取立益 3百万円
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

償却債権取立益 1百万円
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

償却債権取立益 3百万円

 
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 

建 物 0百万円

その他 0百万円

解体費用 5百万円

計 6百万円

 

土地浄化費用 43百万円

 
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

貸倒引当金繰入額 345百万円

関係会社株式評価損 91百万円

 

固定資産除却損 

建 物 5百万円

その他 0百万円

解体費用 1百万円

計 7百万円

 
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 

建 物 3百万円

構築物 0百万円

工具、器具及び備品 0百万円

その他 2百万円

解体費用 5百万円

計 12百万円

 

固定資産売却損 

車両運搬具 0百万円

計 0百万円

 

土地浄化費用 41百万円

 
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 75百万円

無形固定資産 1百万円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 73百万円

無形固定資産 43百万円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 152百万円

無形固定資産 20百万円

 
 

 

 

(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） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 18,468 15,059 ― 33,527
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 15,059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) 

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及び

中間期末残高相当額 
(単位：百万円)

 
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 518 360 158 

無形固 
定資産 306 177 129 

合計 825 537 287 

    
 

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及び中

間期末残高相当額 
(単位：百万円)

 
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 448 157 291

無形固
定資産 302 124 177

合計 751 281 469
 

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及び期

末残高相当額 
(単位：百万円)

 
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 474 342 131

無形固
定資産 339 206 132

合計 813 549 264
 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 
(単位：百万円)

１年以内 106 

１年超 186 

合計 292 

  
 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 
(単位：百万円)

１年以内 135

１年超 339

合計 475
 

(2) 未経過リース料期末残高相当

額 
(単位：百万円)

１年以内 92

１年超 176

合計 269
 

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 
(単位：百万円)

支払リース料 82 

減価償却費相当額 78 

支払利息相当額 3 

  
 

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 
(単位：百万円)

支払リース料 66

減価償却費相当額 63

支払利息相当額 4
 

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 
(単位：百万円)

支払リース料 139

減価償却費相当額 131

支払利息相当額 5
 

(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 

(借主側) 

  未経過リース料 
(単位：百万円)

１年以内 3 

１年超 8 

合計 11 

  

２ オペレーティング・リース取引

(借主側) 

  未経過リース料 
(単位：百万円)

１年以内 3

１年超 10

合計 14
 

２ オペレーティング・リース取引

(借主側) 

  未経過リース料 
(単位：百万円)

１年以内 3

１年超 12

合計 16
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式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) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

前事業年度末(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。 
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（企業結合等関係） 

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） 

１．企業結合の概要 
(1) 被取得企業の名称     日本バリュー株式会社 

  (2) 被取得企業の事業の内容  不動産の管理及び仲介業、有価証券の保有 
  (3) 企業結合を行った主な理由 当社の株主構成の明瞭化を図るため 
  (4) 企業結合日        平成18年５月１日 
  (5) 企業結合の法的形式    合併 
  (6) 結合後の名称       株式会社ジューテック 
  (7) 取得した議決権      100.00％ 
 
２．中間財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 
  平成18年５月１日から平成18年９月30日まで 
 
３．被取得企業の取得原価及びその内訳 
  取得の対価 

当社株式 69百万円 

取得原価 69百万円 
 
４．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数 
  (1) 合併比率  １：655 

(2) 合併比率の算定方法 
    当社は株価平均法に基づき、また、日本バリュー株式会社は時価純資産価額法により株式価値

を算定し、その結果を総合的に勘案して合併比率を算定しております。 
(3) 交付した株式数 

     合併に際し当社が割り当てる総数2,207,350株のうち、日本バリュー株式会社が所有する当社株
式2,022,000株については、自己株式とした上で同社の株主に交付すべき新株式に代用し、残りの
185,350株については、新たに株式を発行して割り当てております。 

    なお、取得原価につきましては、合併公表日直前の時価を基礎に算定しております。 
 
５．発生した負ののれんとその償却方法及び償却期間 
  (1) 負ののれんの金額  4百万円 
 (2) 発生原因 

      日本バリュー株式会社が所有する当社株式に対する配当期待権を合併比率算定時の同社資産と
して織り込んでいるため発生したもの。 

   (3) 償却方法及び償却期間 
     定額法にて５年間で償却する。 
 
６．企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳 

流動資産 74百万円

合計 74百万円

流動負債 1百万円

合計 1百万円

 
７．企業結合が中間会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間会計期間の中間損益計算書

に及ぼす影響の概算額 
    金額的重要性がないため記載しておりません。 
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(１株当たり情報) 

 

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株当たり純資産額 542円27銭 532円81銭 561円20銭 

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間純損失(△)

9円11銭 △6円86銭 25円49銭 

  なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につい

ては、潜在株式が存在しな

いため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につい

ては、潜在株式が存在しな

いため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しな

いため記載しておりませ

ん。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

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) 

中間貸借対照表の 
純資産の部の合計額 
(百万円) 

― 6,360 ― 

普通株式に係る純資産額 
(百万円) 

― 6,360 ― 

普通株式の発行済株式数 
(千株) 

― 11,971 ― 

普通株式の自己株式数 
(千株) 

― 33 ― 

１株当たり純資産の 
算定に用いられた 
普通株式の数(千株) 

― 11,937 ― 

 

２ １株当たり中間(当期)純利益 

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) 

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△) 
(百万円) 

107 △81 314 

普通株主に帰属しない 
金額(百万円) 

― ― 14 

普通株式に係る 
中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)(百万円) 

107 △81 300 

普通株式の 
期中平均株式数(千株) 

11,771 11,914 11,770 
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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) 

――――― 

 

 

――――― 日本バリュー株式会社との合併に

ついて 

 当社と当社の主要株主である筆頭

株主の日本バリュー株式会社は、平

成18年３月13日に締結いたしました

合併契約書に基づき、平成18年５月

１日付で合併いたしました。 

 合併に関する事項の概要は、次の

とおりであります。 

(1) 合併方式 

 当社を存続会社とする吸収合併

方式で、日本バリュー株式会社は

解散する。 

(2) 日本バリュー株式会社の概要 

① 本店所在地 東京都港区 

② 取締役社長 足立建一郎 

③ 資本 100百万円 

④ 事業内容 不動産の保有、管

理等 

 ⑤ 業績 平成17年６月期 

   売上高      38百万円 

   経常利益    13百万円 

   当期純損失 387百万円 

(3) 合併の概要等 

 ① 合併比率 １：655 

 ② 合併比率の算定方法 

当社は株価平均法に基づき、ま

た、日本バリュー株式会社は時価

純資産価額法により株式価値を算

定し、その結果を総合的に勘案し

て合併比率を算定しております。

 ③ 合併により発行した新株式数 

合併に際し当社が割り当てる総

数2,207,350株のうち、日本バリ

ュー株式会社が所有する当社株式

2,022,000株については、自己株

式とした上で日本バリュー株式会

社の株主に交付すべき新株式に代

用し、残りの185,350株について

は、新たに株式を発行して割り当

てております。 
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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) 

――――― 

 

 

―――――  ④ 会社財産の引継等 

合併期日における、日本バリュ

ー株式会社の資産、負債、その他

一切の権利義務を、合併期日にお

いて引継いでおります。 

なお、合併により引き継いだ資

産及び負債の内訳は以下のとおり

です。 

資産合計 59百万円 

負債合計 1百万円 

  
 

 

 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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