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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）

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 5,058 (21.0) 182 (79.3) 195 (105.9)

17年９月中間期 4,181 (△1.6) 101 (△67.2) 95 (△67.1)

18年３月期 8,952 454 487

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 107 （－) 5,218 05

17年９月中間期 △109 （－) △5,281 53

18年３月期 69 3,352 33

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 20,655株 17年９月中間期 20,655株 18年３月期 20,655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）

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 7,152 2,447 34.2 118,502 33

17年９月中間期 6,912 2,147 31.1 103,964 90

18年３月期 7,290 2,274 31.2 110,098 76

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 20,655株 17年９月中間期 20,655株 18年３月期 20,655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）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 9,700 450 210

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　 5,083円51銭

（注）平成18年12月31日現在の株主に対し平成19年１月１日付をもって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割をいたします。なお１株当た

り予想当期純利益（通期）は、当該株式分割後の発行済株式数により算出しております。 

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 2,500  2,500  5,000

19年３月期（実績） 2,750  －
（分割前）

（分割後）

5,500

4,12519年３月期（予想） －
（分割前） 2,750

（分割後） 1,375

※　　上記の予想は、本資料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実な要因に係る本資料発表時現在における仮

定を前提としています。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。業績予想の前提となる仮定

及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料の６ページを参照してください。
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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)

前事業年度
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   1,305,308   1,430,533   1,620,786  

２　受取手形   ―   2,140   ―  

３　売掛金   393,903   289,521   461,706  

４　完成工事未収入金   4,462   ―   33,888  

５　たな卸資産   623,260   981,755   763,746  

６　繰延税金資産   56,351   ―   76,059  

７　その他 ※３  328,087   296,431   175,159  

流動資産合計   2,711,372 39.2  3,000,381 41.9  3,131,346 42.9

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1) 建物及び構築物 ※１ 544,981   628,433   611,570   

減価償却累計額  △141,048 403,932  △169,946 458,486  △148,673 462,897  

(2) 土地 ※１  2,861,696   2,793,428   2,793,821  

(3) 建設仮勘定   50,094   12,254   21,347  

(4) その他  56,985   61,241   60,951   

減価償却累計額  △38,724 18,260  △43,518 17,723  △40,896 20,054  

有形固定資産合計   3,333,984 48.3  3,281,892 45.9  3,298,120 45.2

２　無形固定資産   83,872 1.2  71,928 1.0  69,601 1.0

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※１  32,650   34,401   34,400  

(2) 関係会社株式   615,363   615,363   615,363  

(3) 繰延税金資産   48,021   55,219   48,010  

(4) その他   87,236   93,445   93,897  

投資その他の資産
合計

  783,271 11.3  798,429 11.2  791,671 10.9

固定資産合計   4,201,128 60.8  4,152,250 58.1  4,159,394 57.1

資産合計   6,912,500 100.0  7,152,631 100.0  7,290,740 100.0
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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
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
(％)

(負債の部)           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金   612,183   863,586   718,229  

２　工事未払金   206,171   213,085   223,936  

３　一年以内返済予定
の長期借入金

※１  370,696   312,010   362,008  

４　未払法人税等   12,931   80,743   162,927  

５　前受金   834,399   858,189   991,656  

６　未成工事受入金   691,166   768,601   727,033  

７　繰延税金負債   ―   22,781   ―  

８　アフターサービス
引当金

  59,960   59,940   59,000  

９　役員賞与引当金   ―   9,600   ―  

10　その他 ※３  490,558   270,732   418,860  

流動負債合計   3,278,067 47.4  3,459,270 48.4  3,663,652 50.2

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※１  1,372,810   1,060,800   1,191,800  

２　退職給付引当金   32,785   24,798   33,345  

３　役員退職慰労引当
金

  81,442   104,789   84,052  

４　長期前受金   ―   55,306   43,800  

固定負債合計   1,487,038 21.5  1,245,694 17.4  1,352,998 18.6

負債合計   4,765,105 68.9  4,704,965 65.8  5,016,650 68.8

(資本の部)           

Ⅰ　資本金   560,480 8.1  ― ―  560,480 7.7

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  618,925   ―   618,925   

資本剰余金合計   618,925 9.0  ― ―  618,925 8.5

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  23,280   ―   23,280   

２　中間(当期)未処分
利益

 944,709   ―   1,071,404   

利益剰余金合計   967,989 14.0  ― ―  1,094,684 15.0

資本合計   2,147,394 31.1  ― ―  2,274,089 31.2

負債及び資本合計   6,912,500 100.0  ― ―  7,290,740 100.0
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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
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
(％)

(純資産の部)           

Ⅰ　株主資本           

　１　資本金   ― ―  560,480 7.8  ― ―

　２　資本剰余金           

　　(1) 資本準備金  ―   618,925   ―   

　　　資本剰余金合計   ― ―  618,925 8.7  ― ―

　３　利益剰余金           

　　(1) 利益準備金  ―   23,280   ―   

(2) その他利益剰余
金

          

　　繰越利益剰余金  ―   1,127,545   ―   

　利益剰余金合計   ― ―  1,150,826 16.1  ― ―

　　株主資本合計   ― ―  2,330,231 32.6  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等           

　１　繰延ヘッジ損益   ― ―  117,434 1.6  ― ―

評価・換算差額等合
計

  ― ―  117,434 1.6  ― ―

　　純資産合計   ― ―  2,447,665 34.2  ― ―

　　負債純資産合計   ― ―  7,152,631 100.0  ― ―
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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
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   4,181,747 100.0  5,058,077 100.0  8,952,415 100.0

Ⅱ　売上原価   3,038,786 72.7  3,728,720 73.7  6,368,234 71.1

売上総利益   1,142,961 27.3  1,329,356 26.3  2,584,180 28.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５  1,041,103 24.9  1,146,734 22.7  2,129,943 23.8

営業利益   101,858 2.4  182,622 3.6  454,237 5.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  19,302 0.5  32,033 0.6  81,045 0.9

Ⅴ　営業外費用 ※２  26,055 0.6  18,861 0.4  48,137 0.6

経常利益   95,104 2.3  195,794 3.8  487,145 5.4

Ⅵ　特別利益 ※３  ― ―  545 0.0  33,782 0.4

Ⅶ　特別損失
※４
※６

 182,689 4.4  1,939 0.0  256,678 2.8

税引前中間(当期)純
利益又は中間純損失
(△)

  △87,585 △2.1  194,400 3.8  264,249 3.0

法人税、住民税
及び事業税

 8,800   75,555   202,000   

法人税等調整額  12,704 21,504 0.5 11,065 86,621 1.7 △6,992 195,007 2.2

中間(当期)純利益又
は中間純損失(△)

  △109,089 △2.6  107,778 2.1  69,242 0.8

前期繰越利益   1,053,799   ―   1,053,799  

中間配当額   ―   ―   51,637  

中間(当期)未処分利
益

  944,709   ―   1,071,404  
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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

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

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
560,480 618,925 618,925 23,280 1,071,404 1,094,684 2,274,089

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） ― ― ― ― △51,637 △51,637 △51,637

中間純利益 ― ― ― ― 107,778 107,778 107,778

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）
― ― ― ― 56,141 56,141 56,141

平成18年９月30日　残高

（千円）
560,480 618,925 618,925 23,280 1,127,545 1,150,826 2,330,231

評価・換算差額等
純資産合計

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
― ― 2,274,089

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） ― ― △51,637

中間純利益 ― ― 107,778

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
117,434 117,434 117,434

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
117,434 117,434 173,575

平成18年９月30日　残高

（千円）
117,434 117,434 2,447,665

　　　（注）平成18年６月の定時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

a 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によって

おります。

１　資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

a 満期保有目的の債券

　　　同左

１　資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

a 満期保有目的の債券

　　　同左

b 子会社株式

移動平均法による原価法に

よっております。

b 子会社株式

　　　同左

b 子会社株式

　　　同左

c その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法に

よっております。

c その他有価証券

時価のないもの

　　　同左

c その他有価証券

時価のないもの

　　　同左

②　デリバティブ

時価法によっております。

②　デリバティブ

　　　　同左

②　デリバティブ

　　　　同左

③　たな卸資産

a 商品

個別法による原価法によって

おります。

③　たな卸資産

a 商品

　　　同左

③　たな卸資産

a 商品

　　　同左

b 未成工事支出金

個別法による原価法によって

おります。

b 未成工事支出金

　　　同左

b 未成工事支出金

　　　同左

c ――――――――

 

c 販売用不動産

個別法による原価法によって

おります。

　なお、フェザント事業に関す

る販売用不動産につきましては、

販売見込収益(最大３年間の見

込)に対する当中間会計期間販

売実績の割合により原価配賦し

ております。

c 販売用不動産

個別法による原価法によって

おります。

　なお、フェザント事業に関す

る販売用不動産については、販

売見込収益(最大３年間の見込)

に対する当期販売実績の割合に

より原価配賦しております。

d 仕掛販売用不動産

個別法による原価法によって

おります。

d 仕掛販売用不動産

　　　同左

d 仕掛販売用不動産

　　　同左 

e 貯蔵品

総平均法による原価法によっ

ております。

e 貯蔵品

　　　同左

e 貯蔵品

　　　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)

２　固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法によっております。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)及

び青葉台展示場の資産については、

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次の通り

であります。

建物及び構築物　　７～34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

定額法によっております。なお、

ソフトウェア(自社利用分)につい

ては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によってお

ります。

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

定額法によっております。

③　長期前払費用

　　　　同左

③　長期前払費用

　　　　同左

３　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

実績率に基づいて計上し、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

見込額を計上することとしており

ます。

なお、当中間会計期間の計上は

ありません。

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

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

実績率に基づいて計上し、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

見込額を計上することとしており

ます。

なお、当事業年度の計上はあり

ません。

②　アフターサービス引当金

販売後の無償サービスに備える

ため、当該サービス期間に対応す

る見積もり費用を、過去の実績値

を勘案し計上しております。

②　アフターサービス引当金

　　　　同左

②　アフターサービス引当金

　　　　同左

③  ――――――――

 

③　役員賞与引当金

　当社は、役員賞与の支出に備

えて、当事業年度における支給

見込額の当中間会計期間負担額

を計上しております。

（会計方針の変更）

　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。

　これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益は、そ

れぞれ9,600千円減少しており

ます。

③  ――――――――
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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　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。

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。

⑤　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備え

るため、内規による当中間会計期

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払に備え

るため、内規による期末要支給額

を計上しております。

４　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。

４　リース取引の処理方法

　　　　　同左

４　リース取引の処理方法

　　　　　同左

５　ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。ただし、金利スワップについ

て特例処理の条件を充たしている

場合には、特例処理を採用してお

ります。

５　ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。ただし、特例処理の要件を満

たす金利スワップについては、特

例処理を採用しております。

５　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

a（ヘッジ手段）

為替予約

通貨スワップ

通貨オプション

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

 

（ヘッジ対象）

商品・原材料輸入の予定取

引

  

b（ヘッジ手段）

金利スワップ

  

（ヘッジ対象）

借入金

  

③　ヘッジ方針

当社の内規である「デリバティ

ブ取引管理要領」に基づき、外貨

建取引(商品・原材料の輸出入取

引)の為替レート変動によるリス

クをヘッジするため、為替予約、

通貨スワップ及び通貨オプション

契約を締結しております。また、

借入金に係る金利変動リスクを

ヘッジするため金利スワップ契約

を締結しております。

③　ヘッジ方針

　　　　同左

③　ヘッジ方針

　　　　同左
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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

ロー変動又は相場変動の累計と、

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー

変動又は相場変動の累計を半期ご

とに比較し、その変動額の比率に

よって、ヘッジの有効性を評価し

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

６　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。

６　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

６　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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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）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間から「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）

を適用しております。これにより、

税引前中間純利益が126,729千円減

少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づ

き当該各資産の金額から直接控除し

ております。

――――――――

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度から「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）を適

用しております。これにより、税引

前当期純利益は194,605千円減少し

ております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき当

該各資産の金額から直接控除してお

ります。

――――――――

 

 

(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、2,330,231千円であり

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。

 

――――――――

 

 

追加情報

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１日）

────── ────── (保有目的の変更)

  　当事業年度末において、有形固定

資産の「建物」、「構築物」及び「工

具器具及び備品」より「販売用不動

産」へ80,623千円、「販売用不動産」

より有形固定資産の「土地」へ53,946

千円の振替を行っております。 
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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　担保に供している資産及びこれ

に対する債務は、次の通りであり

ます。

担保に供している資産

※１　担保に供している資産及びこれ

に対する債務は、次の通りであり

ます。

担保に供している資産

※１　担保に供している資産及びこれ

に対する債務は、次の通りであり

ます。

担保に供している資産

建物及び

構築物
9,899千円

土地 2,470,697千円

計 2,480,596千円

建物及び

構築物
6,189千円

土地 2,343,711千円

計 2,349,901千円

建物及び

構築物
7,015千円

土地 2,402,821千円

計 2,409,837千円

上記に対する債務 上記に対する債務 上記に対する債務

一年以内返済

予定の長期借

入金

347,716千円

長期借入金 1,329,930千円

計 1,677,646千円

一年以内返済

予定の長期借

入金

228,520千円

長期借入金 846,200千円

計 1,074,720千円

一年以内返済

予定の長期借

入金

247,720千円

長期借入金 1,156,060千円

計 1,403,780千円

　なお、割引国債10,000千円(投

資有価証券)を宅地建物取引業法

に基づく営業保証金として、東京

法務局に供託しております。

　なお、利付国債9,981千円(投資

有価証券)を宅地建物取引業法に

基づく営業保証金として、東京法

務局に供託しております。

　なお、利付国債9,980千円(投資

有価証券)を宅地建物取引業法に

基づく営業保証金として、東京法

務局に供託しております。

　２　偶発債務

　自社提携ローン申込者に対して、

当該土地・建物に対する抵当権設

定が完了するまでの間の住宅ロー

ンに対して保証を行っております。

　２　偶発債務

　自社提携ローン申込者に対して、

当該土地・建物に対する抵当権設

定が完了するまでの間の住宅ロー

ンに対して保証を行っております。

　２　偶発債務

　自社提携ローン申込者に対して、

当該土地・建物に対する抵当権設

定が完了するまでの間の住宅ロー

ンに対して保証を行っております。

債務保証(12件) 250,600千円 債務保証(９件) 160,800千円 債務保証(16件) 175,520千円

※３　消費税等の取り扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動資産のその他

に含めて表示しております。

※３　消費税等の取り扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債のその他

に含めて表示しております。

※３　――――――――
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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 2,337千円

為替差益 5,103千円

販売協力金 7,842千円

受取利息 1,311千円

為替差益 6,605千円

販売協力金 14,687千円

損害賠償金 4,537千円

受取利息 2,897千円

為替差益 48,060千円

販売協力金 18,846千円

※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 24,144千円 支払利息 18,214千円 支払利息 45,578千円

※３　　　―――――――― ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

固定資産売却

益
545千円

固定資産売却

益
33,782千円

※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

固定資産除却

損
55,959千円

減損損失 126,729千円

固定資産除却

損
220千円

固定資産売却

損
1,718千円

固定資産除却

損
62,073千円

減損損失 194,605千円

※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 26,798千円

無形固定資産 14,647千円

有形固定資産 24,211千円

無形固定資産 10,744千円

有形固定資産 53,487千円

無形固定資産 29,223千円

※６　減損損失

　当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて減

損損失を計上しております。

※６　　  ――――――――

 

※６　減損損失

　当事業年度において、当社は以

下の資産グループについて減損損

失を計上しております。

場所 用途 種類

石川県能美市 遊休資産 土地

山梨県高根町 遊休資産 土地

場所 用途 種類

石川県能美市 遊休資産 土地

山梨県北杜市 遊休資産 土地

　当社は他の資産又は資産グルー

プのキャッシュ・フローから概ね

独立したキャッシュ・フローを生

み出す最小の単位によって資産を

グループ化して減損の検討を行っ

ております。

　その結果、遊休資産は継続的な

地価の下落等により、当該資産の

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

(126,729千円)として計上しまし

た。その内訳は、すべて土地によ

るものです。

　なお、回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、主とし

て路線価により、測定しておりま

す。

　

　

　

　当社は他の資産又は資産グルー

プのキャッシュ・フローから概ね

独立したキャッシュ・フローを生

み出す最小の単位によって資産を

グループ化して減損の検討を行っ

ております。

　その結果、遊休資産は継続的な

地価の下落等により、当該資産の

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

(194,605千円)として特別損失に

計上いたしました。その内訳は、

すべて土地によるものです。

　なお、回収可能価額は主として

正味売却価額により測定しており

ます。

（中間株主資本等変動計算書関係）

　　該当事項はありません。
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①　リース取引

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、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額

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、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額

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、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額

 

建物及び

構築物

(千円)

その他

有形

固定資産

(千円)

合計

(千円)

取得価額

相当額
129,432 4,968 134,400

減価償却

累計額

相当額

70,780 2,622 73,402

中間期末

残高相当額
58,651 2,346 60,997

 

建物及び

構築物

(千円)

その他

有形

固定資産

(千円)

合計

(千円)

取得価額

相当額
112,776 19,659 132,435

減価償却

累計額

相当額

84,400 5,691 90,091

中間期末

残高相当額
28,375 13,968 42,343

 

建物

 

(千円)

工具器具

及び備品

(千円)

合計

(千円)

取得価額

相当額
112,776 4,968 117,744

減価償却

累計額

相当額

70,303 3,450 73,753

期末残高

相当額
42,472 1,518 43,990

(注)　取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

(注)　　　　同左 (注)　取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

②　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

②　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

②　未経過リース料期末残高相当額

等

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 31,932千円

１年超 29,065千円

合計 60,997千円

１年以内 27,393千円

１年超 14,950千円

合計 42,343千円

１年以内 26,688千円

１年超 17,302千円

合計 43,990千円

(注)　未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

(注)　　　　同左 (注)　未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。

③　支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失

支払リース料 17,007千円

減価償却費

相当額
17,007千円

支払リース料 16,338千円

減価償却費

相当額
16,338千円

支払リース料 34,531千円

減価償却費

相当額
34,531千円

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
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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)

(貸主側)

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額及び中間期末残高相当額

(貸主側)

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額及び中間期末残高相当額

(貸主側)

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額及び期末残高相当額

 
建物及び

構築物

取得価額相当額 129,432千円

減価償却累計額

相当額
70,780千円

中間期末残高

相当額
58,651千円

 
建物及び

構築物

取得価額相当額 112,776千円

減価償却累計額

相当額
84,400千円

中間期末残高

相当額
28,375千円

 
建物及び

構築物

取得価額相当額 112,776千円

減価償却累計額

相当額
70,303千円

期末残高相当額 42,472千円

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年以内 31,811千円

１年超 31,000千円

合計 62,812千円

１年以内 22,650千円

１年超 8,350千円

合計 31,000千円

１年以内 26,774千円

１年超 19,136千円

合計 45,910千円

③　受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額

③　受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額

③　受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額

受取リース料 18,901千円

減価償却費

相当額
16,179千円

受取利息

相当額
2,651千円

受取リース料 16,291千円

減価償却費

相当額
14,097千円

受取利息

相当額
1,381千円

受取リース料 37,802千円

減価償却費

相当額
32,358千円

受取利息

相当額
4,651千円

④　利息相当額の算定方法

　リース料総額と見積残存価額の

合計額からリース物件の購入価額

を控除した額を利息相当額とし、

利息相当額の各期への配分方法に

ついては、利息法によっておりま

す。

④　利息相当額の算定方法

　　　　　同左

④　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

２　オペレーティング・リース取引

(借主側)

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

(借主側)

未経過リース料

１年以内 8,908千円

１年超 2,940千円

合計 11,849千円

１年以内 256千円

合計 256千円

１年以内 3,192千円

合計 3,192千円

（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。

（減損損失について）

　　　　　同左

（減損損失について）

　　　　　同左
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②　有価証券

前中間会計期間(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(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(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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（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 103,964.89円

１株当たり中間純損失 5,281.52円

１株当たり純資産額 118,502.33円

１株当たり中間純利益 5,218.05円

１株当たり純資産額 110,098.75円

１株当たり当期純利益 3,352.33円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
3,266.49円　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、１株当たり中間

純損失の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、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　当社は、平成16年11月15日付で１：

５の株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間会計期間

における１株当たり情報については、

以下の通りとなります。

　

　

 

１株当たり純資産額 82,096.60円

１株当たり中間純利益 10,078.97円

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

 

　（注）　１株当たり中間(当期)純利益又は１株当たり中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算

定上の基礎は、以下の通りであります。

 
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)

１株当たり中間(当期)純利益金額又は

中間純損失金額
   

中間(当期)純利益又は

中間純損失(△)(千円)
△ 109,089 107,778 69,242

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益又

は中間純損失(△)(千円)
△ 109,089 107,778 69,242

普通株式の期中平均株式数(株) 20,655 20,655 20,655

    

潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益金額
   

中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―

普通株式増加数(株) ― ― 543

(うち新株予約権による増加数) (―) (―) (543)

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

　平成16年10月21日開催

の臨時株主総会の決議に

基づく新株予約権１種類

（新株予約権の数2,100

個）。

　平成16年10月21日開催

の臨時株主総会の決議に

基づく新株予約権

１種類（新株予約権の数

2,100個）。

――――――――
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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）

前連計年度
（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 　平成18年11月14日開催の取締役会に

おいて、次のように株式分割による新

株式を発行することを決議いたしまし

た。

１．平成19年１月１日付をもって普通

株式１株を２株に分割する。

　(１)分割により増加する株式数

　　　普通株式　　　20,655株

  (２)分割方法

  平成18年12月31日最終の株主

名簿及び実質株主名簿に記載さ

れた株主の所有株式数を、１株

につき２株の割合をもって分割

する。

２．日程

　(１)基準日　　　平成18年12月31日

　(２)効力発生日　平成19年１月１日

　(３)株券交付日　平成19年２月22日

３．１株当たり情報に及ぼす影響

　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間会計期間及び前

事業年度における１株当たり情報並び

に当期首に行われたと仮定した場合の

当中間会計期間における１株当たり情

報は、それぞれ以下の通りとなります。

該当事項はありません

前中間
会計期間

当中間
会計期間

前事業年度

１株当たり純
資産額

51,982円44銭 

１株当たり純
資産額

59,251円16銭 

１株当たり純
資産額

55,049円37銭 

１株当たり中
間純損失金額

2,640円76銭 

１株当たり中
間純利益金額

2,609円02銭 

１株当たり当
期純利益金額

1,676円16銭 

潜在株式調整
後１株当たり
中間純利益金
額

－ 

 なお、潜在株

式調整後１株

当たり中間純

利益について

は、１株当た

り中間純損失

のため記載し

ておりません。

潜在株式調整
後１株当たり
中間純利益金
額

－ 

　なお、潜在

株式調整後１

株当たり中間

純利益につい

ては、希薄化

効果を有して

いる潜在株式

が存在しない

ため記載して

おりません。

潜在株式調整
後１株当たり
当期純利益金
額 

1,633円24銭 
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