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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15日 

上場会社名 株式会社ＮＩＴＴＯＨ  上場取引所 名２ 

コード番号 １７３８  本社所在都道府県 愛知県 

（ＵＲＬ http://www.nittoh-info.co.jp./）    

代  表  者 役職名 代表取締役社長   氏名 中野 英樹  

問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長   氏名 伊藤 寿朗   ＴＥＬ（052）915－3210 

決算取締役会開催日   平成18年11月15日  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 

 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 2,006 △4.6 129 △28.6 188 △23.2 

17年９月中間期 2,102 11.5 180 46.1 244 31.3 

18年３月期   3,735 6.6 158 104.8 234 52.3 

 

 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 106 △30.0 52 28 

17年９月中間期 151 25.7 74 70 

 18年３月期   149 45.2 71 23 
 
(注)①期中平均株式数   18年９月中間期 2,029,000株  17年９月中間期 2,029,000株  18年３月期 2,029,000株 
  ②会計処理の方法の変更   有 
  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 3,087 1,540 49.9 759 28 

17年９月中間期 3,125 1,456 46.6 717 96 

18年３月期   2,862 1,461 51.0 717 63 
 
(注)①期末発行済株式数  18年９月中間期 2,029,000株  17年９月中間期 2,029,000株  18年３月期 2,029,000株 
  ②期末自己株式数   18年９月中間期   1,180株  17年９月中間期   1,180株  18年３月期   1,180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 3,845 221 124 
 
(参考) １株当たり予想当期純利益(通期)  61円11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 ─ 8.00 8.00 

19年３月期(実績) ― ― 

19年３月期(予想) ― 8.00 
8.00 

 

※ 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、多分に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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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(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  527,010 432,391 456,639 

２ 受取手形 ※３ 40,140 49,427 37,751 

３ 完成工事未収入金  427,229 430,178 318,013 

４ 営業未収入金  194,753 218,604 126,109 

５ たな卸資産  129,859 104,003 119,571 

６ その他  140,097 131,162 119,852 

  貸倒引当金  △5,008 △8,893 △5,643 

流動資産合計   1,454,083 46.5 1,356,873 44.0  1,172,294 41.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２ 233,412 292,955 227,882 

(2) 土地 ※２ 575,395 575,395 575,395 

(3) その他  15,592 32,367 24,830 

有形固定資産合計  824,400 900,718 828,108 

２ 無形固定資産  10,141 9,050 9,189 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  692,883 694,633 703,533 

(2) その他  159,554 138,556 164,287 

  貸倒引当金  △15,258 △12,614 △14,999 

投資その他の資産 
合計 

 837,180 820,576 852,820 

固定資産合計   1,671,721 53.5 1,730,345 56.0  1,690,119 59.0

資産合計   3,125,804 100.0 3,087,218 100.0  2,862,413 100.0
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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(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 ※３ 102,932 107,374 72,772 

２ 工事未払金  322,783 310,785 243,522 

３ 営業未払金  55,633 56,889 49,736 

４ 短期借入金 ※２ 370,000 450,000 280,000 

５ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

※２ 91,500 84,000 88,375 

６ 未払法人税等  113,079 23,596 87,816 

７ 賞与引当金  79,800 78,500 67,400 

８ 役員賞与引当金  ─ 2,940 ─ 

９ 工事等補償引当金  17,000 14,300 17,600 

10 その他 ※４ 100,640 109,694 110,548 

流動負債合計   1,253,368 40.1 1,238,079 40.1  1,017,771 35.6

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２ 184,625 100,000 142,000 

２ 退職給付引当金  73,835 81,572 76,738 

３ 役員退職慰労引当金  62,758 18,104 64,305 

４ その他  94,481 108,879 100,417 

固定負債合計   415,701 13.3 308,557 10.0  383,462 13.4

負債合計   1,669,069 53.4 1,546,637 50.1  1,401,233 49.0
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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(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   186,072 6.0 ─ ─  186,072 6.5

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  145,813 ─ 145,813 

資本剰余金合計   145,813 4.7 ─ ─  145,813 5.1

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  13,700 ─ 13,700 

２ 任意積立金  750,000 ─ 750,000 

３ 中間(当期) 
  未処分利益 

 334,855 ─ 332,910 

利益剰余金合計   1,098,555 35.1 ─ ─  1,096,610 38.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  26,646 0.8 ─ ─  33,036 1.1

Ⅴ 自己株式   △351 △0.0 ─ ─  △351 △0.0

資本合計   1,456,735 46.6 ─ ─  1,461,180 51.0

負債資本合計   3,125,804 100.0 ─ ─  2,862,413 100.0

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ─ ─ 186,072 6.0  ─ ─

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ─ 145,813 ─ 

資本剰余金合計   ─ ─ 145,813 4.7  ─ ─

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ─ 13,700 ─ 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ─ 950,000 ─ 

繰越利益剰余金  ─ 217,650 ─ 

利益剰余金合計   ─ ─ 1,181,350 38.3  ─ ─

４ 自己株式   ─ ─ △351 △0.0  ─ ─

株主資本合計   ─ ─ 1,512,884 49.0  ─ ─

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ─ 27,697  ─

評価・換算差額等 
合計 

  ─ ─ 27,697 0.9  ─ ─

純資産合計   ─ ─ 1,540,581 49.9  ─ ─

負債純資産合計   ─ ─ 3,087,218 100.0  ─ ─
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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  1,342,618 1,289,179 2,544,808 

 ２ 住宅等サービス収入 ※４ 759,679 716,994 1,191,006 

   売上高計   2,102,297 100.0 2,006,173 100.0  3,735,814 100.0

Ⅱ 売上原価    

 １ 完成工事原価  1,038,613 1,000,028 1,955,324 

 ２ 住宅等サービス原価  269,271 257,446 454,044 

   売上原価計   1,307,884 62.2 1,257,474 62.7  2,409,368 64.5

  売上総利益    

完成工事総利益  304,005 289,151 589,483 

住宅等サービス 
総利益 

 490,408 459,547 736,962 

売上総利益計   794,413 37.8 748,699 37.3  1,326,446 35.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   613,559 29.2 619,647 30.9  1,167,763 31.3

営業利益   180,853 8.6 129,051 6.4  158,682 4.2

Ⅳ 営業外収益 ※１  66,840 3.1 63,837 3.2  81,049 2.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  2,909 0.1 4,795 0.2  5,700 0.1

経常利益   244,784 11.6 188,094 9.4  234,031 6.3

Ⅵ 特別利益   10,119 0.5 6,272 0.3  10,409 0.2

Ⅶ 特別損失 ※３  350 0.0 38,251 1.9  652 0.0

税引前中間(当期) 
純利益 

  254,554 12.1 156,115 7.8  243,789 6.5

法人税、住民税 
及び事業税 

 120,693 33,317 105,062 

法人税等調整額  △17,708 102,984 4.9 16,725 50,042 2.5 △10,898 94,164 2.5

中間(当期)純利益   151,569 7.2 106,072 5.3  149,624 4.0

前期繰越利益   183,285 －  183,285

中間(当期)未処分 
利益 

  334,855 －  332,910
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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 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(千円) 186,072 145,813 145,813

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当(注) ─ ─ ─

 役員賞与(注) ─ ─ ─

 別途積立金の積立て(注) ─ ─ ─

 中間純利益 ─ ─ ─

 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) 
─ ─ ─

平成18年９月30日残高(千円) 186,072 145,813 145,813

 

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(千円) 13,700 750,000 332,910 1,096,610 △351 1,428,143

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当(注) ─ ─ △16,232 △16,232 ─ △16,232

 役員賞与(注) ─ ─ △5,100 △5,100 ─ △5,100

 別途積立金の積立て(注) ─ 200,000 △200,000 ─ ─ ─

 中間純利益 ─ ─ 106,072 106,072 ─ 106,072

 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) 
─ 200,000 △115,259 84,740 ─ 84,740

平成18年９月30日残高(千円) 13,700 950,000 217,650 1,181,350 △351 1,512,884

 

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(千円) 33,036 33,036 1,461,180

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当(注) ─ ─ △16,232

 役員賞与(注) ─ ─ △5,100

 別途積立金の積立て(注) ─ ─ ─

 中間純利益 ─ ─ 106,072

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
△5,339 △5,339 △5,339

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
△5,339 △5,339 79,401

平成18年９月30日残高(千円) 27,697 27,697 1,540,581

(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 

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) 

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 

同左 

②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) 

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 

同左 

②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) 

(2) たな卸資産 

①原材料 

総平均法による原価法 

②未成工事支出金 

個別法による原価法 

③仕掛品 

個別法による原価法 

④貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

(2) たな卸資産 

①原材料 

同左 

②未成工事支出金 

同左 

③仕掛品 

同左 

④貯蔵品 

同左 

(2) たな卸資産 

①原材料 

同左 

②未成工事支出金 

同左 

③仕掛品 

同左 

④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 

①建物及び構築物 

定額法 

②その他の有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物  11～47年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

①建物及び構築物 

同左 

②その他の有形固定資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

①建物及び構築物 

同左 

②その他の有形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

定額法 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

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。 

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 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えるた

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 

 



ファイル名：個別中間財務諸表の概要1809更新日時：11/11/2006 5:28:00 PM 印刷日時： 最終印刷日時：11/14/2006 2:23:00 PM 

― 8 ― 

  
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) 役員賞与引当金 

役員の賞与の支払に備えるた

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2,940千円減少しております。 

 

―――― 

(4) 工事等補償引当金 

完成工事及び住宅等サービスに

係る瑕疵担保の費用等に備えるた

め、当中間会計期間末に至る１年

間の完成工事高及び住宅等サービ

ス収入に過去の補修費の支出割合

を乗じた額を計上しております。 

(4) 工事等補償引当金 

同左 

(4) 工事等補償引当金 

完成工事及び住宅等サービスに

係る瑕疵担保の費用等に備えるた

め、当期の完成工事高及び住宅等

サービス収入に過去の補修費の支

出割合を乗じた額を計上しており

ます。 

(5) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における退

職給付債務(自己都合要支給額)及

び年金資産に基づき計上しており

ます。ただし、適格退職年金制度

においては、年金資産が退職給付

債務を超過しているため、投資そ

の他の資産(前払年金費用)に

65,535千円を計上しております。 

(5) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における退

職給付債務(自己都合要支給額)及

び年金資産に基づき計上しており

ます。ただし、適格退職年金制度

においては、年金資産が退職給付

債務を超過しているため、投資そ

の他の資産(前払年金費用)に

73,356千円を計上しております。

(5) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債務

(自己都合要支給額)及び年金資産

に基づき計上しております。ただ

し、適格退職年金制度において

は、年金資産が退職給付債務を超

過しているため、投資その他の資

産に前払年金費用として71,956千

円を計上しております。 

(6) 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、内規に基づく中間会計期

間末要支給額を計上しておりま

す。 

(6) 役員退職慰労引当金 

同左 

(6) 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、内規に基づく期末要支給

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 
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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) 

５ 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。 

５ 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 

５ 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 

 

 

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) 

（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。 

これにより損益に与える影響はあ

りません。 

 

―――― 

（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。 

これにより損益に与える影響はあ

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） 

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。 

これまでの資本の部の合計に相当

する金額は1,540,581千円でありま

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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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 

 169,124千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 120,150千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 176,089円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

建物 111,783千円 

土地 222,983千円 

 計 334,767千円 
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

建物 87,310千円

土地 222,983千円

計 310,294千円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

建物 109,311千円

土地 222,983千円

計 332,295千円
 

担保付債務は、次のとおりで

あります。 

短期借入金 150,000千円 

一年以内返済 
予定長期借入 
金 

67,500千円 

長期借入金 90,625千円 

 計 308,125千円 
 

担保付債務は、次のとおりで

あります。 

短期借入金 250,000千円

一年以内返済 
予定長期借入 
金 

60,000千円

長期借入金 30,000千円

計 340,000千円
 

担保付債務は、次のとおりで

あります。 

短期借入金 80,000千円

一年以内返済 
予定長期借入 
金 

64,375千円

長期借入金 60,000千円

計 204,375千円
 

 

―――― 

※３ 中間期末日満期手形の会計処

理ついては、当中間会計期間の

末日は金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたも

のとして処理しております。当

中間期末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。 

受取手形 1,568千円

支払手形 68,212千円
 

 

―――― 

※４ 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、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

 

―――― 
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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 

受取配当金 50,441千円 

受取経営 
指導料 

10,320千円 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取配当金 50,486千円

受取経営 
指導料 

10,320千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取配当金 50,772千円

経営指導料 20,640千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 2,704千円 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 3,375千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 5,378千円
 

 

―――― 

※３ 特別損失の主要項目 

建物等除却損 38,251千円
 

 

―――― 

※４ 売上高の季節的変動 

当社の売上高のうち住宅等サ

ービス収入は、通常の業務形態

として、上半期に業績が集中

し、事業年度の上半期の売上高

と下半期の売上高に著しい相違

があり、業績に季節的変動があ

ります。 

なお、当中間会計期間末に至る

１年間の売上高は、次のとおりで

あります。 

※４ 売上高の季節的変動 

同左 

 

―――― 

前事業年度下 
半期の住宅等 
サービス収入 

417,585千円 

当中間会計期 
間の住宅等サ 
ービス収入 

759,679千円 

計 1,177,264千円 
 

前事業年度下 
半期の住宅等 
サービス収入 

431,327千円

当中間会計期 
間の住宅等サ 
ービス収入 

716,994千円

計 1,148,321千円
 

 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 6,914千円 

無形固定資産 967千円 
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 6,680千円

無形固定資産 795千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 13,935千円

無形固定資産 1,800千円
 

 

（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) 

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(株) 1,180 ─ ─ 1,180

合計 1,180 ─ ─ 1,180
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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 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末 
残高 
相当額 
(千円) 

車両 
運搬具 

64,938 31,681 33,256 

合計 64,938 31,681 33,256 

(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。 

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 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高 
相当額
(千円)

車両 
運搬具

56,035 28,652 27,383

合計 56,035 28,652 27,383

同左 

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 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額
(千円)

車両 
運搬具

63,001 31,370 31,631

合計 63,001 31,370 31,631

(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 

１年内 11,908千円 

１年超 21,348千円 

 合計 33,256千円 

(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。 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 10,256千円

１年超 17,126千円

 合計 27,383千円

同左 

(2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 11,118千円

１年超 20,512千円

 合計 31,631千円

(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) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 7,213千円 

減価償却費 
相当額 

7,213千円 
 

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 5,966千円

減価償却費 
相当額 

5,966千円
 

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 14,019千円

減価償却費 
相当額 

14,019千円
 

(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 

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年内 8,026千円 

１年超 3,084千円 

 合計 11,111千円 
 

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年内 12,439千円

１年超 20,916千円

 合計 33,356千円
 

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年内 9,419千円

１年超 12,020千円

 合計 21,440千円
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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。 

 


