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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 5,817 (3.4) 806 (187.7) 696 (662.3)

17年９月中間期 5,623 (2.3) 280 (△22.8) 91 (△65.2)

18年３月期 11,754 1,148 851

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 281 (－) 30 85

17年９月中間期 △111 (－) △25 47

18年３月期 289 60 32

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 9,126,460株 17年９月中間期 4,374,791株 18年３月期 4,468,774株
②当社は平成18年５月１日付で１株につき２株の株式分割を実施いたしました。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１株当たり中間（当期）純利益は、平成17年９月中間期が△12円74銭、平成18年３月期
は30円16銭となります。

③会計処理の方法の変更 有

④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 21,727 3,766 17.3 412 73
17年９月中間期 21,867 3,219 14.7 705 47
18年３月期 21,022 3,650 17.4 795 51

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 9,126,460株 17年９月中間期 4,563,310株 18年３月期 4,563,230株

②期末自己株式数 18年９月中間期  3,540株 17年９月中間期 1,690株 18年３月期 1,770株
③当社は平成18年５月１日付で１株につき２株の株式分割を実施いたしました。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１株当たり純資産は、平成17年９月中間期が352円74銭、平成18年３月期は397円75銭と
なります。

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 経常利益 当期純利益

  百万円  百万円  百万円

通　期 12,900  1,360  670  
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　73円41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 － 25

19年３月期（実績） － － － － － －

19年３月期（予想） － － － 15 － 15

（注）①18年３月期期末の１株当たり配当金には、上場記念配当５円を含んでおります。また、本日発表の１株につき　
1.2株の株式分割につきましては、考慮しておりません。

      ②19年３月期期末の１株当たり配当金は、本日発表の１株につき1.2株の株式分割を考慮しております。
※　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。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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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）
対前中間期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   3,453,683   2,348,283    2,283,544  

２．受取手形 ※４  1,409,432   1,479,517    1,529,245  

３．売掛金   2,643,356   2,727,658    2,784,100  

４．たな卸資産   186,397   208,707    177,162  

５．繰延税金資産   100,651   85,815    107,505  

６．その他 ※２  639,462   661,871    503,919  

貸倒引当金   △195,016   △163,989    △182,880  

流動資産合計   8,237,966 37.7  7,347,865 33.8 △890,101  7,202,598 34.3

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）賃貸資産  19,025,022   19,486,850    19,124,208   

減価償却累計額  11,147,721 7,877,301  10,662,168 8,824,682   10,946,373 8,177,834  

(2）土地   2,511,966   2,517,966    2,511,966  

(3）建設仮勘定   162,660   282,995    162,660  

(4）その他  2,292,958   2,299,625    2,265,221   

減価償却累計額 ※６ 1,413,560 879,398  1,436,241 863,383   1,451,723 813,497  

有形固定資産合計   11,431,325   12,489,027  1,057,701  11,665,958  

２．無形固定資産   650,037   664,167  14,129  668,688  

３．投資その他の資産            

(1）繰延税金資産   297,775   74,380    279,098  

(2）その他 ※１  1,658,008   1,466,994    1,581,902  

貸倒引当金   △407,537   △315,223    △376,107  

投資その他の資産
合計

  1,548,245   1,226,151  △322,093  1,484,894  

固定資産合計   13,629,608 62.3  14,379,346 66.2 749,737  13,819,542 65.7

資産合計   21,867,575 100.0  21,727,211 100.0 △140,363  21,022,140 100.0
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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）
対前中間期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形   626,045   611,434    660,523  

２．買掛金   748,254   627,945    834,582  

３．短期借入金 ※１  650,000   1,400,000    1,600,000  

４．１年以内に償還予
定の社債

  180,000   220,000    180,000  

５．１年以内に返済予
定の長期借入金

※１  4,418,300   3,729,900    3,341,300  

６．未払金   －   1,222,770    －  

７．未払法人税等   50,719   54,705    295,828  

８．賞与引当金   98,826   102,822    88,148  

９．設備支払手形   1,166,118   756,192    922,425  

10．その他   639,968   260,600    599,432  

流動負債合計   8,578,233 39.2  8,986,371 41.4 408,137  8,522,241 40.5

Ⅱ　固定負債            

１．社債   2,420,000   2,900,000    2,330,000  

２．長期借入金 ※１  5,936,900   4,986,300    4,878,800  

３．退職給付引当金   72,517   85,164    56,565  

４．役員退職慰労引当
金

  533,500   99,200    543,700  

５．長期設備支払手形   847,501   327,383    552,492  

６．その他   259,632   576,019    488,257  

固定負債合計   10,070,051 46.1  8,974,067 41.3 △1,095,984  8,849,814 42.1

負債合計   18,648,284 85.3  17,960,438 82.7 △687,846  17,372,055 82.6

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   519,750 2.4  － － △519,750  519,750 2.5

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  557,750   －    557,750   

資本剰余金合計   557,750 2.6  － － △557,750  557,750 2.7

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  76,812   －    76,812   

２．任意積立金            

別途積立金  2,010,000   －    2,010,000   

３．中間（当期）未処
分利益又は中間未
処理損失（△）

 △21,668   －    379,318   

利益剰余金合計   2,065,143 9.4  － － △2,065,143  2,466,130 11.7

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  77,607 0.3  － － △77,607  107,526 0.5

Ⅴ　自己株式   △960 △0.0  － － 960  △1,072 △0.0

資本合計   3,219,290 14.7  － － △3,219,290  3,650,084 17.4

負債資本合計   21,867,575 100.0  － － △21,867,575  21,022,140 100.0

            

－ 38 －



  
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）
対前中間期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  519,750 2.4 519,750  － －

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  －   557,750    －   

資本剰余金合計   － －  557,750 2.6 557,750  － －

３．利益剰余金            

(1）利益準備金  －   76,812    －   

(2）その他利益剰余
金

           

別途積立金  －   2,010,000    －   

繰越利益剰余金  －   526,829    －   

利益剰余金合計   － －  2,613,641 12.0 2,613,641  － －

４．自己株式   － －  △1,072 △0.0 △1,072  － －

株主資本合計   － －  3,690,069 17.0 3,690,069  － －

Ⅱ　評価・換算差額等　            

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  76,770 0.3 76,770  － －

２．繰延ヘッジ損益   － －  △66 △0.0 △66  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  76,703 0.3 76,703  － －

純資産合計   － －  3,766,773 17.3 3,766,773  － －

負債純資産合計   － －  21,727,211 100.0 21,727,211  － －
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   5,623,827 100.0  5,817,101 100.0 193,273  11,754,655 100.0

Ⅱ　売上原価   3,584,882 63.7  3,318,435 57.0 △266,446  7,313,072 62.2

売上総利益   2,038,945 36.3  2,498,665 43.0 459,720  4,441,582 37.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  1,758,785 31.3  1,692,636 29.1 △66,249  3,293,555 28.0

営業利益   280,159 5.0  806,029 13.9 525,870  1,148,027 9.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  63,387 1.1  83,483 1.4 20,096  159,496 1.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  252,149 4.5  192,763 3.3 △59,386  455,970 3.9

経常利益   91,396 1.6  696,750 12.0 605,353  851,553 7.2

Ⅵ　特別損失 ※3.4  152,358 2.7  124,267 2.1 △28,091  191,824 1.6

税引前中間
（当期）純利
益又は税引前
中間純損失
（△）

  △60,961 △1.1  572,483 9.8 633,445  659,728 5.6

法人税、住民
税及び事業税

 44,781   43,328    373,196   

法人税等調整
額

 5,694 50,476 0.9 247,563 290,891 5.0 240,415 △3,017 370,179 3.1

中間（当期）
純利益又は中
間純損失（△)

  △111,438 △2.0  281,591 4.8 393,030  289,548 2.5

前期繰越利益   89,769   － － －  89,769  

中間（当期）
未処分利益又
は中間未処理
損失（△）

  △21,668   － － －  379,318  
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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）
519,750 557,750 557,750 76,812 2,010,000 379,318 2,466,130 △1,072 3,542,558

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）      △114,080 △114,080  △114,080

役員賞与（千円）      △20,000 △20,000  △20,000

中間純利益（千円）      281,591 281,591  281,591

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）

（千円）

         

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
     147,510 147,510  147,510

平成18年９月30日　残高

（千円）
519,750 557,750 557,750 76,812 2,010,000 526,829 2,613,641 △1,072 3,690,069

評価・換算差額等

純資産合計
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

平成18年３月31日　残高

（千円）
107,526 － 107,526 3,650,084

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）    △114,080

役員賞与（千円）    △20,000

中間純利益（千円）    281,591

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△30,755 △66 △30,822 △30,822

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△30,755 △66 △30,822 116,688

平成18年９月30日　残高

（千円）
76,770 △66 76,703 3,766,773

（注）　剰余金の配当及び役員賞与は平成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

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

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

 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定して

おります。）

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定し

ております。）

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定しており

ます。）　

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

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

商品

　移動平均法による原価法

(3）たな卸資産

商品

同左

(3）たな卸資産

商品

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

　定率法を採用しております。

　ただし、賃貸資産及び平成10年

４月１日以後取得した建物（附属

設備を除く）については、定額法

を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

賃貸資産　　　　　 ３～８年

建物及び構築物　　 ７～24年

機械装置及び運搬具

４～15年

　また、取得価額が10万円以上20

万円未満の資産については、３年

で均等償却する方法を採用してお

ります。

(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

　ソフトウェア（自社利用）につ

いては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用

しております。

(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

　売上債権、貸付金等の貸倒損失

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、支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上して

おります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

当事業年度の負担額を計上してお

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）

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末の簡便法による

退職給付債務及び年金資産の額に

基づき計上しております。

(3）退職給付引当金

　当社は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

る退職給付債務及び年金資産の見

込額等に基づき、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。

　数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌事業年度から処理

することとしております。 

 (会計処理の変更）

　従来、退職給付債務の計算方法

については簡便法を使用しており

ましたが、当中間会計期間より原

則法に変更しております。

　この変更は、退職給付債務を原

則法で計算することにより、退職

給付債務算定の精度を高め、退職

給付費用の期間帰属をより適正に

処理するとともに財務内容の一層

の健全化を図るため、原則法に変

更いたしました。

　この変更に伴い、従来と同一の

方法によった場合に比べ、販売費

及び一般管理費が、7,600千円減

少し、当中間会計期間の期首にお

ける簡便法による退職給付債務額

と原則法による退職給付債務額と

の差額を特別損失に、26,179千円

計上しているため、営業利益及び

経常利益がそれぞれ7,600千円増

加し、税引前中間純利益が、

18,578千円減少しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末の簡便法による退職

給付債務及び年金資産の額に基づ

き計上しております。　

 (4）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。　

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。

同左 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。

(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…金利キャップ、

金利スワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利キャップ、

金利スワップ

ヘッジ対象…借入金 ヘッジ対象…借入金 ヘッジ対象…借入金

 (3）ヘッジ方針

　金利リスクの低減のため、対象

債務の範囲内でヘッジを行ってお

ります。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間にかかるキャッ

シュ・フロー変動額の累計を比較

する方法によっております。

(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
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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）

６．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

　税抜方式によっております。 

 なお、仮受消費税等及び仮払消費

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。

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。 

 なお、仮受消費税等及び仮払消費

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。

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。　
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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）

　当中間会計期間より、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」（企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。

　これにより税引前中間純損失は125,836千円

増加しております。

　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各資産の減価償却

累計額に含めて表示しております。

────── (固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、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」（企業会計基準適用指針第６号

　平成15年10月31日）を適用しております。

　これにより税引前当期純利益は125,836千円

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各資産の減価償却累計

額に含めて表示しております。

──────  (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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,766,839千円であります。

　なお、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貸借対照表の純資産

の部については、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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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）

　前中間会計期間において流動負債の「その他」に含め

て表示しておりました「賞与引当金」は、内容をより明

瞭に表示するため、当中間会計期間より区分掲記してお

ります。なお、前中間会計期間の賞与引当金は94,413千

円であります。

（中間貸借対照表）

前中間会計期間末において流動負債の「その他」に含

めて表示しておりました「未払金」は、当中間会計期間

末において、負債純資産合計額の100分の５を超えたた

め区分掲記しました。

　なお、前中間会計期間末における「未払金」の金額は、

522,309千円であります。　
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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31日）

（スプレッド方式による新株発行） ────── （スプレッド方式による新株発行）

平成17年６月９日に実施した有償一般募集

による新株式発行（500,000株）は、引受証

券会社が引受価額（1,122円）で買取引受を

行い、当該引受価額とは異なる発行価格

（1,200円）で一般投資家に販売するスプ

レッド方式によっております。

 スプレッド方式では、発行価格と引受価額

との差額39,000千円が事実上の引受手数料で

あり、引受価額と同一の発行価格で一般投資

家に販売する従来の方式であれば新株発行費

として処理されていたものであります。

　このため、従来の方式によった場合に比べ、

新株発行費の額と資本金及び資本準備金合計

額は、それぞれ39,000千円少なく計上されて

おります。その結果、経常利益は同額多く計

上され、税引前中間純損失は同額少なく計上

されております。

平成17年６月９日に実施した有償一般募集

による新株式発行（500,000株）は、引受証

券会社が引受価額（1,122円）で買取引受を

行い、当該引受価額とは異なる発行価格

（1,200円）で一般投資家に販売するスプ

レッド方式によっております。

 スプレッド方式では、発行価格と引受価額

との差額39,000千円が事実上の引受手数料で

あり、引受価額と同一の発行価格で一般投資

家に販売する従来の方式であれば新株発行費

として処理されていたものであります。

　このため、従来の方式によった場合に比べ、

新株発行費の額と資本金及び資本準備金合計

額は、それぞれ39,000千円少なく計上されて

おります。その結果、経常利益は同額多く計

上され、税引前当期純利益は同額多く計上さ

れております。
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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 ※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産

賃貸資産 1,259,804千円

建物 138,969

土地 544,687

投資有価証券 57,961

計 2,001,422

賃貸資産   749,081千円

建物 131,948

土地 544,687

計 1,425,717

賃貸資産  812,617千円

建物 135,513

土地 544,687

計 1,492,818

　上記を短期借入金400,000千円、１年以

内に返済予定の長期借入金1,484,400　　

　　千円、長期借入金811,200千円の担保

に供しています。

　上記を短期借入金200,000千円の担保に

供しています。

　上記を短期借入金600,000千円の担保に

供しています。

※２．劣後信託受益権

　流動資産の「その他」の中には、信託方

式による受取手形債権の流動化に伴い保有

する劣後信託受益権（187,083千円）が含

まれております。

※２．劣後信託受益権

　流動資産の「その他」の中には、信託方

式による受取手形債権の流動化に伴い保有

する劣後信託受益権（410,906千円）が含

まれております。

※２．劣後信託受益権

　流動資産の「その他」の中には、信託方

式による受取手形債権の流動化に伴い保有

する劣後信託受益権（148,270千円）が含

まれております。

  ３．保証債務

　関係会社の金融機関からの借入金、リー

ス債務に対する保証

  ３．保証債務

　関係会社の金融機関からの借入金、リー

ス債務に対する保証

  ３．保証債務

　関係会社の金融機関からの借入金、リー

ス債務に対する保証

㈱キャディアン 100,573千円 ㈱キャディアン        70,245千円 ㈱キャディアン        80,409千円

※４．  　　　　────── ※４．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、次の満期手形が中間会

計期間末日残高に含まれております。

受取手形 43,591千円

※４．  　　　　──────

  ５．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と貸出コミットメント契

約を締結しております。これら契約に基づ

く当中間会計期間末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

  ５．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と貸出コミットメント契

約を締結しております。これら契約に基づ

く当中間会計期間末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

  ５． 　　　　──────

貸出コミットメン

トの総額
1,200,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,200,000千円

貸出コミットメン

トの総額
1,200,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,200,000千円

※６．減価償却累計額には、減損損失累計額が

含まれております。

※６．減価償却累計額には、減損損失累計額が

含まれております。

※６．減価償却累計額には、減損損失累計額が

含まれております。
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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 ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 6,120千円

受取配当金 5,715

賃貸資産受入益 13,207

受取賃貸料 16,549

受取利息      5,610千円

受取配当金 1,922

賃貸資産受入益 22,721

受取賃貸料 19,226

受取利息      14,552千円

受取配当金 6,747

賃貸資産受入益 33,390

受取賃貸料 35,965

保険解約返戻金 23,120

※２.営業外費用のうち主要なもの ※２.営業外費用のうち主要なもの ※２.営業外費用のうち主要なもの

支払利息 133,157千円

支払手数料 27,268

社債発行費 28,061

株式上場費用 31,901

支払利息    107,667千円

社債利息 10,949

支払手数料 25,505

社債発行費 13,117

支払利息 255,430千円

社債利息 18,532

支払手数料 49,715

社債発行費 28,061

株式上場費用 31,901

※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 26,522千円

減損損失 125,836

固定資産除却損  12,438千円

役員退職慰労金 67,900

退職給付費用 26,179

固定資産除却損 37,597千円

関係会社株式評価損 25,390

減損損失 125,836

※４．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ま

した。

(1）減損損失を認識した主な資産

 場所 用途  種類

大阪府吹田市 賃貸用駐車場 土地

広島県東広島

市

賃貸用マン

ション
土地及び建物

名古屋市東区
賃貸用マン

ション
土地及び建物

青森県青森市
賃貸用機材セ

ンター

借地権、建物

及び構築物

(2）減損損失の認識に至った経緯

　　　当該賃貸用資産に係る継続的な地価の下

落及び当初想定していた収益が見込めなく

なったこと等により、減損損失を認識して

おります。

(3）減損損失の金額

土地 89,002千円

建物

構築物

11,851

21,469

借地権 3,512

合計 125,836

(4）資産グルーピングの方法

　　　当社の減損会計適用にあたっての資産の

グルーピングは、継続的に損益の把握を実

施している単位を基礎としております。具

体的には事業用資産は主として地域性をも

とに区分した地域ブロック単位毎に、賃貸

用資産は物件毎に、資産のグルーピングを

行っております。

(5）回収可能価額の見積り方法

　　　当資産グループの回収可能価額は、正味

売却価額により測定しており、時価は不動

産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額等を基

礎として評価しております。

※４．　　　　　────── ※４．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ました。

(1）減損損失を認識した主な資産

 場所 用途  種類

大阪府吹田市 賃貸用駐車場 土地

広島県東広島

市

賃貸用マン

ション
土地及び建物

名古屋市東区
賃貸用マン

ション
土地及び建物

青森県青森市
賃貸用機材セ

ンター

借地権、建物

及び構築物

(2）減損損失の認識に至った経緯

　　　当該賃貸用資産に係る継続的な地価の下

落及び当初想定していた収益が見込めなく

なったこと等により、減損損失を認識して

おります。

(3）減損損失の金額

土地       89,002千円

建物

構築物

11,851

21,469

借地権 3,512

合計 125,836

(4）資産グルーピングの方法

　　　当社の減損会計適用にあたっての資産の

グルーピングは、継続的に損益の把握を実

施している単位を基礎としております。具

体的には事業用資産は主として地域性をも

とに区分した地域ブロック単位毎に、賃貸

用資産は物件毎に、資産のグルーピングを

行っております。

(5）回収可能価額の見積り方法

　　　当資産グループの回収可能価額は、正味

売却価額により測定しており、時価は不動

産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額等を基

礎として評価しております。

  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 731,792千円

無形固定資産 6,292

有形固定資産 812,183千円

無形固定資産 7,320

有形固定資産 1,521,931千円

無形固定資産 13,251
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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　（注） 1,770 1,770 － 3,540

 　　　　合計 1,770 1,770 － 3,540

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加1,770株は、株式分割（１：２）によるものであります。
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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）

(借主側） (借主側） (借主側）

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

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

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

(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）

中間期末
残高相当
額
（千円）

有形固定資
産のその他
及び無形固
定資産

276,832 198,024 78,808

 
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）

有形固定資
産のその他
及び無形固
定資産

229,236 156,489 72,746

 
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）

有形固定資
産のその他
及び無形固
定資産

282,232 220,663 61,569

（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

み法により算出しております。

（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

り算出しております。

(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

１年内 49,838千円

１年超 53,740千円

合計 103,578千円

１年内       43,070千円

１年超       43,950千円

合計        87,021千円

１年内       42,855千円

１年超       38,237千円

合計        81,092千円

（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出して

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出しております。

(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）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 29,051千円

減価償却費相当額 29,051千円

支払リース料       20,664千円

減価償却費相当額       20,664千円

支払リース料       51,365千円

減価償却費相当額       51,365千円

(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

（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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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） (貸主側） (貸主側） 

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

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

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

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

１年内 10,495千円

１年超 14,275千円

合計 24,770千円

１年内       10,231千円

１年超       4,043千円

合計       14,275千円

１年内       10,495千円

１年超       9,027千円

合計       19,522千円

（注）上記はすべて転貸リース取引に係る貸主

側の未経過リース料中間期末残高相当額

であります。

　なお、当該転貸リース取引はおおむね

同一の条件で第三者にリースしているの

でほぼ同額の残高が上記の借主側の未経

過リース料中間期末残高相当額に含まれ

ております。

（注）　　　　　　同左 （注）上記はすべて転貸リース取引に係る貸主

側の未経過リース料期末残高相当額であ

ります。

　なお、当該転貸リース取引はおおむね

同一の条件で第三者にリースしているの

でほぼ同額の残高が上記の借主側の未経

過リース料期末残高相当額に含まれてお

ります。

（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、当中間会計期間及び前事業年度において子会社株式及び関連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）

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 705円47銭

１株当たり中間純損失金額 25円47銭

１株当たり純資産額    412円73銭

１株当たり中間純利益金額   30円85銭

１株当たり純資産額 795円51銭

１株当たり当期純利益金額 60円32銭

　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、１株当たり中間純損失であり、

また、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

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。

　当社は、平成18年５月１日付で株式１株につ

き２株の株式分割を行っております。当該株式

分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株

当たり情報については、以下のとおりでありま

す

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

 352円74銭 397円75銭

１株当たり中間純損

失金額

１株当たり当期純利

益金額

 12円74銭  30円16銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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）純利益金額又は1株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

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)

中間（当期）純利益又は中間純損失（△）

（千円）
△111,438 281,591 289,548

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 20,000

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (20,000)  

普通株式に係る中間（当期）純利益又は

普通株式に係る中間純損失（△)

（千円）

△111,438 281,591 269,548

期中平均株式数（千株） 4,374 9,126 4,468
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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）

　　　　　 ────── 　　　　　 ────── １．ＡＲＳエンタープライズ㈱との合併

  当社は、屋根材の賃貸及び販売事業拡大の

スピード化を図るため、当社の100％出資子

会社であるＡＲＳエンタープライズ㈱を、平

成18年４月１日付をもって、旧商法第413条

ノ３第１項に定める簡易合併の方法により吸

収合併いたしました。

  合併契約の概要は次のとおりであります。

 ①　合併期日　　

 平成18年４月１日

 ②　合併の形態    

当社を存続会社とし、ＡＲＳエンタープ

ライズ㈱を消滅会社とする吸収合併とし、

合併による新株の発行および資本金の増加

はありません。

 ③　財産の引継

 合併期日においてＡＲＳエンタープライ

ズ㈱の資産・負債および権利義務の一切を

承継しました。

なお、ＡＲＳエンタープライズ㈱の平成18

年３月31日現在の財政状況は次のとおりで

あります。

資産合計　25,321千円

負債合計　　 711千円

資本合計　24,609千円 

２．当社は、平成18年３月23日開催の取締役

会決議に基づき、平成18年５月１日付をもっ

て次のとおり株式分割（無償交付）を行って

おります。

(1）株式分割の目的

株主への利益の還元、株式の流動性の向

上、投資家層の拡大を図ります。

(2）株式分割の概要

①　分割の方法

　平成18年４月30日最終の株主名簿お

よび実質株主名簿に記載または記録さ

れた株主の所有株式数を、１株につき

２株の割合を持って分割いたします。

②　分割により増加する株式数

普通株式　　4,565,000株

③　効力発生日

平成18年５月１日

④　配当起算日

平成18年４月１日
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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　当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前事業年度における１株当

たり情報および当期首に行われたと仮定

した場合の当事業年度における１株当た

り情報は、それぞれ以下のとおりとなり

ます。 

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

347円13銭 397円75銭

１株当たり当期純利

益金額

１株当たり当期純利

益金額

30円80銭 30円16銭

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。
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