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１．平成18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日）
(1）連結経営成績 （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 17,454 (   4.9) 1,812 ( △3.9) 1,926 (    3.0)

17年9月中間期 16,645 ( △6.4) 1,886 ( 281.3) 1,870 (2,291.9)

18年3月期 33,300 3,502 3,180

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年9月中間期 2,696 (  33.8) 24 81 24 79

17年9月中間期 2,015 (   － ) 55 63 － －

18年3月期 8,635 79 44 － －

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 －百万円 17年9月中間期 －百万円 18年3月期 －百万円
②期中平均株式数（連結）18年9月中間期108,696,901株 17年9月中間期36,236,966株 18年3月期108,705,042株
③会計処理の方法の変更 無
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。
⑤平成17年11月21日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割しております。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連結会計年度における１株当たり中間純利益は、18円54銭であります。

(2）連結財政状態 （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 20,848 9,534 45.7 87 72

17年9月中間期 21,847 538 2.5 14 86

18年3月期 27,029 7,246 26.8 66 67

（注）①期末発行済株式数（連結）18年9月中間期 108,696,802株 17年9月中間期36,233,642株 18年3月期 108,696,938株
②平成17年11月21日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割しております。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連結会計年度における１株当たり純資産は、4円95銭であります。

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年9月中間期 1,550 5,975 △9,326 2,612

17年9月中間期 1,517 1,053 △1,942 3,678

18年3月期 3,380 987 △3,005 4,412

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 １社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年3月期の連結業績予想（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 36,200 3,600 3,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　   27円  60銭
※　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７ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グル－プ（当社及び当社の関係会社）は、大新東株式会社（当社）及び連結子会社であります大新東ヒューマン

サ－ビス㈱により構成されており、事業は、自家用自動車管理事業、社会サ－ビス事業、不動産事業の業務を営んでお

ります。

　当社グル－プ事業の内容と当社及び関係会社の当該事業に係る位置づけは、次のとおりであり、事業の種類別セグメ

ントと同一の事業区分であります。

事業の種類別セグメント 事業内容 会社名

自家用自動車管理事業 官公庁、民間企業の役員車及び送迎バス等
車両の運行から保守管理、補償にいたるま
での業務の請負

当社

社会サ－ビス事業 社員寮・保養所・研修所等の管理業務及び
警備・清掃、施設点検等の各種サ－ビス業
務の請負並びに学校・保育園等の給食業務
の請負、人材派遣業

当社
大新東ヒューマンサ－ビス㈱

不動産事業 不動産の賃貸借、管理及び土木・建築工事
の設計、監理及び請負

当社
 

なお、事業系統図は次の通りであります。

 

ユ 
ー 

ザ 

ー

 

当社 

・自家用自動車管理事業 

・社会サービス事業 

・不動産事業 

（連結子会社） 
大新東ヒューマンサービス㈱ 

・社会サービス事業 
 

 

自動車管理 
要務･施設 

管理請負 
不動産賃貸 
建築請負 

要務･施設 
管理請負 

人材派遣 

業務委託 

（親会社） 
㈱カレイド・ホールディングス 

（親会社） 
カレイドＤＳＴ㈲ 

出資 

出資 
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

　当社グループは、「企業の経営合理化、官公庁・自治体の行財政改革のビジネスパートナーとして、価値あるサー

ビスの提供と新たなる事業の創造を通して豊かな社会の実現に貢献する」という経営理念を全役職員に徹底し、業績

向上に努めることを基本方針としております。

(2）利益配分に関する基本方針

　利益配分につきましては、株主への利益還元と経営基盤強化のための内部留保、さらには社員への還元をバランス

良く三位一体で捉え、継続的な収益拡大と事業の強化を図ることを方針としております。

　今後におきましてもこの方針に基づき、業績動向や財務状況を勘案しつつ、利益に応じた適正な配当に努めてまい

ります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　幅広い投資家の皆様に株主として参加していただき、株式の流動性を高めていく事は、株主の皆様の利益確保の面

からも重要であると認識しております。

  この方針に基づき、前期において株式分割や単元株の引下げ等の施策を実行し、現在の当社株式は投資しやすい単

位であると認識しておりますが、今後も株価水準を見極めつつ、市場動向や流動性を勘案して柔軟に対応してまいり

ます。

(4）目標とする経営指標

　当社グループの目標とする経営指標は、①量的拡大目標数値、②収益目標数値、③財務目標数値に大別され、当連

結会計年度における各目標の内容と当中間連結会計期間の進捗状況は以下のとおりであります。また、ＲＯＥ（株主

資本利益率）やＲＯＡ（総資産利益率）につきましても更なる向上を目指してまいります。

 
平成18年3月期

（ご参考）

期初目標数値

（年度目標）

当中間連結会計

期間末数値

 ① 量的拡大目標数値

 車両管理台数 3,684台 3,900台 3,883台 

 社会サービス管理人員 3,215人 3,700人 3,770人 

 ② 収益目標数値

 売上高 333億円 362億円 174億円 

 経常利益 31億円 36億円 19億円 

 経常利益率 9.5％ 10.0％ 11.0％ 

 ③ 財務目標数値

 自己資本 72億円 92億円 95億円 

 借入金 165億円 95億円 75億円 

(5）対処すべき課題と経営戦略

  当社グループの営む自家用自動車管理事業及び社会サービス事業においては、官公庁・自治体の行財政改革の進展

により、コスト削減ニーズの拡大が見込まれております。また、民間セクターにおいても、国内景気の回復により、

アウトソーシングへのニーズが増加傾向にあります。このような環境下、同業他社や地場中小事業者の乱立により、

今後より一層の競争激化が見込まれております。競争激化は契約単価の引下げの要因となり、且つ顧客ニーズの高度

化にも繋がると考えております。

  当社グループといたしましては、これらの課題に対処すべく、多岐にわたる業務を一括して受注するシステムを構

築するとともに、サービスの質に対する顧客ニーズに対応すべく社員教育にも注力し、サービス水準の高度化を目指

しております。また、これらに加え、健康づくりを目的としたヘルスマネージメントプランや、自然災害等の非常時

の緊急援助を目的としたサービスの実施・導入等、新商品の創出を行うことにより新たな価値の創造を目指してまい

ります。

  このような事業の高度化・多様化による新たな価値の創造により、同業他社との差別化を実現し、多種多様な顧客

のニーズに包括的に応え、収益強化を図ってまいります。
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(6）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の議決権所有割

合（％）

親会社等が発行する株券が上場

されている証券取引所等

 カレイドＤＳＴ有限会社 親会社 80.0 なし

 株式会社カレイド・ホールディングス 親会社
80.0

（80.0）
なし

（注）親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接所有割合であります。

②　親会社等のうち、当社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由

  上記親会社２社のうち、当社に与える影響が大きいのは、カレイドＤＳＴ有限会社であります。カレイドＤＳ

Ｔ有限会社は、当社への投資のための資金調達を行い、同社が締結している匿名組合契約に基づき株主権行使に

対する意思決定を行う「投資委員会」を社内に設置するとともに、当社に対して経営又は技術の指導を実施する

機能を担っているためであります。

③　親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係

  カレイドＤＳＴ㈲及び㈱カレイド・ホールディングス（以下、併せてカレイドという。）は当社の親会社に該

当いたします。当社の取締役９名のうち、３名がカレイドの役員あるいは従業員を兼務しており、企業価値の向

上に向けた様々なノウハウやネットワークの提供を受けております。一方、全取締役のうち過半数以上はカレイ

ドとは関係がない為、カレイドからは一定の独立性を確保しております。なお、当社はカレイドとの間にその他

の関係（賃借、保証、ライセンスの供与、営業取引）はございません。

（役員の兼務状況）

役員 氏名
親会社又はそのグループ企業での

役職
就任理由

 代表取締役 川島 隆明 

 カレイドDST㈲ 

   取締役 

 ㈱カレイド・ホールディングス 

   代表取締役 

経営体制の強化及び企業価値向上に向けたノウハ

ウの提供を受けるため当社から就任を依頼

 取締役 秋葉 正範
 ㈱カレイド・ホールディングス 

   パートナー
同上

 取締役 重山 祥一
 ㈱カレイド・ホールディングス 

   プリンシパル
同上

④　親会社等との取引に関する事項

  該当事項はありません。

(7）内部管理体制の整備・運用状況

①　内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規定の整備状況その他内部管理体制の整備の状

況

  当社は、コーポレート・ガバナンスの具体的施策として内部管理体制の強化のための牽制組織の整備を行って

おります。その内容は別途公表しておりますコーポレート・ガバナンス報告書の「内部統制システムに関する基

本的な考え方及びその整備状況」をご参照ください。

  管理部門とそれ以外の業務部門との関係につきましては、総務・人事グループ、経理・財務グループからなる

管理部門が他の業務部門から独立して管理業務を行っており、さらに内部監査室、リスク管理を担当するコンプ

ライアンス推進室は取締役会直轄の部署として、管理部門、業務部門にも属さず、牽制機能を強化するために完

全分離しております。

②　内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

  監査計画に基づく内部監査を実施し、法令や当社の規定に基づく業務執行を指導監督し、監査結果を経営者に

報告しております。また、平成18年５月19日に「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会で決議し、公表

しております。当社はこの方針に基づき内部管理体制及び諸規定の見直し等を実施しております。
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３．経営成績および財政状態

(1）経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰やゼロ金利解除による金利上昇等の懸念材料があるも

のの、好調な企業業績を背景に、雇用環境や個人所得の改善により個人消費も引続き堅調に推移し、景気は緩やかな

回復基調を維持しております。

  このような情勢のもと、当社グループは、さらなる業容拡大とサービスの高度化を推し進めるべく、当社が得意と

する幅広い業務の一括受託を官民問わず全国規模で展開いたしました。具体的には、民間営業強化策として民間営業

推進対策本部を設置し、新規営業強化と業務管理の強化を図り、収益の拡大と解約防止に努めました。また、自治体

営業強化策として自治体営業推進本部を設置して、行財政改革で急拡大が見込まれる自治体のアウトソーシング需要

を積極的に取り込むべく、これまで一括受託実績の無かった政令指定都市や地方中核都市への提案営業を強化いたし

ました。また、サービスの高度化については、株式会社デサントとの業務提携による自治体向けの介護予防事業のほ

か、スポットビジネス推進のためのコンドラネット（インターネットを通じた顧客と運転士のマッチングシステム）

等を構築・稼動いたしました。

  この結果、売上高は174億54百万円（前年同期比4.9％増）、経常利益は19億26百万円（前年同期比3.0％増）となり

ました。

  財務面におきましては、当中間連結会計期間において旧本社ビルの売却を実施し、それにより得た資金60億円と余

剰資金等による繰上返済の結果、借入金が90億円減少いたしました。これにより、前連結会計年度末に197億83百万円

であった負債合計が、当中間連結会計期間末では113億13百万円となり、大幅な負債の圧縮を行いました。

  また、当該売却による固定資産売却益10億29百万円の計上により、中間純利益は26億96百万円（前年同期比33.8％

増）となりました。

  なお、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

 ① 自家用自動車管理事業

　当事業におきましては、昨年に引続き官公庁・自治体営業への注力と、回復基調にある民間セクターの需要を取り

込むための積極的な営業を推進してまいりました。その結果、当中間連結会計期間の新規の契約台数は481台（前年同

期比123台増）となり、内訳は官公庁・自治体が261台、民間企業が220台と、その成果が着実に現れてまいりました。

また、解約台数は282台と前年同期に比べ11台減少し、当中間連結会計期間末の管理台数は3,883台（前年同期比231台

増）と大幅に増加いたしました。

  一方コスト面におきましては、下げ止まり感は見え始めたものの、同業他社及び周辺業種の参入等での競争激化に

よる契約単価の引下げが依然として続き、原価率上昇の要因となっておりますが、コストの構造改善と削減により収

益確保に努めました。

  この結果、売上高は123億11百万円（前年同期比2.5％増）営業利益は18億01百万円（前年同期比9.5％増）となりま

した。

 ② 社会サービス事業

　 当事業におきましては、昨年に引続き地方自治体の行財政改革推進によるアウトソーシングの需要が増加いたしま

した。北海道湧別町から体育館、町営プール、文化センターなど16施設の維持・管理、兵庫県明石市からは市立図書

館の運営業務など、全国の９地方自治体から新たに指定管理者として指定を受けました。全体としては、当中間連結

会計期間の新規の契約人数は939人（前年同期比13人増）、解約人数は384人（前年同期比23人減）となり、当中間連

結会計期間末の管理人数は3,770人（前年同期比515人増）となりました。

  この結果、売上高は51億30百万円（前年同期比14.3％増）営業利益は４億50百万円（前年同期比17.3％増）となり

ました。

 ③ 不動産事業

　当中間連結会計期間の売上は、不動産賃貸収入及び建設工事の請負（雑工事）の受注によるものであります。前中

間連結会計期間に比べ、不動産賃貸収入につきましては、賃貸用固定資産の売却により減少しております。また、建

設工事請負につきましては、建築工事の受注（売上計上は当中間連結会計期間後）による雑工事の減少により、売上

高が減少しております。

  この結果、売上高は74百万円（前年同期比64.1％減）営業利益は0百万円（前年同期比99.2％減）となりました。
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(2）財政状態

　当中間連結会計期間末における資産合計は、本社ビルの売却等による有形固定資産の減少や、余剰資金の繰上返済

等による現金及び預金の減少等により、前連結会計年度末の270億29百万円から208億48百万円に減少いたしました。

また、固定資産売却資金と余剰資金を借入金の返済に充てたことにより、負債合計が197億83百万円から113億13百万

円に減少いたしました。

  純資産の部につきましては、中間純利益26億96百万円の計上等により、前連結会計年度末の72億46百万円から95億

34百万円に増加いたしました。

　当中間連結会計期間のキャッシュ・フロ－の状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フロー

が15億50百万円（前年同期比2.2％増）、投資活動によるキャッシュ・フローが59億75百万円（前年同期比467.0％増）

となった一方、財務活動によるキャッシュ・フローが93億26百万円の支出となったことから、前連結会計年度末から

18億00百万円減少し、26億12百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動から得られた資金は、15億50百万円（前年同期比2.2％増）となりました。これは、主に業績が順調に推移

し、経常利益19億26百万円の計上によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動から得られた資金は、59億75百万円（前年同期比467.0％増）となりました。これは、主に有形固定資産の

売却による収入60億29百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、93億26百万円（前年同期は19億42百万円）となりました。これは、主に借入金の

返済90億00百万円と配当金の支払３億26百万円によるものであります。

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 

 

平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

 中間 期末 中間 期末 中間

 自己資本比率（％） 10.7 △6.7 2.5 26.8 45.7

 時価ベースの自己資本比率（％） 4.6 70.4 113.9 179.8 182.5

 債務償還年数（年） 9.0 9.6 5.8 4.9 2.4

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 8.4 2.5 6.0 7.0 18.6

  自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

（注）１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

３．有利子負債は連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債

を対象としています。

４．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書に記載されている「営

業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。
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(3）通期の見通し

　今期の事業計画は、P５の「３．経営成績及び財政状態 （1）経営成績」に記載のとおり、組織対応による営業体制

の強化、サービスの高度化・多様化による収益拡大の追及に加え、更なるコスト削減、ガバナンス強化による業務プ

ロセスの改善を重点課題として捉え、諸施策を実施しております。当中間連結会計期間末の車両管理台数、社会サー

ビス管理人員数も昨年度に引続き、飛躍的に増加いたしました。下半期におきましても、これらの諸施策を更に強化・

推進し、期初目標の達成に向け業績向上に努める所存でございます。

　したがって、平成19年3月期の通期連結業績予想につきましては、売上高362億円（前年同期比8.7％増）経常利益36

億円（前年同期比13.2％増）当期純利益30億円（前年同期比65.2％減 ※）を見込んでおります。

※ 前連結会計年度については、繰延税金資産の見直しにより、法人税等調整額62億25百万円を計上しております。

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

事項には、以下のようなものがあります。

  なお、将来に関する事項の記載については、当中間連結会計期間末現在において判断したものであります。

① 経済情勢の変動について

　当社グループの主力事業であるアウトソーシング・ビジネスの競合他社とのサービスの格差について、当社のサー

ビスにおける優位性に関し顧客の満足度が得られない場合、契約単価が下落し当社の業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

② 燃料費の高騰について

　自家用自動車管理事業において、原油価格の高騰等によりガソリン、軽油等の仕入原価が増加した場合、基本的

には費用増の相当分を顧客に転嫁させて頂いておりますが、それができない場合には当社の業績に影響を及ぼす可

能性があります。

③ 繰延税金資産について

　当中間連結会計期間末において計上している繰延税金資産については、今後の利益（課税所得）をもって全額回

収可能と考えておりますが、業績や事業計画の達成状況等により影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度末の

要約連結貸借対照表

（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 3,694,337 2,616,303 4,430,787

２．受取手形及び売掛金 3,561,363 3,763,678 3,381,583

３．棚卸資産 ※２ 333,602 55,361 314,434

４．繰延税金資産 － 1,578,888 1,270,874

５．その他 324,908 620,366 238,487

貸倒引当金 △31,489 △5,229 △29,052

流動資産合計 7,882,722 36.1 8,629,367 41.4 9,607,114 35.5

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※1.2 2,990,165 1,271,753 2,566,812

(2）土地 ※２ 6,714,368 1,958,846 5,690,591

(3）その他 ※１ 198,451 9,902,984 45.3 116,083 3,346,683 16.1 155,080 8,412,484 31.1

２．無形固定資産 32,092 0.2 171,251 0.8 189,624 0.7

３．投資その他の資産

(1）繰延税金資産 3,484,593 8,035,587 8,377,832

(2）その他 ※２ 1,188,788 1,307,989 1,072,983

貸倒引当金 △644,103 4,029,278 18.4 △642,374 8,701,202 41.7 △630,318 8,820,498 32.7

固定資産合計 13,964,355 63.9 12,219,137 58.6 17,422,607 64.5

資産合計 21,847,078 100.0 20,848,504 100.0 27,029,722 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 245,200 308,950 269,329

２．短期借入金 ※２ 1,600,000 2,000,000 2,000,000

３．未払費用 1,269,406 1,476,593 1,299,049

４．賞与引当金 604,698 606,228 723,654

５．その他 794,196 1,329,288 898,466

流動負債合計 4,513,501 20.6 5,721,061 27.5 5,190,500 19.2

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 15,960,000 5,500,000 14,500,000

２．退職給付引当金 768,229 － －

３．役員退職引当金 6,016 33,579 32,637

４．その他 60,884 59,224 60,003

固定負債合計 16,795,129 76.9 5,592,803 26.8 14,592,640 54.0

負債合計 21,308,630 97.5 11,313,864 54.3 19,783,140 73.2
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前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度末の

要約連結貸借対照表

（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

（％）

（少数株主持分）

少数株主持分 － － － － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 100,000 0.5 － － 100,000 0.4

Ⅱ　利益剰余金 421,456 1.9 － － 7,040,902 26.0

Ⅲ　その他有価証券評価差

額金
23,767 0.1 － － 114,532 0.4

Ⅳ　自己株式 △6,776 △0.0 － － △8,852 △0.0

資本合計 538,447 2.5 － － 7,246,582 26.8

負債、少数株主持分及

び資本合計
21,847,078 100.0 － － 27,029,722 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 100,000 0.5 － －

２．利益剰余金 － － 9,411,233 45.1 － －

３．自己株式 － － △8,896 △0.0 － －

株主資本合計 － － 9,502,336 45.6 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価

差額金
－ － 32,303 0.1 － －

評価・換算差額合計 － － 32,303 0.1 － －

純資産合計 － － 9,534,639 45.7 － －

負債純資産合計 － － 20,848,504 100.0 － －
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(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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 16,645,821 100.0 17,454,736 100.0 33,300,165 100.0

Ⅱ　売上原価 12,504,343 75.1 13,486,488 77.3 25,165,584 75.6

売上総利益 4,141,477 24.9 3,968,247 22.7 8,134,581 24.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 2,254,754 13.6 2,155,837 12.3 4,632,370 13.9

営業利益 1,886,723 11.3 1,812,409 10.4 3,502,210 10.5

Ⅳ　営業外収益

１．団体定期保険配当金 193,134 182,688 193,134

２．その他 91,730 284,865 1.7 20,704 203,393 1.1 104,779 297,914 0.9

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 247,699 75,857 440,864

２．その他 53,324 301,023 1.8 13,329 89,187 0.5 179,061 619,925 1.9

経常利益 1,870,565 11.2 1,926,614 11.0 3,180,200 9.5

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益  29,838 10,314 40,786

２．固定資産売却益  ※２ 175,235 1,029,185 175,235

３．役員退職引当金戻入
益

2,105 － 2,105

４．退職給付制度移行益 － 207,178 1.3 － 1,039,500 6.0 756,262 974,388 3.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産処分損 ※３ 3,897 25,663 13,530

２．退職給付制度移行損 － 93,869 －

３．減損損失 － － 1,371,712

４．長期前払費用償却 － 3,897 0.0 － 119,533 0.7 250,714 1,635,957 4.9

税金等調整前中間
（当期）純利益

2,073,845 12.5 2,846,581 16.3 2,518,631 7.6

法人税、住民税及び
事業税

58,000 60,000 109,000

法人税等調整額 － 58,000 0.4 90,159 150,159 0.9 △6,225,660 △6,116,660 △18.3

中間（当期）純利益 2,015,845 12.1 2,696,422 15.4 8,635,291 25.9
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

 中間連結剰余金計算書  

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 20,313,137 20,313,137

Ⅱ　資本剰余金減少高

  欠損填補のための取崩高 20,313,137 20,313,137 20,313,137 20,313,137

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）残高 － －

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △21,907,526 △21,907,526

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．資本剰余金取崩による増加高 20,313,137 20,313,137

２．中間（当期）純利益 2,015,845 22,328,983 8,635,291 28,948,428

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期末）残高 421,456 7,040,902

 中間連結株主資本等変動計算書

 当中間連結会計期間（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 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円）　 100,000 7,040,902 △8,852 7,132,049

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） － △326,090 － △326,090

中間純利益 － 2,696,422 － 2,696,422

自己株式の取得 － － △44 △44

株主資本以外の項目の中間連結会計期間
中の変動額（純額）

－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計（千円） － 2,370,331 △44 2,370,287

平成18年９月30日　残高（千円） 　　　 100,000 9,411,233 △8,896 9,502,336

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

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）　　　　 114,532 114,532 7,246,582

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △326,090

中間純利益   2,696,422

自己株式の取得   △44

株主資本以外の項目の中間連結会計期間
中の変動額（純額）

△82,229 △82,229 △82,229

中間連結会計期間中の変動額合計（千円） △82,229 △82,229 2,288,057

平成18年９月30日　残高（千円） 32,303 32,303 9,534,639

 （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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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フ
ロー計算書
(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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純利益 2,073,845 2,846,581 2,518,631

減価償却費 140,929 76,841 269,317

固定資産売却益 △175,235 △1,029,185 △175,235

固定資産処分損 3,897 25,663 13,530

投資有価証券売却損益 △25,544 － △30,090

貸倒引当金の増減額 △32,432 △11,767 △48,654

退職給付引当金の増減額 △2,170 △4,381 △770,399

役員退職引当金の増減額 2,664 5,323 29,285

賞与引当金の増減額 △6,086 △117,425 112,870

受取利息及び受取配当金 △7,822 △3,491 △10,915

支払利息 247,699 75,857 440,864

売上債権の増減額 △222,486 △380,724 △46,316

棚卸資産の増減額 △22,026 △52,220 △2,858

仕入債務の増減額 △243 39,621 23,885

未払消費税等の増減額 95,865 80,317 159,635

減損損失 － － 1,371,712

その他 △260,236 138,883 48,153

小計 1,810,617 1,689,893 3,903,415

利息及び配当金の受取額 9,025 3,492 12,126

利息の支払額 △252,805 △83,379 △482,793

法人税等の支払額 △121,800 △108,717 △124,614

法人税等還付額 72,370 48,782 72,370

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,517,407 1,550,071 3,380,504

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の払戻による収入 － 18,277 －

定期預金等の預入による支出 △2,400 △3,866 △4,413

有形固定資産の取得による支出 △83,082 △18,779 △86,398

有形固定資産の売却による収入 958,580 6,029,426 957,226

投資有価証券の取得による支出 △940 － △1,480

投資有価証券の売却による収入 54,694 － 63,593

その他 127,099 △49,067 58,839

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,053,950 5,975,990 987,368

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － － 16,500,000

長期借入金の返済による支出 △1,940,000 △9,000,000 △19,500,000

配当金の支払額 － △326,090 －

その他 △2,985 △44 △5,061

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,942,985 △9,326,134 △3,005,061

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 628,372 △1,800,073 1,362,810

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,049,700 4,412,511 3,049,700

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高

※ 3,678,073 2,612,438 4,412,511
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社数　　　　１社

連結子会社名

エヌ・アイ・サービス㈱

(1）連結子会社数　　　　１社

連結子会社名

大新東ヒューマンサービス㈱

(1）連結子会社数　　　　１社

連結子会社名

大新東ヒューマンサービス㈱

　平成17年12月１日付でエヌ・

アイ・サービス㈱は大新東

ヒューマンサービス㈱に商号変

更いたしました。

２．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

  連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。

同左 　連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

３．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価

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、売却原価は総平

均法により算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価

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、売却原価は総

平均法により算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結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、売却原価は総平均法

により算定）

時価のないもの

総平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合

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　棚卸資産

販売用不動産・仕掛販売用不動

産

②　棚卸資産

未成工事支出金

③　棚卸資産

販売用不動産・仕掛販売用不動

産

　個別法による原価法 同左 同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

有形固定資産

　主として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

備を除く）については、定額法

を採用しております。

　なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってお

ります。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

有形固定資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

有形固定資産

同左
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

───── 無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、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

額法を採用しております。

  のれんについては、５年間の

均等償却によっております。

無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、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

額法を採用しております。

  営業権については、５年間の

均等償却によっております。

(3）重要な引当金の計上基準

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財務

内容評価法に基づき個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に

充てるため、支給見込額を計上

しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

同左

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

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、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生時の連結会計年度から費用処

理しております。

③　退職給付引当金

同左

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

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。

また、連結子会社は簡便法を適

用しております。

　数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生時の連結会計年度から費用処

理しております。

（追加情報）

　当社及び連結子会社は平成18

年3月に適格退職年金制度を廃

止し、確定拠出年金制度に移行

し「退職給付制度間の移行等に

関する会計処理」（企業会計基

準適用指針第１号）を適用して

おります。

  本移行に伴う影響額は特別利

益として756,262千円計上して

おります。

④　役員退職引当金

　役員退職金の将来の支出に備

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　役員退職引当金

同左

④　役員退職引当金

　役員退職金の将来の支出に備

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

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

(4）重要な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）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。

　なお、仮受消費税等と仮払消

費税等の中間連結会計期間末残

高の相殺後の金額は、流動負債

の「その他」に含めております。

(5）その他中間連結財務諸表作成の

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）その他連結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

　消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。

４．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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）
  当中間連結会計期間より、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。これによる損益に
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）
  当連結会計年度より、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。
  これにより税金等調整前当期純利益
は1,371,712千円減少しております。
  なお、減損損失累計額については、
改正後の連結財務諸表規則に基づき各
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）

  当中間連結会計期間より、「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9,534,639千円であります。
  なお、当中間連結会計期間における
中間連結貸借対照表の純資産の部につ
いては、中間連結財務諸表規則の改正
に伴い、改正後の中間連結財務諸表規
則により作成しております。

─────
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

（中間連結貸借対照表）

１．前中間連結会計期間末まで「出資金」として計上して

おりました投資事業組合に対する出資金は「証券取引法

の一部を改正する法律」（平成16年６月９日法律弟97

号）が平成16年12月１日から施行されたため、当中間連

結会計期間末においては「投資有価証券」として計上し

ており、金額は19,837千円であります。

２．「支払手形及び買掛金」は前中間連結会計期間末は、

流動負債の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間連結会計期間末において負債、少数株主持分及び

資本の合計額の100分の1を超えたため、区分掲記しまし

た。

　なお、前中間連結会計期間末の「支払手形及び買掛

金」の金額は244,088千円であります。

３．「未払費用」は前中間連結会計期間末は、流動負債の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結

会計期間末において負債、少数株主持分及び資本の合計

額の100分の5を超えたため、区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「未払費用」の金額は

1,368,074千円であります。

（中間連結貸借対照表）

    前中間連結会計期間末まで「退職給付引当金」に含め

て計上しておりました、執行役員及び参与に対する金額

について、当中間連結会計期間から「役員退職引当金」

に含めて計上しております。

    なお、前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間に

おける当該金額は、それぞれ17,922千円及び16,041千円

であります。

───── （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

１．投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券

の取得による支出」は、当中間連結会計期間において、

金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含めてお

ります。

  なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれてい

る「投資有価証券の取得による支出」は608千円であり

ます。

２．投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券

の売却による収入」は、当中間連結会計期間において、

金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含めてお

ります。

  なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれてい

る「投資有価証券の売却による収入」は10千円でありま

す。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

4,133,405千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

1,223,754千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

3,347,250千円であります。

※２　担保資産及び担保付債務

(1）担保提供資産

※２　担保資産及び担保付債務

(1）担保提供資産

※２　担保資産及び担保付債務

(1）担保提供資産

棚卸資産 311,293千円

建物及び構築物 2,919,919

土地 6,577,962

その他（投資その
他の資産）

61,047

合計 9,870,223

建物及び構築物 1,204,816千円

土地 1,822,440

その他（投資その

他の資産）
311,293

合計 3,338,550

棚卸資産 311,293千円

建物及び構築物 2,502,202

土地 5,554,185

合計 8,367,682

(2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務

長期借入金
（１年以内返済予
定額を含む）

17,560,000千円

長期借入金
（１年以内返済予
定額を含む）

7,500,000千円

長期借入金
（１年以内返済予
定額を含む）

16,500,000千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

給料手当 978,046千円

賃借料 201,752

賞与引当金繰入額 68,912

役員退職引当金繰入
額

5,951

給料手当 881,327千円

賃借料 208,046

賞与引当金繰入額 68,087

役員退職引当金繰入
額

5,961

給料手当 1,881,192千円

賃借料 414,220

賞与引当金繰入額 264,014

役員退職引当金繰入
額

12,150

※２　固定資産売却益の内訳は、建物及び構

築物27,265千円、工具器具及び備品△493

千円、土地148,463千円であります。

※２　固定資産売却益の内訳は、建物及び構

築物1,914,582千円、車両運搬具521千円、

土地△885,918千円であります。

 ※２  固定資産売却益の内訳は、建物及び構築

物50,219千円、土地125,015千円でありま

す。

 ※３            ─────  ※３  固定資産処分損の内訳は、建物及び構築

物7,652千円、その他18,011千円でありま

す。

※３　固定資産処分損の内訳は、建物及び構

築物4,410千円、その他9,119千円であり

ます。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 108,769,410 － － 108,769,410

合計 108,769,410 － － 108,769,410

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 72,472 136 － 72,608

合計 72,472 136 － 72,608

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加 136株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月26日

定時株主総会
普通株式 326,090 3  平成18年３月31日  平成18年６月27日

（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

  該当事項はありません。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に記載されている科目の金額

との関係

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に記載されている科目の金額

との関係

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,694,337千円

預入期間３ヶ月超の定
期預金

△16,264千円

現金及び現金同等物 3,678,073千円

現金及び預金勘定 2,616,303千円

預入期間３ヶ月超の定
期預金

△3,865千円

現金及び現金同等物 2,612,438千円

現金及び預金勘定 4,430,787千円

預入期間３ヶ月超の定
期預金

△18,276千円

現金及び現金同等物 4,412,511千円

－ 18 －



（リース取引関係）

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 46,561 87,071 40,509

合計 46,561 87,071 40,509

　（注）上記の他に投資事業組合に対するその他有価証券評価差額金が △335千円あります。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 22,150

割引興業債券 110

投資事業組合 19,837

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 44,008 98,391 54,383

合計 44,008 98,391 54,383

　（注）上記の他に投資事業組合に対するその他有価証券評価差額金が △12千円あります。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 22,150

投資事業組合 7,446
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前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 43,399 235,876 192,476

合計 43,399 235,876 192,476

　（注）上記の他に投資事業組合に対するその他有価証券評価差額金が △345千円あります。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 22,150

割引興業債券 10

投資事業組合 12,053

（デリバティブ取引関係）

  前中間連結会計期間（自平成17年４月１日  至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日  至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日  至平成18年３月31日）

   当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 
平成17年６月29日定時株主総会決議による

ストック・オプション

平成18年３月28日臨時株主総会決議による

ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数
 当社取締役９名、当社監査役３名、当社従

業員294名及び当社子会社従業員14名

 当社営業社員1,211名及び当社子会社営業社

員520名

 株式の種類別のストック・オ

プションの付与数
 普通株式　3,000,000株  普通株式　200,000株

 付与日  平成18年４月18日  平成18年４月18日

 権利確定条件

 権利の行使時において当社または当社子会

社の取締役、監査役及び従業員の地位を保

有していること。

 権利の行使時において当社または当社子会

社の従業員の地位を保有していること。

 対象勤務期間  なし  なし

 権利行使期間

 平成19年７月１日から平成22年６月30日ま

で

 権利確定後３年以内。ただし、権利確定後

退職した場合は、退職日より６ヶ月以内ま

で行使可。

 権利行使価格（円） 482 1

 付与日における公正な評価単

価（円）
― ―
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

自家用自動車管

理事業

（千円）

社会サービス事

業

（千円）

不動産事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 12,006,598 4,434,139 205,084 16,645,821 － 16,645,821

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
6,363 53,547 900 60,811 (60,811) －

計 12,012,961 4,487,686 205,984 16,706,632 (60,811) 16,645,821

営業費用 10,368,164 4,104,080 95,458 14,567,703 191,394 14,759,098

営業利益 1,644,797 383,606 110,525 2,138,929 (252,205) 1,886,723

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の内容

事業区分 事業内容

自家用自動車管理事業
　官公庁、民間企業の役員車及び送迎バス等車両の運行から保守管理、補償

にいたるまでの業務の請負

社会サービス事業
　社員寮・保養所・研修所等の管理業務及び警備・清掃、施設点検等の各種

サービス業務の請負、学校・保育園等の給食業務の請負、人材派遣業

不動産事業
　不動産の売買、賃貸、管理及び仲介並びに土木・建築工事の設計、監理及

び請負

３．  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、335,759千円であり、その主な

ものは管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

自家用自動車管

理事業

（千円）

社会サービス事

業

（千円）

不動産事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 12,299,331 5,081,920 73,484 17,454,736 － 17,454,736

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
12,443 48,534 540 61,517 (61,517) －

計 12,311,775 5,130,454 74,024 17,516,253 (61,517) 17,454,736

営業費用 10,510,380 4,680,393 73,162 15,263,936 378,390 15,642,326

営業利益 1,801,394 450,060 862 2,252,317 (439,908) 1,812,409

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の内容

事業区分 事業内容

自家用自動車管理事業
　官公庁、民間企業の役員車及び送迎バス等車両の運行から保守管理、補償

にいたるまでの業務の請負

社会サービス事業
　社員寮・保養所・研修所等の管理業務及び警備・清掃、施設点検等の各種

サービス業務の請負、学校・保育園等の給食業務の請負、人材派遣業

不動産事業 　不動産の賃貸、管理及び仲介並びに土木・建築工事の設計、監理及び請負

３．  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、523,658千円であり、その主な

ものは管理部門に係る費用であります。
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前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

自家用自動車管

理事業

（千円）

社会サービス事

業

（千円）

不動産事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 23,997,802 8,860,541 441,822 33,300,165 － 33,300,165

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
12,742 103,645 1,500 117,887 (117,887) －

計 24,010,544 8,964,186 443,322 33,418,053 (117,887) 33,300,165

営業費用 20,861,479 8,095,301 299,578 29,256,359 541,595 29,797,954

営業利益 3,149,064 868,885 143,743 4,161,694 (659,483) 3,502,210

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の内容

事業区分 事業内容

自家用自動車管理事業
　官公庁、民間企業の役員車及び送迎バス等車両の運行から保守管理、補償

にいたるまでの業務の請負

社会サービス事業
　社員寮・保養所・研修所等の管理業務及び警備・清掃、施設点検等の各種

サービス業務の請負、学校・保育園等の給食業務の請負、人材派遣業

不動産事業
　不動産の売買、賃貸、管理及び仲介並びに土木・建築工事の設計、監理及

び請負

３．  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、827,957千円であり、その主な

ものは管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日  至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年４月

１日  至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日  至 平成18年３月31日）において、在

外支店及び本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日  至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年４月

１日  至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年４月１日  至 平成18年３月31日）において、海

外売上高がないため該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

（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 14円 86銭

１株当たり中間純利益金額 55円 63銭

１株当たり純資産額 87円 72銭

１株当たり中間純利益金額 24円 81銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額
24円 79銭

１株当たり純資産額 66円 67銭

１株当たり当期純利益金額 79円 44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、ストックオプション制度

を採用しておりますが、取締役会での付与決

議が未済であり、潜在株式がないため記載し

ておりません。

  当社は平成17年11月21日付で株式１株につ

き３株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連結会計期間における

１株当たり情報については、以下のとおりと

なります。

１株当たり純資産額 4円 95銭

１株当たり中間純利益金額 18円 54銭

  前中間連結会計期間における潜在株式調整

後１株当たり中間純利益金額については、ス

トックオプション制度を採用しておりますが、

取締役会での付与決議が未済であり、潜在株

式が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

については、ストックオプション制度を採用

しておりますが、当期末において付与決議が

未済であり、潜在株式がないため記載してお

りません。

  また、当社は平成17年11月21日付で株式１

株につき３株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

仮定した場合の前連結会計年度における１株

当たり情報については、以下のとおりとなり

ます。

１株当たり純資産額 △13円 46銭

１株当たり当期純損失金額 405円 30銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、１株当たり当期純損失が計上さ

れており、また、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日)

前連結会計年度

（平成18年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） － 9,534,639 －

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － － －

普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） － 9,534,639 －

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

の普通株式の数（千株）
－ 108,696 －

　２．１株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(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

  中間(当期)純利益（千円） 2,015,845 2,696,422 8,635,291

  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（千円） 2,015,845 2,696,422 8,635,291

  期中平均株式数（千株） 36,236 108,696 108,705

 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

  中間(当期)純利益調整額（千円） － － －

  普通株式増加数（千株） － 90 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－

新株予約権（平成17年６月29

日定時株主総会決議によるも

の）。

  なお、概要は「４．中間連

結財務諸表等 注記事項 （ス

トックオプション等関係）」

に記載のとおりであります。

－
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）

株式の分割

  当社は平成17年９月14日開催の取締役会において、株式の分割について下記のとおり決議いたしました。

１. 株式分割の目的

  株式の１株当たりの投資金額を引き下げると共に、投資家層の拡大及び株式の流動性の向上を図り、投資家の皆

様により投資しやすい環境を整えることを目的としております。

２. 株式分割の概要

（1）分割の方法

  平成17年９月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、１株につき３株

の割合をも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       72,512,940株

３. 配当起算日   平成17年10月１日

４. 効力発生日   平成17年11月21日

  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連結会計期間及び前連結会計年度における１株当たり

情報及び当期首に行われたと仮定した場合の当中間連結会計期間における１株当たり情報は、それぞれ以下のとお

りとなります。

前中間連結会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

１株当たり純資産額 118円 27銭

１株当たり中間純損失金

額
9円 38銭

１株当たり純資産額 4円 95銭

１株当たり中間純利益金

額
18円 54銭

１株当たり純資産額 △13円 46銭

１株当たり当期純損失金

額
405円 30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

中間純損失が計上されており、また、

潜在株式が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、ストックオ

プション制度を採用しておりますが、

取締役会での付与決議が未済であり、

潜在株式が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

期純利益金額については、１株当たり

当期純損失が計上されており、また、

潜在株式がないため記載しておりませ

ん。

当中間連結会計期間（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。

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）

ストックオプション（新株予約権）の発行

  平成17年６月29日開催の第44回定時株主総会で承認されました、ストックオプションとして発行する新株予約権

の具体的な発行内容について、平成18年４月18日開催の当社取締役会において決議いたしました。

なお、詳細につきましては、当社第45期有価証券報告書「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 （1）連結財務

諸表 注記事項 （重要な後発事象）」に記載のとおりであります。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）販売実績

事業別売上高

 （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前年同期比（％）

自家用自動車管理事業 12,311,775 102.5  

社会サ－ビス事業 5,130,454 114.3  

不動産事業 74,024 35.9  

小計 17,516,253 104.8  

消去又は全社 △61,517 101.2  

合計 17,454,736 104.9  

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(イ）自家用自動車管理事業

区分

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

中間期末管理台数 金額 中間期末管理台数 金額

乗用車

台

2,331

千円

7,942,728

台

2,428

千円

8,587,113

バス 1,023 3,217,420 1,088 3,209,401

その他 298 852,812 367 515,260

合計 3,652 12,012,961 3,883 12,311,775

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(ロ）社会サ－ビス事業

区分

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

金額 金額

請負

千円

3,935,900

千円

4,617,897

派遣 551,776 512,556

合計 4,487,686 5,130,454

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(ハ）不動産事業

区分

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

金額 金額

賃貸
千円

81,587

千円

69,270

建築・販売 124,396 4,753

合計 205,984 74,024

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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