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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 （百万円未満切捨表示）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月中間期 302,216 (33.5) 33,510 (71.0) 33,126 (75.0)

17年9月中間期 226,454 (10.0) 19,592 (12.5) 18,933 (19.7)

18年3月期 457,135 39,534 38,752

中  間  純  利  益
（△中間(当期)純損失）

１株当たり中間純利益（△１株
当たり中間（当期）純損失)

百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 18,593 (－) 116 66

17年9月中間期 △40,920 (－) △256 75

18年3月期 △33,346 △209 23

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 159,379,809株 17年9月中間期 159,380,599株 18年3月期 159,380,414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 （百万円未満切捨表示）

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 396,995 149,139 37.6 935 75

17年9月中間期 388,555 125,387 32.3 786 72

18年3月期 409,721 133,106 32.5 835 15

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 159,379,624株 17年9月中間期 159,380,430株 18年3月期 159,380,065株

②期末自己株式数 18年9月中間期 164,291株 17年9月中間期 163,485株 18年3月期 163,850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 616,000 73,000 40,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  250円　97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 － 15.00 15.00

19年3月期（実績） 15.00 －
30.00

19年3月期（予想） － 15.00

※　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は経済情勢・

為替の変動等様々な不確定要因によりこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項

につきましては、添付資料の5ページをご参照下さい。
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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）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年3月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
(％)

金額（百万円）
構成比
(％)

金額（百万円）
構成比
(％)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１  現金預金 31,433 41,430 41,769

２  売掛金 3,363 2,708 3,978

３  完成工事未収入金 25,485 2,043 3,244

４  営業貸付金 ※２ 11,190 9,394 10,426

５  棚卸資産 3,257 14,171 7,874

６  未成工事支出金 4,634 9,525 35,249

７  前払費用 17,799 20,495 18,984

８  繰延税金資産 18,095 3,443 10,827

９  未収入金 22,274 19,877 22,561

10  その他
※２
※４ 4,666 7,033 5,823

    貸倒引当金 △1,465 △1,376 △1,481

流動資産合計 140,734 36.2 128,747 32.4 159,258 38.9

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産
※１
※２

(1) 建物 ※８ 39,943 38,226 39,266

(2) 土地
※３
※８

93,374 110,252 97,862

(3) その他 3,910 5,203 3,534

　有形固定資産合計 137,229 35.3 153,683 38.7 140,663 34.3

２　無形固定資産 564 0.2 565 0.2 565 0.2

３  投資その他の資産

(1) 投資有価証券
※２
※４

6,552 5,931 6,185

(2) 関係会社株式 ※７ 5,755 5,713 5,755

(3) 関係会社社債  1,200 - 1,200

(4) 長期貸付金  59,767 57,655 58,120

(5) 固定化営業債権
※２
※５

12,126 3,251 2,835

(6) 長期前払費用 30,541 38,692 33,618

(7) 繰延税金資産 3,115 2,589 1,893

(8) その他 ※２ 3,284 3,723 3,350

    貸倒引当金 △12,476 △3,667 △3,871

投資その他の資産合計 109,867 28.3 113,889 28.7 109,087 26.6

固定資産合計 247,661 63.8 268,137 67.6 250,316 61.1

Ⅲ　繰延資産

１  社債発行費 159 110 146  

繰延資産合計 159 0.0 110 0.0 146 0.0

資産合計 388,555 100.0 396,995 100.0 409,721 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年9月30日）

当中間会計期間末
（平成18年9月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年3月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
(％)

金額（百万円）
構成比
(％)

金額（百万円）
構成比
(％)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１  買掛金 1,374 2,043 1,524

２  工事未払金 67,525 65,975 79,322

３  短期借入金 ※２ 21,334 2,870 2,042

４  一年内返済予定の長期借入金 ※２ 12,247 17,112 18,005

５  一年内返済予定の関係会社
長期借入金

※８ － 13,279 －

６  一年内償還予定の社債 1,435 1,435 1,435

７  未払法人税等 4,134 8,086 4,419

８  前受金 26,663 34,456 37,510

９  未成工事受入金 13,630 29,341 42,061

10  賞与引当金 2,518 2,730 2,487

11  その他 13,217 16,332 14,568

流動負債合計 164,080 42.2 193,664 48.8 203,376 49.6

Ⅱ　固定負債

１  社債 12,045 10,610 11,327

２  長期借入金 ※２ 51,984 21,827 26,752

３  関係会社長期借入金 ※８ 22,126 8,847 22,126

４  退職給付引当金 2,882 3,648 3,229

５  預り敷金保証金 10,048 9,259 9,801

固定負債合計 99,087 25.5 54,192 13.6 73,238 17.9

負債合計 263,168 67.7 247,856 62.4 276,615 67.5
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前中間会計期間末
（平成17年9月30日）

当中間会計期間末
（平成18年9月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年3月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
(％)

金額（百万円）
構成比
(％)

金額（百万円）
構成比
(％)

（資本の部）

Ⅰ　資本金 55,640 14.3 － － 55,640 13.6

Ⅱ　資本剰余金

１  資本準備金 30,664 － 30,664

２  その他資本剰余金 2,830 － 2,830

資本剰余金合計 33,495 8.6 － － 33,495 8.2

Ⅲ　利益剰余金

　中間（当期）未処分利益 35,835 － 43,409

利益剰余金合計 35,835 9.2 － － 43,409 10.6

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 508 0.2 － － 654 0.1

Ⅴ　自己株式 △92 △0.0 － － △93 △0.0

資本合計 125,387 32.3 － － 133,106 32.5

負債・資本合計 388,555 100.0 － － 409,721 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１　資本金 － － 55,640 14.0 － －

２　資本剰余金

 (1) 資本準備金 － 30,664 －

 (2) その他資本剰余金 － 2,830 －

資本剰余金合計 － － 33,495 8.5 － －

３　利益剰余金

 (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 － 59,612 －

利益剰余金合計 － － 59,612 15.0 － －

４　自己株式 － － △95 △0.0 － －

株主資本合計 － － 148,652 37.5 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１ その他有価証券評価差額金 － 486 －

評価・換算差額等合計 － － 486 0.1 － －

純資産合計 － － 149,139 37.6 － －

負債純資産合計 － － 396,995 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年4月１日
至　平成17年9月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年4月１日
至　平成18年9月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年4月１日
至　平成18年3月31日）

区分
注記
番号

 金額（百万円）
百分比
(％)

 金額（百万円）
百分比
(％)

 金額（百万円）
百分比
(％)

Ⅰ　売上高
※１
※２

226,454 100.0 302,216 100.0 457,135 100.0

Ⅱ　売上原価
※１
※３

172,017 76.0 227,940 75.4 345,319 75.5

売上総利益 54,437 24.0 74,275 24.6 111,816 24.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３ 34,844 15.4 40,765 13.5 72,281 15.8

営業利益 19,592 8.6 33,510 11.1 39,534 8.7

Ⅳ　営業外収益  

 １ 受取利息  26 20 55

 ２ その他  945 580 2,101

営業外収益合計  972 0.4 601 0.2 2,156 0.5

Ⅴ　営業外費用  

 １ 支払利息  1,116 588 2,051

 ２ その他  514 395 887

営業外費用合計  1,630 0.7 984 0.3 2,938 0.6

経常利益 18,933 8.3 33,126 11.0 38,752 8.5

Ⅵ　特別利益  

 １ 固定資産売却益 ※４ 0 1 7

 ２ 関係会社株式売却益  31 － 31

 ３ 関係会社社債売却益  － 1,680 －

 ４ 貸倒引当金戻入益  － 953 －

特別利益合計  31 0.0 2,634 0.9 39 0.0

Ⅶ　特別損失  

 １ 固定資産売却損 ※５ － － 10

 ２ 固定資産除却損 ※６ 123 162 452

 ３ 減損損失 ※７ 15,747 1,944 18,348

 ４ 関係会社株式評価損  59,342 － 59,342

 ５ 貸倒引当金繰入額  827 561 831

 ６ その他  137 － 187

 特別損失合計  76,178 33.6 2,667 0.9 79,173 17.3

税引前中間純利益(△税引前
中間(当期)純損失)

 △57,213 △25.3 33,093 11.0 △40,381 △8.8

法人税、住民税及び事業税 113 0.0 7,697 2.5 981 0.3

法人税等調整額 △16,406 △7.2 6,802 2.3 △8,016 △1.8

中間純利益
（△中間(当期)純損失) 

△40,920 △18.1 18,593 6.2 △33,346 △7.3

前期繰越利益 76,756 － 76,756

中間(当期)未処分利益 35,835 － 43,409

－ 34 －



(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）                                       (単位：百万円)

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計資本

準備金

その他

資本

剰余金

資本

剰余金

合計

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 55,640 30,664 2,830 33,495 43,409 43,409 △93 132,451 654 654 133,106

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 (注) △2,390 △2,390 △2,390 △2,390

　中間純利益 18,593 18,593 18,593 18,593

　自己株式の取得 △1 △1 △1

　株主資本以外の項目
  の中間会計期間中の
  変動額 (純額)

△167 △167 △167

中間会計期間中の変動額

合計
－ － － － 16,202 16,202 △1 16,201 △167 △167 16,033

平成18年9月30日残高 55,640 30,664 2,830 33,495 59,612 59,612 △95 148,652 486 486 149,139

 (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

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

満期保有目的の債券

(1）有価証券

満期保有目的の債券

(1）有価証券

満期保有目的の債券 

　償却原価法（定額法） 　　　　 同左 同左 

子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法 同左 同左

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

①時価のあるもの ①時価のあるもの ①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）

　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）

　決算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時価のないもの ②時価のないもの ②時価のないもの

移動平均法による原価法 移動平均法による原価法

　ただし、投資有価証券のう

ち、投資事業有限責任組合出

資金については、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計算書を

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。

同左

(2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ

時価法 同左 同左

(3）棚卸資産 (3）棚卸資産 (3）棚卸資産

①販売用不動産、仕掛販売用

　不動産及び未成工事支出金

①販売用不動産、仕掛販売用

  不動産及び未成工事支出金

①販売用不動産、仕掛販売用

  不動産及び未成工事支出金

個別法による原価法 同左 同左

②原材料 ②原材料 ②原材料

総平均法による原価法 同左 同左

③貯蔵品 ③貯蔵品 ③貯蔵品

主として最終仕入原価法 同左 同左

２．固定資産の減価償却の

　　方法

(1）有形固定資産

賃貸用有形固定資産

(1）有形固定資産

賃貸用有形固定資産

(1）有形固定資産

賃貸用有形固定資産

定額法 同左 同左

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物……………22年～47年

上記以外の有形固定資産 上記以外の有形固定資産 上記以外の有形固定資産

定率法 同左 同左

　ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物（建物附属設備

を除く）については定額法

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物…………………… 50年  

有形固定資産その他… 5年  

（工具器具備品）

(2）長期前払費用 (2）長期前払費用 (2）長期前払費用

均等償却 同左 同左

　なお、主な償却期間は3～10

年であります。
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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．繰延資産の処理方法   社債発行費

 商法施行規則規定の最長期間

(3年)で均等償却

  社債発行費

3年間で均等償却しております。

  社債発行費

 商法施行規則規定の最長期間

(3年)で均等償却

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (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。

同左 同左

(2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額基準により計上してお

ります。

同左 同左

(3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき、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。

　数理計算上の差異は、各事業年

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

額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しております。

　同左 　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

務の見込額に基づき計上しており

ます。

　数理計算上の差異は、各事業年

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

額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しております。

５．外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

６．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
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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）

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）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。なお、特例処理の要件を

満たしている金利スワップにつ

いては、特例処理によっており

ます。

　　　 　同左 　　　　 同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利キャップ 借入金

金利スワップ 借入金

              同左               同左

(3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針

　金利キャップ取引及び金利ス

ワップ取引については、将来の

市場金利上昇リスクを回避する

ため対象債務の範囲内でヘッジ

を行っております。

              同左               同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象とヘッジ手段につい

て、金利変動とキャッシュ・フ

ロー変動の累計を比較検討し、有

効性を評価しております。

　ただし、金利スワップの特例処

理の要件を満たしているものにつ

いては、中間決算日における有効

性の評価を省略しております。

              同左 　ヘッジ対象とヘッジ手段につい

て、金利変動とキャッシュ・フ

ロー変動の累計を比較検討し、有

効性を評価しております。

　ただし、金利スワップの特例処

理の要件を満たしているものにつ

いては、決算日における有効性の

評価を省略しております。

８．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。ま

た、固定資産に係る控除対象外消費

税等は長期前払費用として計上し、

５年により償却しております。

同左

 

 

 

 

 

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）  　　　　　　　―――――― （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、営業利益および経常

利益はそれぞれ74百万円増加しており、税引

前中間純損失は15,673百万円増加しておりま

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金額

から直接控除しております。

　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、営業利益および経常利益はそ

れぞれ148百万円増加しており、税引前当期純

損失は18,200百万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

の財務諸表等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,149,139百万円であります。

　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。

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）

１．従来、流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「前

　払費用」につきましては、重要性が増したため、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「その他」に含まれている「前払費用」

　は15,222百万円であります。

２．従来、流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「繰

　延税金資産」につきましては、重要性が増したため、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「その他」に含まれている「繰延税金

　資産」は3,361百万円であります。

 　　　　　　　　　　――――――

 　　　　　　　　　　――――――
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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　有形固定資産減価償却累計額

 26,379 百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額

 28,565 百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額

 27,371 百万円

※２　担保提供資産 ※２　担保提供資産 ※２　担保提供資産

 (1) 担保提供資産

営業貸付金 3,158 百万円

流動資産その他
（未収収益）

3

建物 24,556

有形固定資産その他
（構築物）

111

土地 64,004

投資有価証券 93

固定化営業債権 7,215

投資その他の資産
その他（会員権） 420

   計 99,561

 (1) 担保提供資産

建物    20,825 百万円

有形固定資産その他
（構築物）

95

土地 57,733

投資有価証券 92

投資その他の資産
その他（会員権） 420

　  計 79,166

 (1) 担保提供資産

建物    22,885 百万円

有形固定資産その他
（構築物）

105

土地 61,150

投資有価証券 91

投資その他の資産
その他（会員権） 420

　  計 84,653

 (2) 担保提供資産に対応する債務

短期借入金 21,334 百万円

一年内返済予定
の長期借入金

8,913

長期借入金 39,663

  計 69,911

 (2) 担保提供資産に対応する債務

短期借入金 2,870 百万円

一年内返済予定
の長期借入金

15,239

長期借入金 18,697

  計 36,806

 (2) 担保提供資産に対応する債務

短期借入金 2,042 百万円

一年内返済予定
の長期借入金

16,132

長期借入金 22,686

  計 40,860

　このほか、担保提供資産に対応する債

務として関係会社の金融機関等からの借

入金5,100百万円があります。

　このほか、担保提供資産に対応する債

務として関係会社の金融機関等からの借

入金4,800百万円があります。

　このほか、担保提供資産に対応する債

務として関係会社の金融機関等からの借

入金4,950百万円があります。

※３　このうち休止固定資産が次のとおり含

まれております。

 ────── ※３　このうち休止固定資産が次のとおり含

まれております。

土地 581 百万円 土地 581 百万円

※４　流動資産その他（有価証券）のうち

6百万円、投資有価証券のうち53百万円を

営業保証金の代用として法務局に供託し

ております。

※４　投資有価証券のうち79百万円を営業保

証金の代用として法務局に供託しており

ます。

※４　投資有価証券のうち58百万円を営業保

証金の代用として法務局に供託しており

ます。

※５　固定化営業債権は、財務諸表等規則第

32条第１項第10号に定める債権であり、

その内訳は以下のとおりであります。

※５　固定化営業債権は、財務諸表等規則第

32条第１項第10号に定める債権であり、

その内訳は以下のとおりであります。

※５　固定化営業債権は、財務諸表等規則第

32条第１項第10号に定める債権であり、

その内訳は以下のとおりであります。

破産・更生債権 2,247 百万円

破産・更生申立中の

債権
1,905

その他の
長期化営業貸付金

7,973

　　計 12,126

破産・更生債権 58 百万円

破産・更生申立中の

債権
4

長期化営業貸付金 1,801

その他 1,386

       計 3,251

破産・更生債権 59 百万円

破産・更生申立中の

債権
74

その他の
長期化営業貸付金

2,700

　　計 2,835

６　保証債務 ６　保証債務 ６　保証債務

(1)　住宅ローンを利用する顧客のための

 金融機関に対する保証債務

(1)　住宅ローンを利用する顧客のための

 金融機関に対する保証債務

(1)　住宅ローンを利用する顧客のための

 金融機関に対する保証債務

2,236 百万円

(2)　会員権ローンを利用する顧客のため

 の金融機関に対する保証債務

51 百万円

2,148 百万円

(2)　会員権ローンを利用する顧客のため

 の金融機関に対する保証債務

47 百万円

2,189 百万円

(2)　会員権ローンを利用する顧客のため

 の金融機関に対する保証債務

49 百万円

 
(3)　責任財産限定型アパートローンを利

 用する顧客のための金融機関に対す

 る劣後部分の保証債務

13 百万円

(3)　責任財産限定型アパートローンを利

 用する顧客のための金融機関に対す

 る劣後部分の保証債務

13 百万円
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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）

前事業年度末

（平成18年3月31日）

※７　当社は、子会社であるMDI Guam 

Corpo-

rationを通して、グアム島において、レ

オパレスリゾート・マネンガンヒルズ・

グアムとウェスティンリゾート・グアム

から成る大型リゾート事業（既投資額

122,967百万円、1,086,384千米ドル）を

行っております。

　レオパレスリゾート内のホテルおよび

各種スポーツ施設等は、平成15年12月迄

に順次完成し営業を開始しており、収益

は改善しつつある状況でありますが、当

中間会計期間において「固定資産の減損

に係る会計基準（企業会計審議会　平成

14年8月9日）」の適用により、当該リゾー

ト施設に係る固定資産に対して減損損失

を計上したことに伴い、当社の保有する

当該子会社株式59,342百万円を全額評価

減しております。

──────

 

※７　当社は、子会社であるMDI Guam Corpo-

rationを通して、グアム島において、レオ

パレスリゾート・マネンガンヒルズ・グア

ムとウェスティンリゾート・グアムからな

る大型リゾート事業（既投資額123,731百

万円、1,091,880千米ドル）を行っており

ます。

　レオパレスリゾート内のホテルおよび

各種スポーツ施設等は、平成15年12月迄

に順次完成し、営業を開始しております。

収益は改善しつつある状況でありますが、

当事業年度において「固定資産の減損に

係る会計基準（企業会計審議会　平成14

年8月9日）」の適用により、当該リゾー

ト施設に係る固定資産に対して減損損失

を計上したことに伴い、当社の保有する

当該子会社株式59,342百万円を全額評価

減しております。

※８　固定資産のうち、下記の資産は平成13

年３月７日、平成14年５月25日及び平成

14年10月10日付不動産売買契約に基づき

連結子会社である特定目的会社レオパレ

ス・リート、特定目的会社レオパレス・

リート・ツー及び特定目的会社レオパレ

ス・リート・スリーに適正な価額で法的

に譲渡され、当社は譲渡対価7,800百万円、

17,600百万円及び5,800百万円を受領して

おりますが、当社は特定目的会社にそれ

ぞれ3,000百万円、4,000百万円及び1,500

百万円の優先出資をしていること等から、

当該不動産に係るリスクと経済価値のほ

とんどすべてが、譲受人である特定目的

会社を通じて他の者に移転していると認

められないため、当社は当該取引を金融

取引として会計処理しております。

　この結果、当該資産は売却処理せず当

社の中間貸借対照表に計上されると共に、

特定目的会社から受領した譲渡対価相当

額については、当社が出資した優先出資

額等を控除した残額を関係会社長期借入

金として計上しております。

※８　固定資産のうち、下記の資産は平成13

年３月７日、平成14年５月25日及び平成

14年10月10日付不動産売買契約に基づき

連結子会社である特定目的会社レオパレ

ス・リート、特定目的会社レオパレス・

リート・ツー及び特定目的会社レオパレ

ス・リート・スリーに適正な価額で法的

に譲渡され、当社は譲渡対価7,800百万円、

17,600百万円及び5,800百万円を受領して

おりますが、当社は特定目的会社にそれ

ぞれ3,000百万円、4,000百万円及び1,500

百万円の優先出資をしていること等から、

当該不動産に係るリスクと経済価値のほ

とんどすべてが、譲受人である特定目的

会社を通じて他の者に移転していると認

められないため、当社は当該取引を金融

取引として会計処理しております。

　この結果、当該資産は売却処理せず当

社の中間貸借対照表に計上されると共に、

特定目的会社から受領した譲渡対価相当

額については、当社が出資した優先出資

額等を控除した残額を関係会社長期借入

金等として計上しております。

※８　固定資産のうち、下記の資産は平成13

年３月７日、平成14年５月25日及び平成

14年10月10日付不動産売買契約に基づき

連結子会社である特定目的会社レオパレ

ス・リート、特定目的会社レオパレス・

リート・ツー及び特定目的会社レオパレ

ス・リート・スリーに適正な価額で法的

に譲渡され、当社は譲渡対価7,800百万円、

17,600百万円及び5,800百万円を受領して

おりますが、当社は特定目的会社にそれ

ぞれ3,000百万円、4,000百万円及び1,500

百万円の優先出資をしていること等から、

当該不動産に係るリスクと経済価値のほ

とんどすべてが、譲受人である特定目的

会社を通じて他の者に移転していると認

められないため、当社は当該取引を金融

取引として会計処理しております。

　この結果、当該資産は売却処理せず当

社の貸借対照表に計上されると共に、特

定目的会社から受領した譲渡対価相当額

については、当社が出資した優先出資額

等を控除した残額を関係会社長期借入金

として計上しております。
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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）

前事業年度末

（平成18年3月31日）

　平成17年9月30日現在における金額は以

下のとおりであります。

　平成18年9月30日現在における金額は以

下のとおりであります。

　平成18年3月31日現在における金額は以

下のとおりであります。

(1）特定目的会社レオパレス・リート (1）特定目的会社レオパレス・リート (1）特定目的会社レオパレス・リート

対象資産：賃貸用共同住宅等79棟 対象資産：賃貸用共同住宅等79棟 対象資産：賃貸用共同住宅等79棟

科目

中間貸借対照表

計    上    額

（百万円）

建物 2,219

土地 5,065

計 7,284

関係会社長期借入金 4,647

科目

中間貸借対照表

計    上    額

（百万円）

建物 2,023

土地 4,879

計 6,902

関係会社長期借入金 4,647

科目

貸借対照表

計  上  額

（百万円）

建物 2,124

土地 4,987

計 7,112

関係会社長期借入金 4,647

(2）特定目的会社レオパレス・リート・

  ツー

(2）特定目的会社レオパレス・リート・

  ツー

(2）特定目的会社レオパレス・リート・

  ツー

対象資産：賃貸用共同住宅等114棟 対象資産：賃貸用共同住宅等114棟 対象資産：賃貸用共同住宅等114棟

科目

中間貸借対照表

計    上    額

（百万円）

建物 5,801

土地 11,441

計 17,242

関係会社長期借入金 13,279

(3）特定目的会社レオパレス・リート・

　スリー

対象資産：賃貸用共同住宅等72棟

科目

中間貸借対照表

計    上    額

（百万円）

建物 2,515

土地 6,791

計 9,307

関係会社長期借入金 4,199

科目

中間貸借対照表

計    上    額

（百万円）

建物 5,350

土地 10,631

計 15,982

一年内返済予定の
関係会社長期借入金

13,279

(3）特定目的会社レオパレス・リート・

  スリー

対象資産：賃貸用共同住宅等72棟

科目

中間貸借対照表

計    上    額

（百万円）

建物 2,252

土地 6,450

計 8,703

関係会社長期借入金 4,199

科目

貸借対照表

計  上  額

（百万円）

建物 5,618

土地 11,183

計 16,802

関係会社長期借入金 13,279

(3）特定目的会社レオパレス・リート・

　スリー

対象資産：賃貸用共同住宅等72棟

科目

貸借対照表

計  上  額

（百万円）

建物 2,391

土地 6,657

計 9,048

関係会社長期借入金 4,199
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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　売上高及び売上原価の内訳 ※１　売上高及び売上原価の内訳 ※１　売上高及び売上原価の内訳

売上高

請負事業売上高 105,041 百万円

賃貸事業売上高 117,324

その他事業売上高 4,088

計 226,454

売上原価

請負事業売上原価 69,397 百万円

賃貸事業売上原価 98,784

その他事業売上原価 3,835

計 172,017

売上高

請負事業売上高 160,210 百万円

賃貸事業売上高 130,567

その他事業売上高 11,437

計 302,216

売上原価

請負事業売上原価 106,702 百万円

賃貸事業売上原価 111,302

その他事業売上原価 9,935

計 227,940

売上高

請負事業売上高 195,202 百万円

賃貸事業売上高 249,702

その他事業売上高 12,230

計 457,135

売上原価

請負事業売上原価 129,397 百万円

賃貸事業売上原価 205,480

その他事業売上原価 10,441

計 345,319

※２　当社の売上高のうち請負事業売上高は、

通常の営業形態として、上半期に比べ下

半期に完成する工事の割合が大きいため、

上半期と下半期の業績に季節的変動があ

ります。

※２　　　　　　　同左 ─────

※３　減価償却実施額 ※３　減価償却実施額 ※３　減価償却実施額

有形固定資産 1,343 百万円 有形固定資産 1,283 百万円 有形固定資産 2,826 百万円

※４　固定資産売却益の内訳

　その他 0 百万円

※４　固定資産売却益の内訳

　その他 1 百万円

※４　固定資産売却益の内訳

　建物 7 百万円

　その他 0

　計 7

─────  ───── ※５　固定資産売却損の内訳

　土地 10 百万円

 ※６　固定資産除却損の内訳  ※６　固定資産除却損の内訳  ※６　固定資産除却損の内訳

　建物 108 百万円

　その他 15

　計 123

　建物 35 百万円

　その他 127

　計 162

　建物 432 百万円

　その他 20

　計 452
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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）

 ※７　減損損失  ※７　減損損失  ※７　減損損失

  当社は、当中間会計期間において、以下の

資産について減損損失を計上しております。

　当社は、当中間会計期間において、以下の

資産について減損損失を計上しております。

　当社は、当事業年度において、以下の資産

について減損損失を計上しております。

用 途 種 類 場 所
減損損失
(百万円)

賃貸用資産

(アパート

226棟）

建物 東京都　

文京区

ほか

1,797

土地 12,572

遊休資産

(土地3件)
土地

香川県東

かがわ市

ほか

1,377

用 途 種 類 場 所
減損損失
(百万円)

賃貸用資産

(アパート

58棟）

建物 京都市

山科区

ほか

475

土地 1,468

用 途 種 類 場 所
減損損失
(百万円)

賃貸用資産

(アパート

268棟）

建物 東京都　

文京区

ほか

2,513

土地 14,457

遊休資産

(土地3件)
土地

香川県東

かがわ市

ほか

1,377

　当社は、賃貸用資産及び遊休資産につい

て個々の物件単位で資産のグルーピングを

行っております。

　当中間会計期間においては、賃料相場の

低迷及び継続的な地価の下落などにより、

収益性が著しく低下した賃貸用資産及び遊

休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（15,747百万円）

として特別損失に計上いたしました。

　当社は、賃貸用資産及び遊休資産につい

て個々の物件単位で資産のグルーピングを

行っております。

　当中間会計期間においては、賃料相場の

低迷及び継続的な地価の下落などにより、

収益性が著しく低下した賃貸用資産の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（1,944百万円）として特別損

失に計上いたしました。

　当社は、賃貸用資産及び遊休資産につい

て個々の物件単位で資産のグルーピングを

行っております。

　当事業年度においては、賃料相場の低迷

及び継続的な地価の下落などにより収益性

が著しく低下した賃貸用資産及び遊休資産

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（18,348百万円）とし

て特別損失に計上いたしました。

　なお、賃貸用資産の回収可能価額は使用

価値により測定しており、将来キャッシュ・

フローを4％で割り引いて算定しておりま

す。

　また、遊休資産の回収可能価額は正味売

却価額により測定しており、不動産鑑定評

価額に基づき評価しております。

　なお、賃貸用資産の回収可能価額は使用

価値により測定しており、将来キャッシュ・

フローを4％で割り引いて算定しておりま

す。

　また、遊休資産の回収可能価額は正味売

却価額により測定しており、不動産鑑定評

価額に基づき評価しております。

　なお、賃貸用資産の回収可能価額は使用

価値により測定しており、将来キャッシュ・

フローを4％で割り引いて算定しておりま

す。

　また、遊休資産の回収可能価額は正味売

却価額により測定しており、不動産鑑定評

価額に基づき評価しております。

（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

  (単位：株) 

前事業年度末株式数
当中間会計期間増加
株式数

当中間会計期間減少
株式数

 当中間会計期間末
 株式数

普通株式　(注) 163,850 441 － 164,291

合計 163,850 441 － 164,291

 (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加441株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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① リース取引

     ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

② 有価証券

前中間会計期間末（平成17年9月30日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

区分
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

関連会社株式 1,800 6,984 5,184

（注）子会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成18年9月30日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

区分
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

関連会社株式 1,800 6,408 4,608

（注）子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成18年3月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

区分
貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

関連会社株式 1,800 12,996 11,196

（注）子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    786円 72銭

１株当たり中間純損失 256円 75銭

１株当たり純資産額    935円  75銭

１株当たり中間純利益    116円  66銭

１株当たり純資産額 835円  15銭

１株当たり当期純損失 209円  23銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、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

益については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。　

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、1株当たり当期純損失であり、

また、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。　

（注）１株当たり中間純利益又は１株当たり中間(当期)純損失の算定上の基礎は、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)

中間純利益又は中間（当期）純損失(△)

（百万円）
△40,920 18,593 △33,346

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間純利益又は普通株式に係る

中間（当期）純損失(△)（百万円)
△40,920 18,593 △33,346

期中平均株式数（千株） 159,380 159,379 159,380
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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）

────── （子会社株式の譲渡） ──────

   当社は、平成18年9月28日開催の取締

役会の決議に基づき、当社連結子会社

である Trianon Palace Hotel De 

Versailles S.A.の全株式及び同社に対

する貸付債権等を譲渡いたしました。

  1．譲渡理由

 　　 当社グループの事業ポートフォ

      リオの一環によるもの

 2．譲渡先

 　　BRE/HOSPITALITY EUROPE S.A.R.L

 　 （米国投資会社 The Blackstone
　　　Group International Limited
      傘下のＳＰＣ）

  3．譲渡年月日

      平成18年10月19日

  4．当該子会社の概要

 　   商号：Trianon Palace Hotel De
　　　　　  Versailles S.A.

      事業内容：ホテル事業

      所在地：仏国　ベルサイユ

  5．譲渡する株式の数及び譲渡価額

      譲渡株式数：357,021株

      譲渡価額：42百万ユーロ
　　　　　　   （6,263百万円）

  なお、譲渡価額には貸付債権等の
  譲渡価額12百万ユーロ(1,881百
  万円)を含んでおります。

  6．損益に与える影響  

     平成19年3月期の税引前当期純利

   益が549百万円増加する予定であり

   ます。
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