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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 営業損益 経常損益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 4,821 ( △16.2 ) △22 (    － ) △22 (   － )

17年９月中間期 5,756 ( 　16.7 ) 145 (    － ) 125 (   － )

18年３月期 11,794  178  160  

 中間(当期)純損益
１株当たり中間
(当期)純損益

 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 628 (    － ) 124 80

17年９月中間期 △835 (    － ) △165 72

18年３月期 △1,154  △229 12

(注)①期中平均株式数 18年９月中間期 5,038,167株 17年９月中間期 5,041,067株 18年３月期 5,040,579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  （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 13,275 3,776 28.4 749 81

17年９月中間期 14,581 3,487 23.9 691 91

18年３月期 13,127 3,153 24 625 76

(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 5,037,160株 17年９月中間期 5,040,810株 18年３月期 5,039,310株

 ②期末自己株式数 18年９月中間期 19,840株 17年９月中間期 16,190株 18年３月期 17,690株

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 12,100  89  524  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 103 円 61 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 － － －

19年３月期（実績） － －  

19年３月期（予想） － 10 10

 

 

※　業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場

合があります。
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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（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 968,825 816,385 895,249

２．受取手形 ※６ 924,526 1,599,777 685,559

３．売掛金 1,872,418 1,760,851 1,484,437

４．たな卸資産 ※２ 3,161,039 2,603,555 2,624,700

５．その他 94,381 38,905 61,611

６．貸倒引当金 △28,505 △32,246 △24,016

流動資産合計 6,992,685 48.0 6,787,228 51.1 5,727,541 43.6

Ⅱ．固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物 ※1・2 809,185 753,960 776,673

(2) 土地 ※2・5 3,424,294 2,629,756 3,424,294

(3) その他 ※1・2 921,478 772,681 812,053

計 5,154,958 35.3 4,156,399 31.3 5,013,021 38.2

２．無形固定資産 59,538 0.4 45,655 0.4 52,163 0.4

３．投資その他の資産

(1) 投資用不動産 ※1・2 1,879,685 1,757,274 1,780,346

(2) その他 577,552 584,219 602,948

(3) 貸倒引当金 △83,204 △54,960 △48,471

計 2,374,034 16.3 2,286,533 17.2 2,334,822 17.8

固定資産合計 7,588,530 52.0 6,488,587 48.9 7,400,007 56.4

資産合計 14,581,216 100.0 13,275,816 100.0 13,127,549 100.0

（負債の部）

Ⅰ．流動負債

１．支払手形 ※６ 1,794,968 1,381,884 1,157,432

２．買掛金 1,328,258 1,316,274 1,610,010

３．短期借入金 ※２ 4,785,298 4,034,192 3,755,251

４．未払法人税等 25,685 187,044 8,463

５．賞与引当金 38,218 37,294 31,881

６．土地売却手付金 － － 337,480

７．その他 649,333 608,000 775,949

流動負債合計 8,621,763 59.1 7,564,691 57.0 7,676,469 58.5

Ⅱ．固定負債

１．長期借入金 ※２ 2,312,590 1,831,197 2,164,929

２．退職給付引当金 58,422 46,685 50,288

３．その他 100,669 56,323 82,468

固定負債合計 2,471,683 17.0 1,934,207 14.6 2,297,686 17.5

負債合計 11,093,447 76.1 9,498,898 71.6 9,974,155 76.0
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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 1,350,250 9.2 － － 1,350,250 10.3

Ⅱ．資本剰余金

１．資本準備金 1,658,930 － 1,658,930

資本剰余金合計 1,658,930 11.4 － － 1,658,930 12.6

Ⅲ．利益剰余金

１．利益準備金 136,000 － 136,000

２．任意積立金 1,133,997 － 1,133,997

３．中間未処理損失又
は当期未処理損失

803,428 － 1,142,996

利益剰余金合計 466,569 3.2 － － 127,001 0.9

Ⅳ．その他有価証券評価
差額金

15,978 0.1 － － 21,615 0.2

Ⅴ．自己株式 △3,958 △0.0 － － △4,402 △0.0

資本合計 3,487,769 23.9 － － 3,153,393 24.0

負債資本合計 14,581,216 100.0 － － 13,127,549 100.0

（純資産の部）

Ⅰ．株主資本

１．資本金 － － 1,350,250 10.1 － －

２．資本剰余金

　(1) 資本準備金 － 337,562 －

　(2) その他資本剰余
金

－ 1,321,367 －

資本剰余金合計 － － 1,658,930 12.5 － －

３．利益剰余金

その他利益剰余金

　繰越利益剰余金 － 755,757 －

利益剰余金合計 － － 755,757 5.7 － －

４．自己株式 － － △5,029 △0.0 － －

株主資本合計 － － 3,759,907 28.3 － －

Ⅱ．評価・換算差額等

その他有価証券評価
差額金

－ － 17,010 0.1 － －

評価・換算差額等合
計

－ － 17,010 0.1 － －

純資産合計 － － 3,776,918 28.4 － －

負債純資産合計 － － 13,275,816 100.0 － －
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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 5,756,489 100.0 4,821,418 100.0 11,794,184 100.0

Ⅱ．売上原価 4,700,201 81.7 3,983,625 82.6 9,821,021 83.3

売上総利益 1,056,288 18.3 837,793 17.4 1,973,163 16.7

Ⅲ．販売費及び一般管理費 910,616 15.8 860,725 17.9 1,795,131 15.2

営業利益又は営業損
失（△）

145,672 2.5 △22,932 △0.5 178,032 1.5

Ⅳ．営業外収益 ※１ 33,336 0.6 35,409 0.7 85,475 0.7

Ⅴ．営業外費用 ※２ 53,786 0.9 35,406 0.7 102,770 0.8

経常利益又は経常損
失（△）

125,221 2.2 △22,929 △0.5 160,737 1.4

Ⅵ．特別利益 ※３ 12,487 0.2 843,692 17.5 17,772 0.2

Ⅶ．特別損失
※4・
7

889,612 15.5 14,413 0.3 1,257,244 10.7

税引前中間純利益又
は税引前中間（当
期）純損失（△）

△751,903 △13.1 806,348 16.7 △1,078,734 △9.1

法人税、住民税及び
事業税

※６ 19,492 177,592 12,165

法人税等調整額 ※６ 64,011 83,503 1.4 － 177,592 3.7 64,011 76,177 0.7

中間純利益又は中間
（当期）純損失
（△）

△835,406 △14.5 628,755 13.0 △1,154,911 △9.8

前期繰越利益 31,978 － 31,978

合併による抱合株式
消却損

－ － 20,062

中間（当期）未処理
損失

803,428 － 1,142,996
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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

その他
資本
剰余金

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

特別
償却
準備金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31

日　残高　　　

　　　 （千円）

1,350,250 1,658,930 － 1,658,930 136,000 1,130,000 3,997 △1,142,996 127,001 △4,402 3,131,778

中間会計期間中

の変動額

別途積立金の

取崩

（注）

     △1,130,000  1,130,000 －  －

特別償却準備

金の取崩

（注）

      △3,997 3,997 －  －

利益準備金の

取崩

（注）

    △8,998   8,998 －  －

資本準備金の

減少
 △1,321,367 1,321,367 －       －

利益準備金の

減少
    △127,001   127,001 －  －

中間純利益        628,755 628,755  628,755

自己株式の取

得
         △626 △626

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）

－ △1,321,367 1,321,367 － △136,000 △1,130,000 △3,997 1,898,753 628,755 △626 628,129

平成18年９月30

日　残高　　　

　　　 （千円）

1,350,250 337,562 1,321,367 1,658,930 － － － 755,757 755,757 △5,029 3,759,907
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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）
21,615 21,615 3,153,393

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩（注）   －

特別償却準備金の取崩

（注）
  －

利益準備金の取崩（注）   －

資本準備金の減少   －

利益準備金の減少   －

中間純利益   628,755

自己株式の取得   △626

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△4,605 △4,605 △4,605

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 （千円）
△4,605 △4,605 623,524

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
17,010 17,010 3,776,918

 （注）平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。
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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．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式

　　移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

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）

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）

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）

　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）たな卸資産

商品・製品・原材料

主として総平均法による低価

法

(2）たな卸資産

商品・製品・原材料

同左

(2）たな卸資産

商品・製品・原材料

同左

販売用不動産

　個別法による原価法

販売用不動産

同左

販売用不動産

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 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）は定額法）を採用

しております。

なお、主な耐用年数は、建物26

年～50年、機械装置７～12年で

あります。

(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

定額法を採用しております。

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）に基づいてお

ります。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）投資用不動産

定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）は定額法）を採用

しております。

なお、主な耐用年数は、建物50

年であります。

(3）投資用不動産

同左

(3）投資用不動産

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）

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 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勘案し、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

支出に備えるため、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

支出に備えるため、支給見込額

の当期負担額を計上しておりま

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

に基づき、簡便法により計上し

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、

当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

会計基準変更時差異（136,572

千円）については、15年による

按分額を費用処理しております。

会計基準変更時差異（136,572

千円）については、15年による

均等額を費用処理しております。

４．リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

４．リース取引の処理方法

同左

４．リース取引の処理方法

同左

５．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

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

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

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。

消費税等の会計処理

同左

　消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

当中間会計期間より、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879,167千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金額から直接控除

しております。

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、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損失は

966,280千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3,776,918千円であります。

　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．減価償却累計額 ※１．減価償却累計額 ※１．減価償却累計額

（千円）

有形固定資産 7,331,872

投資用不動産 787,930

（千円）

有形固定資産 7,433,943

投資用不動産 845,966

（千円）

有形固定資産 7,411,094

投資用不動産 819,094

※２．担保資産 ※２．担保資産 ※２．担保資産

担保に供している資産 担保に供している資産 担保に供している資産

（千円）

たな卸資産 9,538

建物 556,956

土地 2,897,090

その他有形固定

資産
31,465

投資用不動産 1,278,023

計 4,773,073

（千円）

たな卸資産 9,538

建物 519,201

土地 2,266,521

その他有形固定

資産
31,465

投資用不動産 1,287,534

計 4,114,260

（千円）

たな卸資産 9,538

建物 540,739

土地 2,968,677

その他有形固定

資産
31,465

投資用不動産 1,306,637

計 4,857,058

上記のうち財団抵当部分 上記のうち財団抵当部分 上記のうち財団抵当部分

（千円）

建物 49,666

土地 723,078

その他有形固定

資産
31,465

計 804,210

（千円）

建物 45,743

土地 723,078

その他有形固定

資産
31,465

計 800,287

（千円）

建物 47,619

土地 723,078

その他有形固定

資産
31,465

計 802,163

上記の担保資産に対応する債務 上記の担保資産に対応する債務 上記の担保資産に対応する債務

（千円）

短期借入金 4,364,498

長期借入金 2,312,590

(内財団分) (959,100)

計 6,677,088

（千円）

短期借入金 3,089,112

長期借入金 1,831,197

(内財団分) (640,000)

計 4,920,310

（千円）

短期借入金 3,655,251

長期借入金 2,164,929

(内財団分) (640,000)

計 5,820,181

　３．偶発債務 　３．偶発債務 　３．偶発債務

(1）関係会社の金融機関からの借

入に対して次のとおり連帯保

証を行っております。

(1）関係会社の金融機関からの借

入に対して次のとおり連帯保

証を行っております。

(1）関係会社の金融機関からの借

入に対して次のとおり連帯保

証を行っております。

（千円）

㈱ニシモト 451,556

旭勇産業㈱ 202,017

（千円）

旭勇産業㈱ 635,985

（千円）

旭勇産業㈱ 553,975

(2）当社従業員の福利厚生を目的

とした提携フリーローン制度

による金融機関からの借入に

対し連帯保証を行っておりま

す。

(2）当社従業員の福利厚生を目的

とした提携フリーローン制度

による金融機関からの借入に

対し連帯保証を行っておりま

す。

(2）当社従業員の福利厚生を目的

とした提携フリーローン制度

による金融機関からの借入に

対し連帯保証を行っておりま

す。

（千円）

13,830

（千円）

9,782

（千円）

11,236

（千円）

　４．受取手形割引高 1,009,966

（千円）

　４．受取手形割引高 130,000

（千円）

　４．受取手形割引高 1,188,125
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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）

※５．　　────── ※５．有形固定資産に含まれている、

用途検討中の土地があります。

（千円）

旭川市永山１条

18丁目11－５

213,240

東京都港区浜松

町１丁目

58,300

　計 271,540

※５．有形固定資産に含まれている、

用途検討中の土地があります。

（千円）

旭川市永山１条

18丁目11－５

213,240

札幌市大通西６

丁目５番

802,910

東京都港区浜松

町１丁目

58,300

　計 1,074,450

なお、札幌市大通西６丁目５番

の土地は平成18年４月６日に売

却しております。 

※６．　　────── ※６．中間期末日満期手形

中間期末日満期手形の会計処理

については、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

期末満期手形の金額は、次のと

おりであります。 

（千円）

受取手形 253,120

支払手形 276

※６．　　──────

－ 37 －



（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

（千円）

受取利息 1,300

受取配当金 4,789

関係会社経営指

導料

6,600

関係会社機械賃

貸料

5,428

（千円）

受取利息 62

受取配当金 4,772

関係会社経営指

導料

6,600

関係会社受取賃

貸料

3,133

（千円）

受取利息 1,767

受取配当金 9,289

関係会社経営指

導料

13,200

関係会社受取賃

貸料

13,161

※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

（千円）

支払利息 42,228

手形売却損 4,306

（千円）

支払利息 29,996

手形売却損 1,869

（千円）

支払利息 78,890

手形売却損 11,748

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの

（千円）

有形固定資産売

却益
7,110

前期損益修正益 5,377

（千円）

有形固定資産売

却益
832,883

（千円）

有形固定資産売

却益
7,110

前期損益修正益 10,661

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

（千円）

有形固定資産除

却損
10,445

減損損失 879,167

（千円）

有形固定資産除

却損
14,413

（千円）

有形固定資産除

却損
14,685

減損損失 966,280

役員退職慰労金 276,279

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

（千円）

有形固定資産 143,691

無形固定資産 10,100

投資用不動産 30,993

（千円）

有形固定資産 116,972

無形固定資産 9,393

投資用不動産 26,871

（千円）

有形固定資産 299,076

無形固定資産 19,879

投資用不動産 62,157

※６．当中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当事業

年度において予定している利益

処分による特別償却準備金の取

崩しを前提としてその金額を計

算しております。

※６．　　────── ※６．　　──────
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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

　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。 

場所 用途 種類

北海道網走
郡美幌町

営業所及び
工場設備

建物及び構
築物と土地
等

群馬県邑楽
郡板倉町

工場設備
建物及び構
築物と土地
等

北海道旭川
市

遊休資産 土地

札幌市中央
区

遊休資産 土地

東京都港区 遊休資産 土地

　公共事業依存度の高い当社は、公共事業
の激減と資産デフレの影響から、資産を事
業用資産、共用資産、賃貸用資産及び遊休
資産に分類し、事業用資産につきましては
独立した最小の会計単位である営業所をグ
ルーピングの単位とし、賃貸用資産及び遊
休資産につきましては各物件をグルーピン
グの単位としております。
　当中間会計期間において営業活動から生
ずる損益が継続してマイナスである資産グ
ループ及び時価が著しく下落している資産
グループにつきまして、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
879,167千円として特別損失に計上してお
ります。
　その内訳は、建物144,865千円、機械装
置67,510千円、土地469,362千円、建設仮
勘定56,975千円、リース資産95,722千円及
びその他44,730千円であります。
　なお、上記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、主として不動
産鑑定士評価額により算出しております。

※７．　　　　────── ※７．減損損失

　公共事業依存度の高い当社は、公共事業
の激減と資産デフレの影響から、当事業年
度において、以下の資産グループについて
減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類

北海道網走
郡美幌町

営業所及び
工場設備

建物及び構
築物と土地
等

群馬県邑楽
郡板倉町

工場設備
建物及び構
築物と土地
等

北海道二海
郡八雲町

営業所及び
工場設備

建物及び構
築物と機械
装置

北海道旭川
市

賃貸マン
ション

投資用不動
産

北海道旭川
市

遊休資産 土地

札幌市中央
区

遊休資産 土地

東京都港区 遊休資産 土地

　当社は、資産を事業用資産、共用資産、
賃貸用資産及び遊休資産に分類し、事業用
資産につきましては独立した最小の会計単
位である営業所をグルーピングの単位とし、
賃貸用資産及び遊休資産につきましては各
物件をグルーピングの単位としております。
　当事業年度において営業活動から生ずる
損益が継続してマイナスである資産グルー
プ及び時価が著しく下落している資産グ
ループにつきまして、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
966,280千円として特別損失に計上してお
ります。
　その内訳は、建物155,075千円、土地
469,362千円、無形固定資産6,766千円、投
資用不動産74,725千円、リース資産95,748
千円及びその他164,602千円であります。
　なお、上記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、主として不動
産鑑定士評価額により算出しております。

（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

 
前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間増加

　　株式数（千株）

当中間会計期間減少

　　株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

 普通株式　（注） 17 2 － 19

 　　　　合計 17 2 － 19

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、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）

　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）

　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）

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額

１．リース物件の取得価額相当額、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)

減損損
失累計
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
」

509,300 402,964 72,923 33,413

合計 509,300 402,964 72,923 33,413

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
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
」

449,576 342,620 95,748 11,207

合計 449,576 342,620 95,748 11,207

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
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
」

450,446 333,308 95,748 21,390

合計 450,446 333,308 95,748 21,390

（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。

同左 （注）　取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

２．未経過リース料中間期末残高相当

額等

２．未経過リース料中間期末残高相当

額等

２．未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

（千円）

１年内 67,780

１年超 38,555

合計 106,336

リース資産減損勘定の残高

（千円）

 75,499

未経過リース料中間期末残高相当額

（千円）

１年内 38,555

１年超 －

合計 38,555

リース資産減損勘定の残高

（千円）

 27,348

未経過リース料期末残高相当額

（千円）

１年内 65,095

１年超 6,443

合計 71,538

リース資産減損勘定の残高

（千円）

 50,148

（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。

同左 （注）　未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。
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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）

３．当中間期の支払リース料、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．当中間期の支払リース料、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．当期の支払リース料、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

（千円）

支払リース料 36,378

リース資産減損勘

定の取崩額

22,799

減価償却費相当額 13,578

減損損失 95,722

（千円）

支払リース料 32,112

リース資産減損勘

定の取崩額

22,799

減価償却費相当額 9,312

（千円）

支払リース料 71,887

リース資産減損勘

定の取崩額

45,599

減価償却費相当額 27,264

減損損失 95,748

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（残価保証の取り決めがあ

る場合は残価保証額）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　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 691円91銭

１株当たり中間純損失 165円72銭

１株当たり純資産額 749円81銭

１株当たり中間純利益 124円80銭

１株当たり純資産額   625円76銭

１株当たり当期純損失 229円12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。

　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金額又は１株当たり中間（当期）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)

１株当たり中間純利益金額又は１株当た

り中間（当期）純損失金額

中間純利益又は中間（当期）純損失（△）

（千円）
△835,406 628,755 △1,154,911

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

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（△）（千円）
△835,406 628,755 △1,154,911

期中平均株式数（株） 5,041,067 5,038,167 5,040,579

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。
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