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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 2,387  (73.7) 78  (263.1) 83  (　－　)

17年９月中間期 1,374  (△37.9) 21  (△86.6) △3  (　－　)

18年３月期 3,681  91  59  

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 92  (　－　) 5  43  

17年９月中間期 △4  (　－　) △0  37  

18年３月期 161  13  39  

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 17,060,451株 17年９月中間期 12,062,662株 18年３月期 12,075,815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 5,087  2,887  56.8  169  27  

17年９月中間期 3,667  1,222  33.3  101  37  

18年３月期 5,210  2,794  53.6  163  80  

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 17,059,936株 17年９月中間期 12,061,936株 18年３月期 17,061,236株

②期末自己株式数 18年９月中間期 9,980株 17年９月中間期 7,980株 18年３月期 8,680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 5,000  250  340  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　19円93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） － －

※　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、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 現金預金 ※２ 603,607   2,322,009    2,306,373   

２ 受取手形  308,000   －    －   

３ 完成工事未収入
金

 170,462   245,886    434,973   

４ 開発事業未収入
金

 3,351   4,057    3,919   

５ 販売用不動産  28,906   19,877    19,877   

６ 未成工事支出金  430,058   365,291    358,202   

７ 開発事業支出金 ※２ 81,977   128,607    71,541   

８ 繰延税金資産  －   82,950    72,630   

９ その他流動資産  80,165   68,068    98,723   

貸倒引当金  △12,100   △43,100    △42,100   

流動資産合計   1,694,429 46.2  3,193,648 62.8 1,499,219  3,324,141 63.8

Ⅱ 固定資産            

１ 有形固定資産            

（1）土地
※
2.3

630,867   630,867    630,867   

（2）その他有形固
定資産

※
1.2

126,935   125,262    123,008   

計  757,803   756,130   △1,673 753,876   

２ 無形固定資産  1,570   997   △572 1,201   

３ 投資その他の資
産

           

（1）関係会社株式  693,755   693,755    693,755   

（2）関係会社出資
金

 332,547   332,547    332,547   

（3）長期貸付金  196,636   191,219    193,704   

（4）その他投資等 ※２ 280,421   207,919    200,545   

貸倒引当金  △289,900   △288,400    △289,400   

計  1,213,460   1,137,041   △76,419 1,131,152   

固定資産合計   1,972,834 53.8  1,894,169 37.2 △78,664  1,886,231 36.2

資産合計   3,667,263 100.0  5,087,818 100.0 1,420,554  5,210,373 100.0
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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 工事未払金  394,180   443,222    510,436   

２ 開発事業未払金  4,756   1,261    2,318   

３ 短期借入金
※
2.5

658,600   637,560    657,560   

４ 未払法人税等  2,580   6,002    7,367   

５ 未成工事受入金  718,000   457,854    592,372   

６ 開発事業受入金  1,569   1,429    1,553   

７ 賞与引当金  27,000   38,165    26,000   

８ 完成工事補償引
当金

 8,500   15,300    14,500   

９ その他流動負債  30,164   46,260    34,688   

流動負債合計   1,845,350 50.3  1,647,055 32.4 △198,295  1,846,797 35.5

Ⅱ 固定負債            

１ 長期借入金
※
2.5

128,150   71,860    99,640   

２ 再評価に係る繰
延税金負債

※３ 227,262   227,262    227,262   

３ 退職給付引当金  101,122   108,530    102,904   

４ 役員退職給与引
当金

 62,575   74,972    68,783   

５ 債務保証損失引
当金

 59,000   59,000    59,000   

６ その他固定負債  21,033   11,417    11,272   

固定負債合計   599,142 16.4  553,042 10.8 △46,100  568,863 10.9

負債合計   2,444,493 66.7  2,200,097 43.2 △244,396  2,415,661 46.4
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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
（％）

（資本の部）            

Ⅰ 資本金   712,629 19.4  －  △712,629  1,422,629 27.3

Ⅱ 資本剰余金            

１ 資本準備金  234,843   －    944,843   

資本剰余金合計   234,843 6.4  － － △234,843  944,843 18.1

Ⅲ 利益剰余金            

１ 当期未処分利益
又は中間未処理
損失（△)

 △4,512   －    161,659   

利益剰余金合計   △4,512 △0.1  － － 4,512  161,659 3.1

Ⅳ 土地再評価差額金 ※３  259,405 7.0  － － △259,405  259,405 5.0

Ⅴ その他有価証券評
価差額金

  21,468 0.6  － － △21,468  7,434 0.1

Ⅵ 自己株式   △1,064 △0.0  － － 1,064  △1,259 △0.0

資本合計   1,222,769 33.3  － － △1,222,769  2,794,711 53.6

負債資本合計   3,667,263 100.0  － － △3,667,263  5,210,373 100.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本            

１ 資本金   － －  1,422,629 27.9 1,422,629  － －

２ 資本剰余金            

（1）資本準備金  －   944,843    －   

資本剰余金合計   － －  944,843 18.6 944,843  － －

３ 利益剰余金            

（1）その他利益剰
余金

           

繰越利益剰余金  －   254,229    －   

利益剰余金合計   － －  254,229 5.0 254,229  － －

４ 自己株式   － －  △1,770 △0.0 △1,770  － －

株主資本合計   － －  2,619,931 51.5 2,619,931  － －

Ⅱ 評価・換算差額等            

１ その他有価証券
評価差額金

  － －  8,384 0.2 8,384  － －

２ 土地再評価差額
金

※３  － －  259,405 5.1 259,405  － －

評価・換算差額等
合計

  － －  267,789 5.3 267,789  － －

純資産合計   － －  2,887,721 56.8 2,887,721  － －

負債純資産合計   － －  5,087,818 100.0 5,087,818  － －
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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            

１ 完成工事高  1,256,859   2,260,191    3,489,390   

２ 開発事業売上高  117,939 1,374,799 100.0 127,503 2,387,695 100.0 1,012,896 192,503 3,681,893 100.0

Ⅱ 売上原価            

１ 完成工事原価  1,082,596   2,011,388    3,043,413   

２ 開発事業売上原
価

 76,114 1,158,710 84.3 72,494 2,083,883 87.3 925,172 121,072 3,164,485 85.9

売上総利益            

完成工事総利益  174,262   248,802    445,976   

開発事業総利益  41,825 216,088 15.7 55,009 303,811 12.7 87,723 71,431 517,408 14.1

Ⅲ 販売費及び一般管
理費

  194,404 14.1  225,079 9.4 30,675  425,906 11.6

営業利益   21,684 1.6  78,731 3.3 57,047  91,501 2.5

Ⅳ 営業外収益            

１ 受取利息  2,035   1,524    3,401   

２ 受取配当金  4,913   250    5,647   

３ その他  9,072 16,021 1.2 10,903 12,677 0.5 △3,343 18,809 27,858 0.7

Ⅴ 営業外費用            

１ 支払利息  11,787   7,956    21,455   

２ 業務委託手数料  26,000   －    26,000   

３ その他  3,230 41,018 3.0 3 7,960 0.3 △33,057 12,376 59,832 1.6

経常利益又は経
常損失(△)

  △3,312 △0.2  83,449 3.5 86,761  59,527 1.6

Ⅵ 特別利益 ※１  － －  － － －  35,169 1.0

Ⅶ 特別損失 ※２  － －  － － －  3,367 0.1

税引前中間（当
期）純利益又は
税引前中間純損
失(△)

  △3,312 △0.2  83,449 3.5 86,761  91,329 2.5

法人税、住民税
及び事業税

 1,200   1,200    2,300   

法人税等調整額  － 1,200 0.1 △10,320 △9,120 △0.4 △10,320 △72,630 △70,330 △1.9

中間（当期）純
利益又は中間純
損失(△)

  △4,512 △0.3  92,569 3.9 97,081  161,659 4.4

前期繰越利益   －   －    －  

当期未処分利益
又は中間未処理
損失（△）

  △4,512   －    161,659  
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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

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（千円） 1,422,629 944,843 944,843 161,659 161,659 △1,259 2,527,872

中間会計期間中の変動額

中間純利益    92,569 92,569  92,569

自己株式の取得      △510 △510

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） － － － 92,569 92,569 △510 92,058

平成18年９月30日　残高（千円） 1,422,629 944,843 944,843 254,229 254,229 △1,770 2,619,931

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 7,434 259,405 266,839 2,794,711

中間会計期間中の変動額

中間純利益    92,569

自己株式の取得    △510

株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額（純

額）
950  950 950

中間会計期間中の変動額合計（千円） 950 － 950 93,009

平成18年９月30日　残高（千円） 8,384 259,405 267,789 2,887,721

－ 32 －



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

…総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）

・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

…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）

時価のないもの

…総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

・販売用不動産

…個別法による原価法

(2）たな卸資産

同左

 

(2）たな卸資産

同左

 

・未成工事支出金

…個別法による原価法

 

 

 

 

・開発事業支出金

…個別法による原価法

 

 

 

 

・材料貯蔵品

…最終仕入原価法

 

 

 

 

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）

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。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

建物、構築物 ３～50年

機械装置、車両運搬

具、工具器具・備品

３～20年

  

(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）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

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）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性

を勘案し、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

従業員賞与の支給に充てるため、

将来の支給見込額のうち当中間会

計期間の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

従業員賞与の支給に充てるため、

将来の支給見込額のうち当事業年

度の負担額を計上しております。

(3）完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用に

備えるため、当中間期末に至る１

年間の完成工事高に対する将来の

見積補償額に基づいて計上してお

ります。

(3）完成工事補償引当金

同左

(3）完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用に

備えるため、完成工事高に対する

将来の見積補償額に基づいて計上

しております。

(4）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、

当中間期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。

(4）退職給付引当金

同左

(4）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。

(5）役員退職給与引当金

役員の退職金の支給に備えて、役

員退職給与引当金に係る規程（内

規）に基づく中間期末要支給見積

額を計上しております。

(5）役員退職給与引当金

同左

(5）役員退職給与引当金

役員の退職金の支給に備えて、役

員退職給与引当金に係る規程（内

規）に基づく期末要支給見積額を

計上しております。

(6）債務保証損失引当金

取引先への債務保証に係る損失に

備えるため、被保証者の財政状態

等を勘案し、損失負担額を計上し

ております。

(6）債務保証損失引当金

同左

(6）債務保証損失引当金

同左

４．完成工事高の計上基準 完成工事高の計上は、工事完成基準に

よっております。

同左 同左

５．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）

６．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

為替予約が付されている外貨建金

銭債務（米貨建インパクトロー

ン）については、振当処理を行っ

ております。

(1）ヘッジ会計の方法

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

ヘッジ手段…為替予約取引

ヘッジ対象…外貨建金銭債務（米

貨建インパクトローン）

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

 ──────

(3）ヘッジ方針

米貨建インパクトローンの元本返

済及び利息支払について円貨によ

るキャッシュ・フローを確定させ

るため、当該インパクトローン取

組時にその元利ともに為替予約を

付しております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

 ──────

(4）ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段に関する

重要な条件が同一のため、中間決

算日における有効性の評価を省略

しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段に関する

重要な条件が同一のため、期末日

における有効性の評価を省略して

おります。

７．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

消費税等の会計処理は、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）  ────── （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。これによる損益への影響はありません。

　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。

これによる損益への影響はありません。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

当中間会計期間より、「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。

これまでの資産の部の合計に相当する金額は

2,887,721千円であります。

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。

──────

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）

（中間貸借対照表関係）

「貸倒引当金」は、前中間会計期間末は投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、金額の重要性が増したため当中

間会計期間末より区分掲記いたしました。

なお、前中間会計期間末の「貸倒引当金」の金額は286,500千円であ

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

296,877千円

※１．有形固定資産減価償却累計額

 304,749千円

※１．有形固定資産減価償却累計額

 300,804千円

※２．担保資産

(1）下記の資産は短期借入金508,600千円（長

期借入金よりの振替分含む）及び長期借

入金128,150千円の担保に供しておりま

す。

※２．担保資産

(1）下記の資産は短期借入金637,560千円（長

期借入金よりの振替分含む）及び長期借

入金71,860千円の担保に供しております。

※２．担保資産

(1）下記の資産は短期借入金657,560千円（長

期借入金よりの振替分含む）及び長期借

入金99,640千円の担保に供しております。

定期預金 175,000千円

開発事業支出金(土地) 16,334

建物 120,125

土地 623,970

投資有価証券 50,000

計 985,431

定期預金 175,000千円

開発事業支出金(土地) 16,334

建物 88,826

土地 612,381

計 892,542

定期預金 175,000千円

開発事業支出金(土地) 16,334

建物 87,117

土地 612,381

計 890,833

(2）上記(1)の資産のうち、取引先の金融機

関借入金に対する債務保証の担保に供さ

れている資産

(2）上記(1)の資産のうち、取引先の金融機

関借入金に対する債務保証の担保に供さ

れている資産

(2）上記(1)の資産のうち、取引先の金融機

関借入金に対する債務保証の担保に供さ

れている資産

建物 36,748千円

土地 492,888

計 529,636

保証債務 205,251千円

建物 39,271千円

土地 492,888

計 532,160

保証債務 189,951千円

建物 35,840千円

土地 492,888

計 528,728

保証債務 197,601千円

※３．　　―――――― ※３．　　―――――― ※３．「土地の再評価に関する法律」（平成10

年３月31日公布法律第34号）に基づき、

事業用の土地の再評価を行い、評価差額

については、当該評価差益に係る税金相

当額を「再評価に係る繰延税金負債」と

して負債の部に計上し、これを控除した

金額を「土地再評価差額金」として資本

の部に計上しております。

 

 

 

 

再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平

成10年３月31日公布政令第119号）第２条

第４号に定める当該事業用土地について

地価税法（平成３年法律第69号）第16条

に規定する地価税の課税価格の計算の基

礎となる土地の価額を算定するために国

税庁長官が定めて公表した方法により算

定した価額に合理的な調整を行って算定

する方法によっております。

 

 

 

 

再評価を行った年月日

　平成14年３月31日

 

 

 

 

再評価を行った土地の期末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額

△141,978千円

　４．偶発債務

下記の会社の金融機関借入金について

保証を行っております。

　４．偶発債務

下記の会社の金融機関借入金について

保証を行っております。

　４．偶発債務

下記の会社の金融機関借入金について

保証を行っております。

取引先

㈱土肥ふじやホテル 205,251千円

取引先

㈱土肥ふじやホテル 189,951千円

取引先

㈱土肥ふじやホテル 197,601千円

※５．借入金のうち一部金融機関からの借入金

118,750千円については、当社代表取締

役社長千葉愼二及び当社相談役鈴木菊三

郎個人から、債務の保証を受けておりま

す。

※５．　　―――――― ※５．　　――――――
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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．     ────── ※１．     ────── ※１．特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 35,169千円

※２．     ────── ※２．     ────── ※２．特別損失のうち主要なもの

投資有価証券売却損 3,367千円

　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 3,926千円

無形固定資産 374千円

有形固定資産  3,944千円

無形固定資産 204千円

有形固定資産 7,853千円

無形固定資産   742千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末

株式数（株）

当中間会計期間

増加株式数（株）

当中間会計期間減

少株式数（株）

当中間会計期間末

株式数（株）

普通株式　（注） 8,680 1,300 － 9,980

合計 8,680 1,300 － 9,980

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,300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

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

　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

　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） （借主側） （借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

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(その他)

12,934 4,358 8,576

 

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(その他)

20,830 7,334 13,495

 

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(その他)

12,934 5,435 7,499

　（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。

　（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

法により算定しております。

２．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 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,154千円

１年超 6,422

計 8,576

１年内 4,128千円

１年超 9,367

計 13,495

１年内  2,154千円

１年超 5,345

計 7,499

　（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。

　（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定しておりま

す。

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1,772千円

減価償却費相当額 1,772千円

支払リース料 1,899千円

減価償却費相当額 1,899千円

支払リース料 2,849千円

減価償却費相当額 2,849千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

②　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）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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７．事業種類別受注高、売上高、受注残高
(1）受注高（契約高）

区分

前中間会計期間

（平成17年４月１日から

平成17年９月30日まで）

当中間会計期間

（平成18年４月１日から

平成18年９月30日まで）

前事業年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

建設事業

建築工事 1,690,049 91.6 2,030,748 94.0 3,860,346 94.1

土木工事 37,497 2.0 2,360 0.1 50,035 1.2

計 1,727,547 93.6 2,033,108 94.1 3,910,382 95.3

開発事業 117,939 6.4 127,503 5.9 192,503 4.7

合計 1,845,487 100.0 2,160,612 100.0 4,102,885 100.0

(2）売上高

区分

前中間会計期間

（平成17年４月１日から

平成17年９月30日まで）

当中間会計期間

（平成18年４月１日から

平成18年９月30日まで）

前事業年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

建設事業

建築工事 1,213,621 88.3 2,257,830 94.6 3,428,154 93.1

土木工事 43,237 3.1 2,360 0.1 61,235 1.7

計 1,256,859 91.4 2,260,191 94.7 3,489,390 94.8

開発事業 117,939 8.6 127,503 5.3 192,503 5.2

合計 1,374,799 100.0 2,387,695 100.0 3,681,893 100.0

(3）受注（契約高）残高

区分

前中間会計期間

（平成17年４月１日から

平成17年９月30日まで）

当中間会計期間

（平成18年４月１日から

平成18年９月30日まで）

前事業年度

（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

建設事業

建築工事 3,514,767 99.8 3,243,448 100.0 3,470,531 100.0

土木工事 5,460 0.2 － － － －

計 3,520,227 100.0 3,243,448 100.0 3,470,531 100.0

開発事業 － － － － － －

合計 3,520,227 100.0 3,243,448 100.0 3,470,531 100.0

－ 40 －




