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平成 19 年３月期    個別中間財務諸表の概要           
平成 18 年 11 月 17 日 

 
上場会社名  松本建工株式会社          上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号  1779                本社所在都道府県  北海道 

（ＵＲＬ http://www.matsuken.co.jp）         

代  表  者 役職名 代表取締役社長     氏名 松本 節也 

問合せ先責任者 役職名 常務取締役経営企画室長 氏名 三浦 正範    ＴＥＬ(011)741－2259 

決算取締役会開催日   平成 18 年 11 月 17 日    配当支払開始日  平成 －年 －月 －日 

単元株制度採用の有無 有 （１単元 1,000 株）  

 

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                  （注）記載事項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 

18 年９月中間期 

17 年９月中間期 

百万円      ％

5,566（ 11.8）

4,977（△1.9）

百万円      ％

371（ 37.3）

270（△30.8）

百万円      ％

462（ 46.6）

315（△19.2）

18 年３月期 9,240（△4.8） 246（△42.1） 455（  1.1）

 

 中間（当期）純利益 
1 株当たり中間 

（当期）純利益 

18 年９月中間期 

17 年９月中間期 

百万円      ％

258（ 31.1）

197（△9.4）

円  銭

32  71

24  91

18 年３月期 439（114.3） 55  43

(注)1.期中平均株式数   18 年９月中間期 7,912,104 株 

             17 年９月中間期 7,926,055 株 

             18 年３月期   7,922,155 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 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

18 年９月中間期 

17 年９月中間期 

百万円 

20,082 

19,055 

百万円

5,014

4,742

％ 

25.0 

24.9 

円  銭

  634  61

598  76

18 年３月期 18,524 4,903 26.5 619  37

(注)1.期末発行済株式数  18 年９月中間期 7,902,283 株 

             17 年９月中間期 7,920,283 株 

             18 年３月期   7,916,583 株 

  2.期末自己株式数   18 年９月中間期   28,100 株 

             17 年９月中間期   10,100 株 

             18 年３月期     13,800 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 

 

通  期 

百万円

9,763

百万円

400

百万円 

172 

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）21 円 77 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) ─ ─ 

19 年３月期(予想) ─ 15.00 
15.00 

※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、業績の変化等により上記予想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）比較中間貸借対照表 

（単位：千円） 

 前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表 

 （平成 17 年９月 30 日） （平成 18 年９月 30 日） （平成 18 年３月 31 日） 

区  分 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比 

（資産の部）  ％ ％  ％

Ⅰ 流動資産   

 １ 現金及び預金 968,795 756,269 985,732 

 ２ 受取手形 657,660 701,340 394,253 

 ３ 完成工事未収入金 65,615 ― 18,684 

 ４ 売掛金 1,607,283 1,649,790 1,279,970 

 ５ 棚卸資産 2,787,608 3,401,697 2,908,985 

 ６ 短期貸付金 916,767 1,195,116 1,096,051 

 ７ その他 594,592 553,103 566,139 

   貸倒引当金 △174,969 △188,617 △194,110 

  流動資産合計 7,423,353 39.0 8,068,700 40.2 7,055,708 38.1

   

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産   

  (1) 建物 2,129,360 2,057,396 2,031,282 

  (2) 機械装置 491,327 393,691 427,796 

  (3) 土地 3,487,572 3,512,672 3,487,572 

  (4) その他 196,547 340,921 228,708 

  有形固定資産合計 6,304,808 6,304,681 6,175,360 

 ２ 無形固定資産 323,861 331,098 327,432 

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券 1,408,804 1,023,615 1,081,765 

  (2) 長期貸付金 1,572,423 2,361,176 1,894,396 

  (3) 投資不動産 860,932 854,907 857,888 

  (4) その他 1,158,427 1,127,713 1,139,597 

    貸倒引当金 △41,426 △21,190 △37,518 

  投資その他の資産合計 4,959,160 5,346,222 4,936,128 

  固定資産合計 11,587,829 60.8 11,982,003 59.6 11,438,920 61.7

   

Ⅲ 繰延資産 43,974 0.2 31,569 0.2 30,116 0.2

  資産合計 19,055,158 100.0 20,082,272 100.0 18,524,745 100.0
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（単位：千円） 

 前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表 

 （平成 17 年９月 30 日） （平成 18 年９月 30 日） （平成 18 年３月 31 日） 

区  分 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比 

（負債の部） ％ ％  ％

Ⅰ 流動負債  

 １ 支払手形 752,687 704,743 646,145 

 ２ 工事未払金 434,732 744,977 176,573 

 ３ 買掛金 936,789 1,062,092 674,992 

 ４ 短期借入金 2,270,000 1,861,000 2,151,000 

 ５ 未払法人税等 189,278 198,431 257,729 

 ６ 未成工事受入金 ― 1,482,181 1,196,893 

 ７ 完成工事補償引当金 16,275 17,436 14,537 

 ８ その他 1,703,086 1,118,727 892,809 

  流動負債合計 6,302,849 33.1 7,189,591 35.8 6,010,682 32.4

  

Ⅱ 固定負債  

 １ 社債 2,287,500 2,287,500 1,987,500 

 ２ 長期借入金 3,938,100 3,848,100 3,861,100 

 ３ 退職給付引当金 73,446 64,432 76,179 

 ４ 役員退職慰労引当金 304,010 320,970 312,270 

 ５ 預り保証金 1,282,511 1,295,693 1,303,350 

 ６ その他 124,360 61,081 70,373 

  固定負債合計 8,009,928 42.0 7,877,777 39.2 7,610,774 41.1

  負債合計 14,312,778 75.1 15,067,369 75.0 13,621,456 73.5
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（単位：千円） 

 前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表 

 （平成 17 年９月 30 日） （平成 18 年９月 30 日） （平成 18 年３月 31 日） 

区  分 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比 

（資本の部） ％ ％  ％

Ⅰ 資本金 1,063,542 5.6 ― 1,063,542 5.7

Ⅱ 資本剰余金  

 １ 資本準備金 1,253,785 ― 1,253,785 

  資本剰余金合計 1,253,785 6.6 ― ― 1,253,785 6.8

Ⅲ 利益剰余金  

 １ 利益準備金 77,900 ― 77,900 

 ２ 任意積立金 1,107,144 ― 1,107,144 

 ３ 中間（当期） 

   未処分利益 
787,909 ― 1,029,557 

  利益剰余金合計 1,972,954 10.3 ― ― 2,214,601 12.0

Ⅳ その他有価証券 

  評価差額金 
456,691 2.4 ― ― 377,916 2.0

Ⅴ 自己株式 △4,594 △0.0 ― ― △6,558 △0.0

  資本合計 4,742,379 24.9 ― ― 4,903,288 26.5

  負債・資本合計 19,055,158 100.0 ― ― 18,524,745 100.0

  

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

 １ 資本金 ― 1,063,542 ― 

 ２ 資本剰余金  

  (1) 資本準備金 ― 1,253,785 ― 

  資本剰余金合計 ― 1,253,785 ― 

 ３ 利益剰余金  

  (1) 利益準備金 ― 77,900 ― 

  (2) その他利益 

    剰余金 
― 2,276,720 ― 

  利益剰余金合計 ― 2,354,620 ― 

 ４ 自己株式 ― △13,023 ― 

  株主資本合計 ― ― 4,658,926 23.2 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等  

 １ その他有価証券 

   評価差額金 
― 343,259 ― 

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― 12,717 ― 

  評価・換算差額等合計 ― ― 355,977 1.8 ― ―

  純資産合計 ― ― 5,014,903 25.0 ― ―

  負債純資産合計 ― ― 20,082,272 100.0 ― ―
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（２）比較中間損益計算書 
（単位：千円） 

 前中間会計期間 当中間会計期間 
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17年９月30日）

（自 平成18年４月 1日 

至 平成18年９月30日）

（自 平成17年４月 1日 

至 平成18年３月31日）

区  分 金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 百分比 

  ％ ％  ％

Ⅰ 売上高 4,977,690 100.0 5,566,035 100.0 9,240,399 100.0

Ⅱ 売上原価 3,545,566 71.2 3,967,901 71.3 6,746,664 73.0

   売上総利益 1,432,124 28.8 1,598,133 28.7 2,493,734 27.0

Ⅲ 販売費及び一般 

  管理費 
1,161,269 23.4 1,226,311 22.0 2,247,722 24.3

   営業利益 270,855 5.4 371,821 6.7 246,012 2.7

Ⅳ 営業外収益 157,753 3.2 192,504 3.5 424,053 4.5

Ⅴ 営業外費用 113,020 2.3 101,592 1.9 214,665 2.3

   経常利益 315,588 6.3 462,733 8.3 455,399 4.9

Ⅵ 特別利益 70,036 1.4 9,016 0.2 481,989 5.2

Ⅶ 特別損失 25,183 0.5 5,494 0.1 96,786 1.0

   税引前中間 

   (当期)純利益 
360,442 7.2 466,255 8.4 840,602 9.1

   法人税、住民税 

   及び事業税 
180,166 3.6 201,636 3.7 368,377 4.0

   法人税等調整額 △17,170 △0.4 5,851 0.1 33,130 0.3

   中間(当期)純利益 197,447 4.0 258,767 4.6 439,094 4.8

   前期繰越利益 590,462 ― 590,462 

   中間(当期) 

   未処分利益 
787,909 ― 1,029,557 
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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） 

(単位：千円) 

 株主資本 

 資本剰余金 利益剰余金 

 
資本金 

資本準備金 利益準備金
その他利益

剰余金 

自己株式 株主資本合計

平成 18 年３月 31 日残高 1,063,542 1,253,785 77,900 2,136,701 △6,558 4,525,371

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当(注)  △118,748  △118,748

特別償却準備金の取崩   

中間純利益  258,767  258,767

自己株式の取得  △6,464 △6,464

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 
 140,018 △6,464 133,554

平成 18 年９月 30 日残高 1,063,542 1,253,785 77,900 2,276,720 △13,023 4,658,926

 
 
 評価・換算差額等 

 
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 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高 377,916 377,916 4,903,288

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当(注)  △118,748

特別償却準備金の取崩  

中間純利益  258,767

自己株式の取得  △6,464

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額(純額) 

△34,657 12,717 △21,939 △21,939

中間会計期間中の変動額

合計 
△34,657 12,717 △21,939 111,615

平成 18 年９月 30 日残高 343,259 12,717 355,977 5,014,903

  (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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（注）その他利益剰余金の内訳 

(単位：千円) 

 特別償却準備金 別途積立金 繰越利益剰余金 合計 

平成 18 年３月 31 日残高 7,144 1,100,000 1,029,557 2,136,701

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △118,748 △118,748

特別償却準備金の取崩 △2,844 2,844 ―

中間純利益 258,767 258,767

自己株式の取得  

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 
△2,844 142,863 140,018

平成 18 年９月 30 日残高 4,299 1,100,000 1,172,421 2,276,720
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中間財務諸表作成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)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 

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。） 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

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。） 

 時価のないもの 

同左 

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

同左 

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 

同左 

(2)棚卸資産 (2)棚卸資産 (2)棚卸資産 

商品、製品、仕掛品及び原材料 

総平均法による原価法 

未着品、販売用不動産、分譲

用不動産及び未成工事支出金 

個別法による原価法 

貯蔵品 

最終仕入原価法による 

原価法 

商品、製品、仕掛品及び原材料

同左 

未着品、販売用不動産、分譲

用不動産及び未成工事支出金

同左 

貯蔵品 

同左 

商品、製品、仕掛品及び原材料

同左 

未着品、販売用不動産、分譲

用不動産及び未成工事支出金

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)有形固定資産及び投資不動産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日

以後に取得した建物(建物付

属設備を除く)については償

却方法を定額法にしておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物     14～31年 

機械装置     10年 

(1)有形固定資産及び投資不動産

同左 

(1)有形固定資産及び投資不動産

同左 

(2)無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフト

ウェアの減価償却方法は、社

内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によって

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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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)完成工事補償引当金 

 完成工事に係る補償費の支払

に備えるため、過年度の実績を

基礎に将来の補償見込を加味し

た見込額を計上しております。 

(2)完成工事補償引当金 

同左 

(2)完成工事補償引当金 

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、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、発生の

翌事業年度に一括費用処理する

こととしております。 

(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。

 数理計算上の差異は、発生の

翌事業年度に一括費用処理する

こととしております。 

(4)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備

えるため、当社の内規に基づく

中間期末要支給額を計上してお

ります。 

 なお、この引当金は、商法施

行規則第43条に規定する引当金

であります。 

(4)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備

えるため、当社の内規に基づく

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 

 役員の退職慰労金の支給に備

えるため、当社の内規に基づく

期末要支給額を計上しておりま

す。 

 なお、この引当金は、商法施

行規則第43条に規定する引当金

であります。 

４．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。 

４．外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

同左 

４．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、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。 

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。 

５．リース取引の処理方法 

同左 

５．リース取引の処理方法 

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） 

６．ヘッジ会計の方法 ６．ヘッジ会計の方法 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 (1)ヘッジ会計の方法 

 主として繰延ヘッジ処理に

よっております。なお、金利

スワップについて特例処理の

要件を満たしている場合に

は、特例処理を採用しており

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 

通貨スワップ 

金利スワップ 

ヘッジ対象 

外貨建予定取引 

借入金 

ヘッジ手段 

通貨スワップ

金利スワップ

ヘッジ対象 

外貨建予定取引 

借入金 

ヘッジ手段 

通貨スワップ 

金利スワップ 

ヘッジ対象 

外貨建予定取引 

借入金 

(3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 

 主として将来発生する外貨

建債務に対する支払額の確定

及び借入金等に対する金利の

変動リスクの回避あるいは軽

減を目的としております。 

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 

 ヘッジ開始時から有効性判

定時点までの期間において、

ヘッジ対象とヘッジ手段の相

場変動の累計を比較し、両者

の変動額等を基礎にして判断

しております。 

同左 同左 

７．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 

７．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 

７．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

 なお、仮払消費税等と仮受

消費税等は相殺し流動負債の

「その他」として計上してお

ります。 

同左  税抜方式によっておりま

す。 

(2)法人税及び住民税並びに事業税 (2)法人税及び住民税並びに事業税 ────── 

 中間会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、当

期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

積立及び取崩を前提として、

当中間会計期間に係る金額を

計算しております。 

同左  
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 会計処理の変更 

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） 

 当中間会計期間から「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」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）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）

 当事業年度から「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

会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号）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。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

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」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は5,002,185千円で

あります。 

────── 

────── （繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い） 

 当中間会計期間から、「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成18年８

月11日 実務対応報告第19号）を適

用しております。 

 これに伴い、３年均等額の償却を

行っていた「社債発行費」は、社債

発行日から償還日までの期間に対応

して償却しております。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。 

────── 
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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） 

―――――― （中間貸借対照表関係） 

1.  従来、「未成工事受入金」は流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計

期間において、総資産額の100分の５を超えたため

区分掲記しました。 

なお、前中間会計期間の流動負債の「その他」

に含まれている「未成工事受入金」の金額は

826,895千円であります。 
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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 １．有形固定資産減価償却累計額 １．有形固定資産減価償却累計額 

5,321,476千円 5,174,221千円 5,087,651千円

２．担保提供資産 ２．担保提供資産 ２．担保提供資産 

（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） 
 

建物 1,276,976千円 

土地 2,728,117千円 

投資有価証券 1,071,070千円 

投資不動産 853,533千円 

計 5,929,697千円 

建物 1,188,518千円

土地 2,722,631千円

投資有価証券 646,290千円

投資不動産 848,155千円

計 5,405,595千円

建物 1,226,881千円

土地 2,728,117千円

投資有価証券 666,330千円

投資不動産 850,834千円

計 5,472,162千円

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 
 

短期借入金 1,829,600千円 

（１年以内返済分を含む） 

長期借入金 3,834,700千円 

計 5,664,300千円 

 
短期借入金 1,457,600千円

（１年以内返済分を含む） 

長期借入金 3,848,100千円

計 5,305,700千円

 
短期借入金 1,715,600千円

（１年以内返済分を含む） 

長期借入金 3,822,900千円

計 5,538,500千円

３．保証債務 ３．保証債務 ３．保証債務 

 下記のとおり、従業員の厚生資金

の銀行借入、住宅建築顧客、㈱グロ

バリー及び㈱郡組に対する金融機関

の融資、マクロホーム㈱及び㈱テッ

クハウジングジャパンに対するリー

ス契約について連帯保証を行ってお

ります。 

 下記のとおり、従業員の厚生資金

の銀行借入、住宅建築顧客及び松建

不動産流通㈱に対する金融機関の融

資、マクロホーム㈱及び㈱テックハ

ウジングジャパンに対するリース契

約について連帯保証を行っておりま

す。 

 下記のとおり、従業員の厚生資金

の銀行借入、住宅建築顧客、㈱グロ

バリー及び㈱郡組に対する金融機関

の融資、マクロホーム㈱及び㈱テッ

クハウジングジャパンに対するリー

ス契約について連帯保証を行ってお

ります。 
 
保証先 保証金額 

従業員 2,160千円 

住宅建築顧客 21,880千円 

㈱グロバリー 1,285,000千円 

㈱郡組 18,503千円 

マクロホーム㈱ 42,336千円 

㈱テックハウジ

ングジャパン 
50,282千円 

計 1,420,161千円 

  

 
保証先 保証金額 

従業員 865千円

住宅建築顧客 35,800千円

松建不動産流通㈱ 200,000千円

マクロホーム㈱ 33,264千円

㈱テックハウジン

グジャパン 
76,826千円

計 346,755千円

 

 

 
保証先 保証金額 

従業員 1,275千円

住宅建築顧客 50,500千円

㈱グロバリー 631,186千円

㈱郡組 5,140千円

マクロホーム㈱ 37,800千円

㈱テックハウジ

ングジャパン 
86,783千円

計 812,684千円

 

 なお、㈱グロバリーに対して、為

替予約取引2,800千ユーロの引受保

証を行っております。 

  

   

４．休止固定資産に関するものが次

のとおり含まれております。 

４．休止固定資産に関するものが次

のとおり含まれております。 

４．休止固定資産に関するものが次

のとおり含まれております。 

 

建物 961千円 

機械装置 55,338千円 

  計 56,300千円 

建物 842千円

機械装置 47,664千円

  計 48,506千円

建物 898千円

機械装置 51,201千円

計 52,099千円
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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） 

―――――― ５．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、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期間末残高に含ま

れております。 

受取手形 19,738千円

営業外受取手形 750千円

支払手形 4,792千円
 

―――――― 

 

（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．減価償却実施額 １．減価償却実施額 １．減価償却実施額 

 

有形固定資産 148,749千円 

無形固定資産 8,798千円 
 

有形固定資産 133,796千円

無形固定資産 6,058千円
 

有形固定資産 298,804千円

無形固定資産 18,303千円

２．営業外収益の主要項目 ２．営業外収益の主要項目 ２．営業外収益の主要項目 

 

受取利息及び配
当金 

28,798千円 

投資有価証券売
却益 

17,929千円 

技術指導料収入 16,836千円 

受取地代家賃 50,190千円 

事務手数料収入 9,064千円 

設計料収入 7,371千円 
 

受取利息及び配
当金 

109,000千円

受取地代家賃 47,441千円

事務手数料収入 7,043千円

設計料収入 4,303千円

 

 
 

受取利息及び配
当金 

124,667千円

技術指導料収入 38,103千円

受取地代家賃 100,116千円

事務手数料収入 36,451千円

設計料収入 12,496千円

 

３．営業外費用の主要項目 ３．営業外費用の主要項目 ３．営業外費用の主要項目 

 

支払利息 54,191千円 

貸倒引当金繰入額 17,414千円 

貸倒損失 600千円 

休止固定資産関連
諸費 

4,200千円 

賃貸物件関連諸費 8,018千円 

  
 

支払利息 54,997千円

支払保証料 11,423千円

社債利息 10,887千円

社債発行費償却 11,122千円

賃貸物件関連諸費 8,286千円

 
 

支払利息 107,935千円

社債発行費償却 24,016千円

貸倒引当金繰入額 15,189千円

休止固定資産関連
諸費 

8,400千円

賃貸物件関連諸費 15,342千円

 

４．特別利益の主要項目 ４．特別利益の主要項目 ４．特別利益の主要項目 

 

保険金収入 69,841千円 

  
 

貸倒引当金戻入 9,016千円

 
 

投資有価証券
売却益 

399,477千円

保険金収入 82,511千円
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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．特別損失の主要項目 ５．特別損失の主要項目 ５．特別損失の主要項目 

 

固定資産売却損  

建物 4,285千円 

  

  
 

固定資産売却損

有形固定資産 
(その他) 

104千円

無形固定資産 115千円

計 219千円
 

固定資産売却損 

建物 4,285千円

 

 

 

固定資産除却損  

建物 5,262千円 

機械装置 7,402千円 

有形固定資産 
(その他) 

5,624千円 

無形固定資産 9千円 

  計 18,298千円 
 

固定資産除却損

建物 5,088千円

有形固定資産 
(その他) 

186千円

  計 5,275千円

 

 
 

固定資産除却損 

建物 46,116千円

機械装置 28,484千円

有形固定資産 
(その他) 

15,290千円

無形固定資産 9千円

  計 89,901千円

 

（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） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 13,800 14,300 ― 28,100
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（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） 

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及び中間

期末残高相当額 

（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 

 

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 

（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 

 

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） 

3,474 231 3,242 

 

  

 

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）

3,474 926 2,547

 

  

 

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）

3,474 579 2,895

 

(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 694千円 

１年超 2,547千円 

合計 3,242千円 
 

 
１年内 694千円

１年超 1,852千円

合計 2,547千円
 

 
１年内 694千円

１年超 2,200千円

合計 2,895千円
 

(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 296千円 

減価償却費相当額 296千円 
 

 
支払リース料 347千円

減価償却費相当額 347千円
 

 
支払リース料 644千円

減価償却費相当額 644千円
 

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

ありませんので、項目等の記載は省

略しております。 

（減損損失について） 

       同左 

 

（減損損失について） 

       同左 
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（有価証券） 

  前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末における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。 
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