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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 営業利益又は営業損失(△) 経常利益又は経常損失(△)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 3,457 ( △9.8) △101 (　－　) △102 (　－　)

17年９月中間期 3,833 (   3.5) 118 (  53.0) 95 (  45.9) 

18年３月期 7,612 177 125

中間(当期)純利益又は
純損失(△)

１株当たり中間
(当期)純利益又は純損失(△)

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 △412 (　－　) △49 90

17年９月中間期 83 ( 288.1) 10 14

18年３月期 226 27 43

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 8,261,162株 17年９月中間期 8,262,000株 18年３月期 8,261,683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 6,476 3,474 53.6 420 55

17年９月中間期 7,460 3,921 52.6 474 65

18年３月期 7,362 4,011 54.5 485 61

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 8,261,162株 17年９月中間期 8,262,000株 18年３月期 8,261,162株

②期末自己株式数 18年９月中間期 838株 17年９月中間期 ―株 18年３月期 838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 7,240  350  15  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　1円　 82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 － 8.0 8.0

18年9月期（実績） － － －

19年3月期（予想） － 5.0 5.0

 

※　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５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）

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  ※2 1,618,056 1,170,801 1,674,258

２．売掛金  1,082,538 851,204 951,639

３．完成工事未収
　　入金  － － 4,759

４．たな卸資産 36,417 3,826 4,330

５．その他 240,861 254,282 236,153

　貸倒引当金 △7,153 △30,633 △23,507

流動資産合計 2,970,721 39.8 2,249,481 34.7 2,847,633 38.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産
※1、
2、3

（1）建物 1,634,621 1,510,004 1,589,068

（2）土地 1,155,588 1,155,588 1,155,588

（3）その他 11,865 9,836 11,093

計 2,802,075 2,675,430 2,755,750

２．無形固定資産 253,409 161,805 207,551

３．投資その他の資産

（1）投資有価証券 712,447 666,911 816,819

（2）関係会社株式 ※2 285,027 284,045 285,027

（3）長期貸付金 61,201 6,227 7,762

（4）その他 504,757 432,339 497,142

　　貸倒引当金 △129,072 － △55,165

計 1,434,362 1,389,524 1,551,586

固定資産合計 4,489,847 60.2 4,226,759 65.3 4,514,888 61.3

資産合計 7,460,568 100.0 6,476,241 100.0 7,362,522 100.0
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 131,264 49,486 53,030

２．工事未払金 － － 4,727

３．短期借入金 500,000 480,000 500,000

４．一年以内に返済予
定の長期借入金

※2 302,542 283,176 324,782

５．未払金  － 343,175 －

６．未払法人税等 60,829 44,584 95,646

７．その他 ※5 453,830 197,370 440,189

流動負債合計 1,448,465 19.4 1,397,792 21.6 1,418,376 19.3

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※2 1,742,513 1,182,717 1,572,355

２．退職給付引当金 106,645 121,280 117,833

３．その他 241,406 300,212 242,227

固定負債合計 2,090,564 28.0 1,604,210 24.8 1,932,416 26.2

負債合計 3,539,030 47.4 3,002,003 46.4 3,350,793 45.5

（資本の部）

Ⅰ　資本金 3,030,859 40.6 － － 3,030,859 41.2

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 683,343 － 683,343

資本剰余金合計 683,343 9.2 － － 683,343 9.3

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 8,146 － 8,146

２．中間(当期)未処分
利益

83,786 － 226,605

利益剰余金合計 91,932 1.2 － － 234,751 3.2

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

115,402 1.6 － － 63,106 0.8

Ⅴ　自己株式 － － － － △331 △0.0

資本合計 3,921,537 52.6 － － 4,011,728 54.5

負債・資本合計 7,460,568 100.0 － － 7,362,522 100.0
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 （純資産の部）

 Ⅰ　株主資本

     １．資本金 － － 3,030,859 46.8 － －

     ２. 資本剰余金     

（１）資本準備金 －  683,343   －  

資本剰余金合計 － － 683,343 10.6 － －

     ３．利益剰余金      

（１）利益準備金 －  14,754   －  

（２）その他利益剰余
金

       

繰越利益剰余金　
　　

－  △258,312   －  

利益剰余金合計  － －  △243,557 △3.8  － －

     ４．自己株式 － － △331 △0.0 － －

株主資本合計 － － 3,470,314 53.6 － －

 Ⅱ  評価・換算差額等

１．その他有価証券
　　 評価差額金

－ － 3,923 0.0 － －

 評価・換算差額等合計 － － 3,923 0.0 － －

 　純資産合計 － － 3,474,237 53.6 － －

 　負債純資産合計 － － 6,476,241 100.0 － －
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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 3,833,142 100.0 3,457,111 100.0 7,612,226 100.0

Ⅱ　売上原価 3,123,154 81.5 2,972,681 86.0 6,254,510 82.2

売上総利益
 

709,987 18.5 484,430 14.0 1,357,715 17.8

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

591,204 15.4 585,491 16.9 1,180,076 15.5

営業利益又は
営業損失(△)
 

118,783 3.1 △101,061 △2.9 177,639 2.3

Ⅳ　営業外収益 ※1 12,796 0.3 27,827 0.8 19,062 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※2 36,156 0.9 29,532 0.9 70,773 0.9

経常利益又は
経常損失(△)
 

95,423 2.5 △102,766 △3.0 125,928 1.7

Ⅵ　特別利益 ※3 52,242 1.4 4,999 0.1 233,201 3.1

Ⅶ　特別損失 ※4,5 25,337 0.7 147,350 4.2 58,013 0.8

税引前中間(当期)
純利益又は
純損失(△)

122,328 3.2 △245,117 △7.1 301,116 4.0

法人税、住民税及
び事業税

38,541   28,091   75,000   

法人税等調整額 － 38,541 1.0 139,010 167,102 4.8 △488 74,511 1.0

中間(当期)純利益
又は純損失(△)

83,786 2.2 △412,219 △11.9 226,605 3.0

中間(当期)未処分
利益

83,786 － 226,605
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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
合計利益

準備金

その他利益
剰余金 

利益
剰余金
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
3,030,859 683,343 683,343 8,146 226,605 234,751 △331 3,948,622

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）     △66,089 △66,089  △66,089

利益準備金の積立額

（注） 
   6,608 △6,608 －  －

中間純損失（△）     △412,219 △412,219  △412,219

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）
－ － － 6,608 △484,917 △478,308 － △478,308

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 　 (千円）
3,030,859 683,343 683,343 14,754 △258,312 △243,557 △331 3,470,314

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）
63,106 63,106 4,011,728

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △66,089

利益準備金の積立額

（注）
  －

中間純損失（△）   △412,219

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△59,182 △59,182 △59,182

中間会計期間中の変動額

合計　　　　 　（千円）
△59,182 △59,182 △537,490

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 　 (千円）
3,923 3,923 3,474,237

（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

子会社株式および関連会社株式

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）を採用してお

ります。

(1）有価証券

子会社株式および関連会社株式

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）を採用しておりま

す。  

(1）有価証券

子会社株式および関連会社株式

同左

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）を採用しておりま

す。

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

移動平均法による原価法

貯蔵品

最終仕入原価法

(2）たな卸資産

商品

　同左

貯蔵品

　同左

(2）たな卸資産

商品

　同左

貯蔵品

　同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　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（附属設備を除

く）および賃貸用のケア付住宅に

係る建物、構築物については、定

額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物および構築物 ３～50年

車両運搬具および器具備品

２～15年

(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

　定額法によっております。

　なお、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）による定額法

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

　定額法によっております。

　　　　　─────

 

─────

３．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、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
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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）

(2）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

務およ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。

なお、数理計算上の差異は、当

中間会計期間の費用として一括

処理しております。

(2）退職給付引当金

同左

(2）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

務および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

　なお、数理計算上の差異および

過去勤務債務は、当期の費用とし

て一括処理しております。

（会計方針の変更)

当中間会計期間より「『退職給

付に係る会計基準』の一部改正」

(企業会計基準第３号平成17年３

月16日）及び「『退職給付に係る

会計基準』の一部改正に関する適

用指針」(企業会計基準適用指針

第７号　平成17年３月16日)を適

用しております。これにより営業

利益、経常利益及び税引前中間純

利益は1,629千円増加しておりま

す。 

───── （会計方針の変更）　

　当事業年度より「『退職給付に

係る会計基準』の一部改正」（企

業会計基準第３号平成17年３月16

日）および「『退職給付に係る会

計基準』の一部改正に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針」

（企業会計基準適用指針第７号　

平成17年３月16日）を適用してお

ります。これにより営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益は

2,669千円増加しております。

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。

　同左 　同左

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　　金利スワップの特例処理の

　要件を満たす金利スワップに

　ついては、特例処理を採用し

　ております。

(2）ヘッジ手段

　　金利スワップ取引

(3）ヘッジ対象

　　変動金利建ての借入金利息

(4）ヘッジ方針

　　借入金の金利変動リスクを

　回避する目的で、変動金利建

　ての借入金に対して、金利ス

　ワップを行っております。

(5）ヘッジ有効性評価の方法　

　特例処理によっている金利ス

ワップについては有効性の評価

を省略しております。

　　　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．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

(1）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。

また、たな卸資産に係る控除対象

外消費税等は、当中間会計期間の

負担すべき期間費用として処理し

ており、固定資産に係る控除対象

外消費税等は投資その他の資産

「その他」として計上し、法人税

法の規定する期間にわたり償却し

ております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）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。

また、たな卸資産に係る控除対象

外消費税等は、当期の負担すべき

期間費用として処理しており、固

定資産に係る控除対象外消費税等

は投資その他の資産「その他」と

して計上し、法人税法の規定する

期間にわたり償却しております。

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利益は23,771千円

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

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利益は23,771千円減少

しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の

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

3,474,237千円であります。

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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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）

前中間会計期間において流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「未払金」（前中間会計期間278,963

千円）については、負債及び純資産の合計額の100分の

５超となったため、当中間会計期間より区分掲記してお

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日現在）

当中間会計期間末

（平成18年９月30日現在）

前事業年度末

（平成18年３月31日現在）

※１. 有形固定資産の減価償却累計額 ※１. 有形固定資産の減価償却累計額 ※１. 有形固定資産の減価償却累計額

555,857千円 632,106千円 599,277千円

※２. 担保に供している資産およびこれに対

応する債務

※２. 担保に供している資産およびこれに対

応する債務

※２. 担保に供している資産およびこれに対

応する債務

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

建　　　物 1,407,684千円

構　築　物 5,919千円

土　　　地 1,119,841千円

関係会社株式 44,000千円

計 2,577,445千円

預　　　金 74,100千円

建　　　物 1,328,086千円

構　築　物 4,748千円

土　　　地 1,119,841千円

関係会社株式 44,000千円

計 2,570,775千円

建　　　物 1,374,621千円

土　　　地 1,119,841千円

構　築　物 5,327千円

関係会社株式 44,000千円

計 2,543,789千円

(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

一年以内に返済予定

の長期借入金
212,419千円

長期借入金 1,439,983千円

計 1,652,402千円

一年以内に返済予定

の長期借入金
202,188千円

長期借入金 961,175千円

その他(固定負債) 74,100千円

計 1,237,463千円

１年以内に返済予定

の長期借入金
240,989千円

長期借入金 1,310,319千円

計 1,551,308千円

※３. 圧縮記帳 ※３. 圧縮記帳 ※３. 圧縮記帳

　過年度において国庫等補助金の受入によ

り取得した建物について、97,610千円の圧

縮記帳をしております。

  同左   同左

４. 保証債務 ４. 保証債務 ４. 保証債務

　下記のとおり、取引先の銀行借入金に対

して債務の保証を行っております。

　下記のとおり、取引先の銀行借入金に

対して債務の保証を行っております。

　下記のとおり、取引先の銀行借入金に対

して債務の保証を行っております。

（銀行借入金）医療法人社団幸北病院

24,530千円

（銀行借入金）医療法人社団幸北病院

1,920千円

（銀行借入金）医療法人社団幸北病院

13,326千円

※５. 消費税等の取扱い ※５. 　　　―――――― ※５. 　　　――――――

　仮払消費税等および仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めて表示しており

ます。

（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

受取賃貸料 4,397千円

受取配当金 3,901千円

投資事業組合運用益 16,070千円

受取賃貸料 4,609千円

受取賃貸料 7,991千円

受取配当金 5,501千円

※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

支払利息 30,551千円 支払利息 26,687千円 支払利息 58,826千円

※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

投資有価証券売却益 42,242千円

営業譲渡益 10,000千円

投資有価証券売却益 4,999千円 投資有価証券売却益 223,201千円

※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

減損損失 23,771千円 減損損失 51,289千円

投資有価証券評価損 71,140千円

関係会社株式評価損 23,982千円

減損損失 23,771千円

商品評価損 30,181千円
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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. 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
減損損失

(千円) 

 北海道札幌市 遊休地 土　地 15,530

 東京都豊島区 教育事業 営業権 8,241

当社は、地域別及び管理会計上の事業別に

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札幌市の遊休地の地価が

大幅に下落したため正味売却価額(不動産鑑定

士による不動産評価)まで減額し、また教育事

業グループ資産である営業権を将来キャッ

シュ・フロー割引率3.18%の使用価値で測定し

回収可能価額まで減額しました。その内訳は、

遊休資産15,530千円、教育事業グループ営業

権8,241千円であります。

※５. 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
減損損失

(千円) 

 東京都江戸川区 GH事業
建物及び構

築物
26,481

 千葉県柏市 GH事業
建物及び構

築物
1,447

 千葉県柏市 GH事業 リース資産 23,361

当社グループは、地域別及び管理会計上の

事業別に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、施設事業の営

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(51,289千

円)として特別損失に計上いたしました。減損

損失の内訳は、建物及び構築物27,928千円、

リース資産23,361千円であります。

回収可能価額は使用価値により算定してお

りますが、当該資産グループについては将来

キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイ

ナスであるため回収可能価額はないものとし

て減損損失を認識しております。

※５. 減損損失

当事業年度において、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
減損損失

（千円）

 北海道札幌市 遊休地 土　地 15,530

 東京都豊島区 教育事業 営業権 8,241

当社は、地域別及び管理会計上の事業別に

資産のグルーピングを行っております。当事

業年度において札幌市の遊休地の地価が大幅

に下落したため正味売却価額(不動産鑑定士に

よる不動産評価)まで減額し、また教育事業グ

ループ資産である営業権を将来キャッシュ・

フロー割引率3.18%の使用価値で測定し回収可

能価額まで減額しました。その内訳は、遊休

資産15,530千円、教育事業グループ営業権

8,241千円であります。

６. 減価償却実施額 ６. 減価償却実施額 ６. 減価償却実施額

有形固定資産 44,725千円

無形固定資産 71,768千円

有形固定資産 41,747千円

無形固定資産 50,045千円

有形固定資産 89,914千円

無形固定資産 126,227千円

（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 838 － － 838

合計 838 － － 838
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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日現在）

　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。

なお、当中間会計期間より連結財務諸表を作成しているため、有価証券関係の記載はしておりません。

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）及び前事業年度末（平成18年３月31日現在）

　子会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 474.65円 420.55　円 485.61円

１株当たり中間（当期）純利益

又は純損失（△）
10.14円 △49.90　円 27.43円

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益
10.13円 －円 27.37円

          ―――――― 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

在株式は存在するものの１株当た

り中間純損失であるため記載して

おりません。

         ――――――

（注）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（当期）純利益金額

　中間（当期）純利益又は純損失(△)（千円） 83,786 △412,219 226,605

　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）純利益又は損失(△)

（千円）
83,786 △412,219 226,605

　期中平均株式数（千株） 8,262 8,261 8,261

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）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） 7 － 18

　（うち新株予約権） （7） （－） （18）

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（当期）純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

旧商法第280条ノ19の規定

に基づく新株引受権１種類

（新株予約権の目的となる

株式の数8,000株）および

新株予約権2種類（新株予約

権の数506個）。

新株予約権２種類（新株予

約権の数484個）。

旧商法第280条ノ19の規定

に基づく新株引受権1種類

(新株予約権の目的となる株

式の数8,000株)および新株

予約権２種類（新株予約権

の数495個）。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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７．役員の異動
該当事項はありません。
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