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決算取締役会開催日 平成18年11月24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　100株）   

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四捨五入し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 629 7.0 △12 － △629 －

17年９月中間期 588 △24.4 2 △91.8 148 －

18年３月期 1,163 △15 806

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 △411 － △10 35

17年９月中間期 36 － 0 97

18年３月期 623 16 27

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 39,701,709株 17年9月中間期 37,498,425株 18年3月期 38,278,764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四捨五入し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 22,377 7,565 33.8 190 53

17年９月中間期 12,866 6,613 51.4 175 06

18年３月期 18,174 8,324 45.8 209 66

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 39,701,640株 17年9月中間期 37,773,763株 18年3月期 39,701,783株
②期末自己株式数 18年9月中間期 45,141株 17年9月中間期 44,644株 18年3月期 44,998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 1,100 450 280

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　7円05銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － － －  3.00   3.00

19年３月期（実績） － － － －  
 3.00

19年３月期（予想） － － －  3.00  

※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。
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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．現金及び預金 ※２ 412,497 902,073  2,016,939

 2．受取手形  30,000 －  10,635

 3．売掛金 224,663 277,106  230,381

 4．担保差入有価証券 ※２ 1,680,651 4,582,451  3,656,529

 5．たな卸資産 21,093 －  －

 6．前払費用 32,008 27,800  5,484

 7．短期貸付金 － 1,000,000  －

8．預け金 426,797 194,879  61,833

9．繰延税金資産 － 291,819  14,002

 10．その他 ※５ 119,990 5,835  137,828

　　貸倒引当金 △2,466 △4,876  △2,434

　　流動資産合計 2,945,233 22.9 7,277,087 32.5 4,331,854 6,131,197 33.7

Ⅱ　固定資産  

 1．有形固定資産 ※１  

(1) 建物 ※２ 1,045,583 984,441  1,012,991

(2) 構築物 ※２ 83,976 71,957  77,372

(3) 機械及び装置 1,719 1,462  1,580

(4) 土地 ※２ 2,947,740 2,947,603  2,947,740

(5) その他 2,196 1,743  1,930

有形固定資産合計 4,081,214 4,007,206  4,041,613

 2．無形固定資産 1,109 1,016  1,063

 3．投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 ※２ 1,098,149 3,546,777  3,244,491

(2) 関係会社株式 ※２ 3,806,713 6,637,741  3,852,047

(3) 関係会社長期
貸付金

300,000 300,000  300,000

(4) 長期貸付金 600,000 600,000  600,000

(5) 長期前払費用 3,698 6,670  6,250

(6) 繰延税金資産 32,601 －  －

(7) 再生債権他これら
に準ずる債権

53,876 58,033  59,533

(8) その他 3,440 3,390  3,440

　　貸倒引当金 △59,816 △60,703  △65,473

投資その他の資産
合計

5,838,661 11,091,908  8,000,288

固定資産合計 9,920,984 77.1 15,100,130 67.5 5,179,146 12,042,964 66.3

資産合計 12,866,217 100.0 22,377,217 100.0 9,511,000 18,174,161 100.0
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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．支払手形 ※６ 164,675 206,270  192,933

 2．買掛金 21,807 38,460  16,853

 3．短期借入金 ※２ 260,000 300,000  235,000

 4．１年以内返済予定の
長期借入金

※２ 289,360 298,680  282,360

 5．１年以内償還予定の
社債

※２ － 80,000  40,000

 6．未払金 59,727 101,587  32,284

 7．信用取引未払金 ※２ 1,636,165 7,999,581  3,014,744

 8．賞与引当金 3,445 3,272  3,144

 9．未払法人税等 12,124 6,391  140,095

10．１年以内返済予定の
預り保証金

51,913 42,581  45,069

11．その他 ※５ 38,309 53,117  44,982

流動負債合計 2,537,525 19.7 9,129,939 40.8 6,592,414 4,047,464 22.3

Ⅱ　固定負債  

 1．社債 700,000 2,800,000  2,660,000

 2．長期借入金 ※２ 649,180 534,630  597,950

 3．長期未払金 166,806 137,801  151,808

 4．預り保証金 785,745 729,083  756,919

 5．繰延税金負債 434,225 498,846  654,429

 6．退職給付引当金 13,294 15,690  15,016

 7．再評価に係る
繰延税金負債

966,691 966,691  966,691

固定負債合計 3,715,941 28.9 5,682,741 25.4 1,966,800 5,802,813 31.9

負債合計 6,253,466 48.6 14,812,680 66.2 8,559,214 9,850,277 54.2
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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  2,454,438 19.1 － － △2,454,438 2,804,438 15.4

Ⅱ　資本剰余金  

　１　資本準備金 1,982,656 －  2,332,656

資本剰余金合計 1,982,656 15.4 － － △1,982,656 2,332,656 12.8

Ⅲ　利益剰余金  

　１　利益準備金 18,300 －  18,300

　２　任意積立金 66,431 －  66,431

　３　中間（当期）未処
分利益

133,878 －  720,623

利益剰余金合計 218,609 1.7 － － △218,609 805,354 4.4

Ⅳ　土地再評価差額金 1,391,091 10.8 － － △1,391,091 1,391,091 7.7

Ⅴ　その他有価証券
評価差額金

591,758 4.6 － － △591,758 1,016,290 5.6

Ⅵ　自己株式 △25,801 △0.2 － － 25,801 △25,945 △0.1

資本合計 6,612,751 51.4 － － △6,612,751 8,323,884 45.8

負債・資本合計 12,866,217 100.0 － － △12,866,217 18,174,161 100.0

 

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本         

　１　資本金  － － 2,804,438 12.6 2,804,438 － －

　２　資本剰余金  

　 （1）資本準備金 － 2,332,656  －

　資本剰余金合計 － － 2,332,656 10.4 2,332,656 － －

　３　利益剰余金  

　 （1）利益準備金 － 18,300  －

　 （2）その他の利益剰
余金

    

役員退職積立金 － 29,555  －

別途積立金 － 28,000  －

固定資産圧縮積
立金

－ 29,685  －

繰越利益剰余金 － 169,761  －

　利益剰余金合計 － － 275,301 1.2 275,301 － －

　４　自己株式 － － △26,002 △0.1 △26,002 － －

　　　　株主資本合計　 －  5,386,393 24.1 5,386,393 － －

Ⅱ　評価・換算差額等　        

　１　その他有価証券評
価差額金

－ － 787,053 3.5 787,053 － －

　２　土地再評価差額金 － － 1,391,091 6.2 1,391,091 － －

　　評価・換算差額等合
計

－ － 2,178,144 9.7 2,178,144 － －

　　純資産合計 － －  7,564,537 33.8 7,564,537    

　　負債純資産合計 － － 22,377,217 100.0 22,377,217 － －
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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 587,731 100.0 628,985 100.0 41,254 1,163,051 100.0

Ⅱ　売上原価 480,102 81.7 520,420 82.7 40,318 952,948 82.0

売上総利益 107,629 18.3 108,565 17.3 936 210,103 18.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

 1．役員報酬 18,360 22,020  41,390

 2．給料手当 25,052 23,674  49,157

 3．賞与 1,430 1,520  5,570

 4．賞与引当金繰入額 3,445 3,272  3,246

 5．退職給付費用 597 674  2,319

 6．法定福利費 3,982 4,986  8,124

 7．福利厚生費 207 226  333

 8．旅費交通費 2,671 2,526  5,591

 9．租税公課 10,302 13,738  24,394

10．交際費 215 400  301

11．減価償却費 7,271 2,409  12,486

12．株式扱手数料 8,800 15,936  22,741

13．支払手数料 16,390 23,434  37,227

14．賃借料 2,132 1,420  3,629

15．貸倒引当金繰入額 170 －  138

16．その他 4,875 105,899 18.0 4,620 120,855 19.2 14,956 8,430 225,076 19.3

営業利益又は
営業損失(△)

1,730 0.3 △12,290 △1.9 △14,020 △14,973 △1.3

Ⅳ　営業外収益 ※１ 211,550 36.0 101,414 16.1 △110,136 920,923 79.2

Ⅴ　営業外費用 ※２ 65,377 11.1 717,883 114.1 652,506 100,381 8.6

経常利益又は
経常損失(△)

147,903 25.2 △628,759 △99.9 △776,662 805,569 69.3

Ⅵ　特別利益 ※３ 14,302 2.4 2,748 0.4 △11,554 18,083 1.5

Ⅶ　特別損失
※４

※６
146,942 25.0 71,868 11.4 △75,074 146,942 12.6

税引前中間(当期)純利益
又は純損失(△)

15,263 2.6 △697,879
△

110.9
△713,142 676,710 58.2

法人税、住民税
及び事業税

6,646   1,210     130,675 11.2

未払法人税等戻入額 －   △10,324     － －

法人税等調整額 △27,601 △20,955 △3.6 △277,817 △286,931 △45.6 △265,976  △76,928 △6.6

中間(当期)純利益
又は純損失(△)

36,218 6.2 △410,948 △65.3 △447,166 622,963 53.6

前期繰越利益 53,846 －  53,846

役員退職慰労積立金
取崩額

4,095 －  4,095

再評価差額金取崩額 39,719 －  39,719

中間(当期)未処分利益 133,878 －  720,623
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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

資　本
準備金

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

役員退職
積 立 金

別  途
積立金

固定資産
圧    縮
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

平成18年３月31日　残高

（千円）
2,804,438 2,332,656 2,332,656 18,300 6,405 28,000 32,026 720,623 805,354

中間会計期間中の変動額

役員退職積立金の積立     23,150   △23,150 －

固定資産圧縮積立金の取崩       △2,341 2,341 －

剰余金の配当        △119,105 △119,105

中間純損失        △410,948 △410,948

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

（千円）
－ － － － 23,150 － △2,341 △550,862 △530,053

平成18年９月30日　残高

（千円）
2,804,438 2,332,656 2,332,656 18,300 29,555 28,000 29,685 169,761 275,301

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己資本 株主資本合計

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）
△25,945 5,916,503 1,016,290 1,391,091 2,407,381 8,323,884

中間会計期間中の変動額

役員退職積立金の積立  －    －

固定資産圧縮積立金の取崩  －    －

剰余金の配当  △119,105    △119,105

中間純損失  △410,948    △410,948

自己株式の取得 △57 △57    △57

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
  △229,237 － △229,237 △229,237

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△57 △530,110 △229,237 － △229,237 △759,347

平成18年９月30日　残高

（千円）
△26,002 5,386,393 787,053 1,391,091 2,178,144 7,564,537
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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

売買目的有価証券

時価法（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

売買目的有価証券

同左

(1）有価証券

売買目的有価証券

同左

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

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

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 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産

商品……総平均法による原価法 ────── 平成18年３月期をもって武道衣の取

扱いを中止しました。

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（但し、平成10年４月１日以降

に取得した建物（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。

建物　　　24～39年

機械装置　13～18年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資

同左

(2）無形固定資産

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．繰延資産の処理方法

社債発行費

支出時に全額費用として処理しております。

３．繰延資産の処理方法

社債発行費

同左

３．繰延資産の処理方法

社債発行費 

同左

４．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　売上債権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

　従業員等の賞与金の支給に備えるため、

支給見込額基準により算出した当中間会

計期間の負担すべき金額を計上しており

ます。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員等の賞与金の支給に備えるた

め、支給見込額基準により算出した当

期の負担すべき金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。

　なお、会計基準変更時差異はございま

せん。

(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の見

込額に基づき計上しております。

　なお、会計基準変更時差異はござい

ません。

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

６．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

６．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

６．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

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜き処理によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

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、税引前中間純利益は142,847

千円減少しております。

　これにより、税引前中間純利益は142,847千

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142,847千

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

7,564,537千円であります。　

　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。　

──────

追加情報

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）

────── （有価証券の保有目的区分の変更）

　従来、春日電機株式について担保差入有価証

券及び投資有価証券に計上しておりましたが、

同社を持分法適用会社とすることにしたため、

６月30日に関係会社株式に振替えております。

この結果、従来の方法によった場合と比較して、

担保差入有価証券及び投資有価証券がそれぞれ

496,392千円・1,299,675千円減少し、関係会社

株式が2,064,954千円増加しております。

──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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

有形固定資産の減価償却

累計額

(千円)

1,914,041

(千円)

1,989,021

(千円)

1,953,641

※２

担保資産及び担保付債務
担保付債務の種類 金額(千円)

短期借入金 260,000

１年以内返済予定長

期借入金
289,360

信用取引未払金 1,636,165

長期借入金 649,180

合計 2,834,705

担保付債務の種類 金額(千円)

短期借入金 300,000

１年以内返済予定長

期借入金
238,680

信用取引未払金 7,999,581

長期借入金 354,630

合計 8,892,891

担保付債務の種類 金額(千円)

短期借入金 235,000

１年以内返済予定長

期借入金
282,360

信用取引未払金 3,014,744

長期借入金 597,950

合計 4,130,054

の担保として の担保として の担保として

資産の種類 金額(千円)

現金及び預金 31,015

担保差入有価証券 1,680,651

建物及び構築物 1,129,559

土地 2,947,740

投資有価証券 841,071

関係会社株式 2,117,535

合計 8,747,571

資産の種類 金額(千円)

現金及び預金 31,020

担保差入有価証券 4,582,451

建物及び構築物 1,056,398

土地 2,947,603

投資有価証券 3,543,534

関係会社株式 6,507,741

合計 18,668,747

資産の種類 金額(千円)

現金及び預金 31,020

担保差入有価証券 3,656,529

建物及び構築物 1,090,363

土地 2,947,740

投資有価証券 3,241,132

関係会社株式 3,722,047

合計 14,688,831

が提供されております。 が提供されております。 が提供されております。

　３

保証債務

　他社の金融機関からの借入金に対

し次のとおり債務保証を行っており

ます。

　他社の金融機関からの借入金に対

し次のとおり債務保証を行っており

ます。

　他社の金融機関からの借入金に対

し次のとおり債務保証を行っており

ます。

 

㈱ホンダニュー埼玉

(千円)

190,316

 

㈱ホンダニュー埼玉

(千円)

173,142

 

㈱ホンダニュー埼玉

(千円)

147,312

　４

受取手形割引高

(千円)

118,829

(千円)

200,459

(千円)

127,622

※５

消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、流動資産の「その他」

もしくは、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。

同左 ────── 

※６

中間期末日満期手形

────── 　中間期末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理してお

ります。なお、当中間会計期間の末

日は金融機関の休日であったため、

次の中間期末日満期手形が中間期末

残高に含まれております。

 

支払手形

(千円)

41,521

──────
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（中間損益計算書関係）

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．営業外収益の主要項目 （千円） （千円） （千円）

受取利息 11,037 38,802 52,851

受取配当金 － 60,834 16,885

有価証券運用益 189,784 － 845,641

※２．営業外費用の主要項目 （千円） （千円） （千円）

支払利息 11,809 12,567 24,945

有価証券評価損 22,262 410,601 －

有価証券売買損 － 289,476 －

社債発行費償却 26,640 3,217 69,439

※３．特別利益の主要項目 （千円） （千円） （千円）

投資有価証券売却益 1,813 － 11,251

貸倒引当金戻入益 12,489 2,328 6,832

※４．特別損失の主要項目 （千円） （千円） （千円）

役員退職金 4,095 6,850 4,095

投資有価証券売却損 － 63,894 －

減損損失 142,847 － 142,847

　５．減価償却実施額 （千円） （千円） （千円）

有形固定資産 43,278 35,380 79,200

無形固定資産 47 47 93

※６．減損損失 　当社は、継続的に収支の把握を行っ

ている管理会計上の事業区分に基づ

き、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賃貸不動

産に係る賃料水準の大幅な下落及び

継続的な地価の下落により収益性が

著しく低下した以下の賃貸不動産の

帳簿価額を回収可能額まで減額し、

当該減少額を減損損失（142,847千

円）として特別損失に計上しまた。

　場　　所・・・埼玉県児玉郡児玉町

　主な用途・・・賃貸物件

　種　　類・・・土地及び建物

　減損損失・・・142,847千円

（内、土地・・・ 67,320千円

　　　建物・・・ 75,527千円）

　なお、回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、主に路線価

に基づいて評価しておりす。

────── 　当社は、継続的に収支の把握を行っ

ている管理会計上の事業区分に基づ

き、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賃貸不動産に

係る賃料水準の大幅な下落及び継続

的な地価の下落により収益性が著し

く低下した以下の賃貸不動産の帳簿

価額を回収可能額まで減額し、当該

減少額を減損損失（142,847千円）と

して特別損失に計上しました。

　場　　所・・・埼玉県本庄市児玉町

　主な用途・・・賃貸物件

　種　　類・・・土地及び建物

　減損損失・・・142,847千円

（内、土地・・・ 67,320千円

　　　建物・・・ 75,527千円）

　なお、回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、主に路線価

に基づいて評価しておりす。

（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（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 44,998 143 － 45,141

合計 44,998 143 － 45,141

（注）普通株式の自己株式数の増加143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）

１．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

ス取引に係る注記

１．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

ス取引に係る注記

１．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

ス取引に係る注記

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）

中間
期末
残高
相当額

（千円）

工具・器具・
備品

5,123 1,964 3,159

合計 5,123 1,964 3,159

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）

工具・器具・
備品

5,123 2,988 2,135

合計 5,123 2,988 2,135

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）

工具・器具・
備品

5,123 2,476 2,647

合計 5,123 2,476 2,647

②　未経過リース料中間期末残高相当額等

 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等

 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等

 未経過リース料期末残高相当額

（千円）

１年内 1,016

１年超 2,252

合計 3,268

（千円）

１年内 1,063

１年超 1,207

合計 2,270

（千円）

１年内 1,037

１年超 1,728

合計 2,765

③　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、支払利息相

当額及び減損損失

③　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、支払利息相

当額及び減損損失

③　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、支払利息相

当額及び減損損失

（千円）

支払リース料 572

減価償却費相当額 512

支払利息相当額 69

（千円）

支払リース料 572

減価償却費相当額 512

支払利息相当額 59

（千円）

支払リース料 1,145

減価償却費相当額 1,025

支払利息相当額 128

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

⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

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。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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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

中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 3,676,713 2,729,628 △947,085

合計 3,676,713 2,729,628 △947,085

　当中間会計期間末（平成18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

中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 4,442,787 3,647,070 △795,717

関連会社株式 2,064,954 1,796,067 △268,887

合計 6,507,741 5,443,137 △1,064,604

　前事業年度末（平成18年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 3,722,047 2,894,990 △827,057

合計 3,722,047 2,894,990 △827,057
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（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 175円06銭

１株当たり中間純利益金額  0円97銭

１株当たり純資産額    190円53銭

１株当たり中間純損失金額   △10円35銭

１株当たり純資産額     209円66銭

１株当たり当期純利益金額   16円27銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

0円92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、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。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 13円83銭

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり中間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

又は純損失金額（△）
   

中間（当期）純利益

又は純損失（△）（千円）
36,218 △410,948 622,963

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

又は純損失（△）（千円）
36,218 △410,948 622,963

期中平均株式数（千株） 37,498 39,702 38,279

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金

額
   

普通株式増加数（千株） 1,928 － 6,757

（うち転換社債） (1,928) (-) (6,757)
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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）

平成17年12月１日開催の取締役会において決議した第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債

（平成17年12月１日有価証券届出書提出）についての概要は以下のとおりです。

資金調達の目的 　今回の資金調達は、ホールディングカンパニーとして、今後、積極的なＭ＆Ａ、資本提

携及び業務提携により、更なる企業価値の拡大を図るための投資資金として充当する予定

であります。

転換社債型新株予約権付社債を発行する

目的

　今回の無担保転換社債型新株予約権付社債の発行により、無利息による資金調達のメリッ

トを享受しながら、今後の企業価値の拡大、中期的な成長及び資本増強を進める所存であ

ります。

（１）本新株予約権付社債の発行総額 金25億円（額面総額25億円） 

（２）各本新株予約権付社債の金額 金１億円の１種

（３）本新株予約権付社債の形式 無記名式とする。

（４）利率 本社債には利息は付さない。

（５）発行価額 　本社債の発行価額は額面100円につき金100円とし、本新株予約権の発行価額は無償とす

る。

（６）償還価額 額面100円につき金100円

（７）償還期限 平成22年12月19日

（８）申込期間 平成17年12月19日

（９）払込期日及び発行日 平成17年12月19日

（10）募集の方法 第三者割当の方法により、全額をForward Value Capitalに割当てる。

（11）本新株予約権の目的である株式の種

類及び数

　本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が当社

普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転（以下当社

普通株式の発行又は移転を「発行・移転」という。）する数は、行使請求に係る本社債の

発行価額の総額を本項第（４）号に定める転換価額で除した数とする。但し、行使により

生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行

使により単元未満株式（１単元の株式の数は100株）が発生する場合、商法に定める単元未

満株式の買取請求権が行使されるものとして現金により精算する。

（12）本新株予約権の行使に際して払込を

なすべき額

①各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。

②転換価額は、当初370円とする。

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）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。
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