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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24日

会 社 名 キョーエイ産業株式会社   

コ ー ド 番 号 1 7 4 4 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

（ＵＲＬ http://www.kyoei-ky.co.jp/） 本店所在都道府県 広島県 

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長   

 氏 名 石 田  淑 行   

問 い 合 わ せ 先 責任者役職名 取締役経理部長 ＴＥＬ （082）874‐1378 

 氏 名 森 實  道 子 中間配当制度の有無 有 

中間決算取締役会開催日 平成18年11月24日 単元株制度採用の有無 有（１単元1,000株）

中 間 配 当 支 払 開 始 日 平成－年－月－日   

 

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 5,908 （ 25.0 ） △360 （ － ） △427 （ － ）

17年９月中間期 4,726 （ △17.1 ） △215 （ － ） △267 （ － ）

18年３月期 13,089   348  239  
 

 
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 △291 （  ） △40 72  

17年９月中間期 △323 （ － ） △46 14  

18年３月期 159  22 57  

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 7,164,248株 17年9月中間期 7,010,191株 18年3月期 7,055,149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 11,993 1,568 13.1 219 02 

17年９月中間期 9,223 1,424 15.4 203 22 

18年３月期 10,431 1,902 18.2 265 52 

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期7,163,734株 17年9月中間期 7,009,734株 18年3月期 7,164,734株 

②期末自己株式数  18年9月中間期36,266株 17年9月中間期 190,266株 18年3月期 35,266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 15,319 267 125 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）17円57銭  （予想年間期中平均株式数による） 

 

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 － 5.00 5.00 

19年３月期（実績） － － 

19年３月期（予想） － 5.00 
5.00 

 

 

※ 上記に記載しております業績等の予想数値につきましては、現時点で得られた情報に基づき算定しておりますが、

多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績等は、業況の変化などにより予想数値と異なる結果

となる場合がありますことをご承知おき願います。 
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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．現金預金 ※２ 1,105,323  1,335,088 1,803,121

２．完成工事未収入金  442,346  485,744 919,863

３．不動産事業等未収
入金 

 152,734  99,433 74,468

４．有価証券  50,662  － －

５．販売用不動産 ※2,6 586,471  2,300,224 1,664,891

６．仕掛販売用不動産 ※２ 508,128  3,417,381 1,225,867

７．未成工事支出金  405,748  395,650 269,621

８．その他たな卸資産  8,568  8,568 8,568

９．その他  291,669  583,989 332,071

貸倒引当金  △40,488  △49,695 △48,604

流動資産合計   3,511,164 38.1 8,576,384 71.5 6,249,869 59.9

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※2,6 1,827,134  703,311 1,108,487

(2) 土地 ※2,6 1,743,827  705,255 1,238,637

(3) その他 ※2,6 101,015  31,375 58,693

計  3,671,977  1,439,942 2,405,817

２．無形固定資産  6,523  6,523 6,523

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※2,4 1,041,540 1,044,375 801,383

(2）敷金  737,637 695,228 713,505

(3）その他  281,570 273,108 277,758

貸倒引当金  △27,314 △42,554 △23,474

計  2,033,433  1,970,157  1,769,172

固定資産合計   5,711,934 61.9 3,416,623 28,5 4,181,514 40.1

資産合計   9,223,099 100.0 11,993,008 100.0 10,431,384 100.0
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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．支払手形 ※７ 312,450  857,865 534,660

２．工事未払金  373,964  560,867 873,243

３．不動産事業等未払
金 

 49,222  76,295 205,495

４．短期借入金 ※２ 2,140,584  3,666,543 2,058,694

５．未払法人税等  2,385  4,937 102,675

６．未成工事受入金  839,859  475,835 677,487

７．前受金  455,836  462,849 462,856

８．完成工事補償引当
金 

 520  660 590

９．賞与引当金  45,000  32,000 35,000

10．その他 ※4,5 60,518  276,045 71,958

流動負債合計   4,280,341 46.4 6,413,897 53.5 5,022,660 48.2

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※２ 2,033,208  2,801,691 2,244,506

２．貸室原状回復引当
金 

 193,372  200,232 198,780

３．退職給付引当金  38,850  41,332 36,878

４．役員退職慰労引当
金 

 205,706  － －

５．長期預り敷金  1,017,466  958,606 1,004,019

６．その他  29,604  8,266 22,124

固定負債合計   3,518,209 38.2 4,010,129 33.4 3,506,310 33.6

負債合計   7,798,550 84.6 10,424,027 86,9 8,528,970 81.8
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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   589,165 6.4 － － 589,165 5.6

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  476,235  － 476,235

資本剰余金合計   476,235 5.1 － － 476,235 4.6

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  54,478  － 54,478

２．任意積立金  403,000  － 403,000

３．中間（当期）未処
分利益又は未処理
損失（△） 

 △156,365  － 293,660

利益剰余金合計   301,112 3.3 － － 751,138 7.2

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

  157,119 1.7 － － 103,706 1.0

Ⅴ 自己株式   △99,083 △1.1 － － △17,831 △0.2

資本合計   1,424,549 15.4 － － 1,902,413 18.2

負債資本合計   9,223,099 100.0 － － 10,431,384 100.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本金    

１．資本金   － － 589,165 4.9 － －

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  －  476,235 －

 資本剰余金合計   － － 476,235 4.0 － －

３．利益剰余金    

(1）利益準備金  － 54,478 －

(2）その他利益剰余
金 

  

  別途積立金  － 403,000 －

  繰越利益剰余金  － △33,862 －

 利益剰余金合計   － － 423,615 3.5 － －

４．自己株式   － － △18,134 △0.1 － －

 株主資本合計   － － 1,470,880 12.3 － －

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評
価差額金 

  － － 98,099 0.8 － －

評価・換算差額等合
計 

  － － 98,099 0.8 － －

 純資産合計   － － 1,568,980 13.1 － －

 負債純資産合計   － － 11,993,008 100.0 － －
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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    

１．完成工事高  1,009,334  1,388,438 4,339,761

２．不動産事業等売
上高 

 3,717,645 4,726,980 100.0 4,519,670 5,908,109 100.0 8,749,257 13,089,018 100.0

Ⅱ 売上原価    

１．完成工事原価  885,359  1,339,992 3,526,366

２．不動産事業等売
上原価 

 3,620,053 4,505,413 95.3 4,383,395 5,723,388 96.9 8,327,248 11,853,614 90,6

売上総利益    

完成工事総利益  123,974  48,445 813,394

不動産事業等
総利益 

 97,592 221,567 4.7 136,274 184,720 3.1 422,009 1,235,403 9.4

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

  437,155 9.3 544,852 9.2 887,021 6.8

営業利益又は営
業損失(△) 

  △215,588 △4.6 △360,131 △6.1 348,382 2.6

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  1,257  2,085 1,666

２．有価証券売却益  1,104  － 4,802

３．その他 ※１ 4,566 6,927 0.2 4,517 6,603 0.1 9,807 16,276 0.1

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  57,787  73,801 123,600

２．その他  1,545 59,332 1.3 506 74,308 1.2 1,545 125,145 0.9

経常利益又は経
常損失(△) 

  △267,993 △5.7 △427,836 △7.2 239,512 1.8

Ⅵ 特別利益 ※２  13,884 0.3 22,787 0.3 388,869 3.0

Ⅶ 特別損失 ※3,5  284,743 6.0 53,647 0.9 316,843 2.4

税引前中間（当
期）純利益又は純
損失（△） 

  △538,852 △11.4 △458,696 △7.8 311,539 2.4

法人税、住民税及
び事業税 

 1,692 6,454 126,543

法人税等調整額  △217,091 △215,398 △4.6 △173,450 △166,996 △2.9 25,779 152,323 1.2

中間（当期）純利
益又は純損失
（△） 

  △323,454 △6.8 △291,699 △4.9 159,215 1.2

前期繰越利益   167,088 － 167,088

自己株式処分差損   － － 32,644

中間（当期）未処
分利益又は未処理
損失（△） 

  △156,365 － 293,660

           

 



 

 

- 38 -

（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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 資本準備
金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 別途積立

金 
繰越利益
剰余金

利益剰余
金合計

自己株式
株主資本
合計 

平成18年３月31日残高 
（千円）

589,165 476,235 476,235 54,478 403,000 293,660 751,138 △17,831 1,798,706

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）    △35,823 △35,823 △35,823

中間純損失    291,699 291,699 291,699

自己株式の取得    △302 △302

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） 

－ － － － － △327,522 △327,522 △302 △327,825

平成18年９月30日残高 
（千円）

589,165 476,235 476,235 54,478 403,000 △33,862 423,615 △18,134 1,470,880

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 
（千円） 

103,706 103,706 1,902,413

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注）   △35,823

中間純損失   291,699

自己株式の取得  △302

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額） 

△5,607 △5,607 △5,607

中間会計期間中の変動額 
合計     （千円） 

△5,607 △5,607 △333,433

平成18年９月30日残高 
（千円） 

98,099 98,099 1,568,980

（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 

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 

 なお、匿名組合契約に

基づく特別目的会社への

出資（証券取引法第２条

第２項により有価証券と

みなされるもの）につい

ては、特別目的会社の損

益の純額に対する持分相

当額を取込む方法 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

同左 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

同左 

 (2) たな卸資産 

販売用不動産、仕掛販売用不

動産、未成工事支出金及びそ

の他たな卸資産 

個別法による原価法 

(2) たな卸資産 

販売用不動産、仕掛販売用不

動産、未成工事支出金及びそ

の他たな卸資産 

同左 

(2) たな卸資産 

販売用不動産、仕掛販売用不

動産、未成工事支出金及びそ

の他たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

 定率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    15～47年 

構築物   10～20年 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

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

回収可能性を検討し、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 

 完成工事に係るかし担保等の

費用に備えるため、当中間会計

期間末に至る前１年間の完成工

事高に対する補償見込額を計上

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 

 完成工事に係るかし担保等の

費用に備えるため、当事業年度

の完成工事高に対する補償見込

額を計上しております。 

 (3) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額を計上してお

ります。 

(3) 賞与引当金 

同左 

(3) 賞与引当金 

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） 

 (4) 貸室原状回復引当金 

 契約時に売上計上した返還を

要しない賃貸保証金に対応して

生ずる将来の貸室に係る原状回

復費用に備えるため、過去の実

績率による費用発生見込額を計

上しております。 

(4) 貸室原状回復引当金 

同左 

(4) 貸室原状回復引当金 

同左 

 (5) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、自己都合退職による期末要

支給額から、中小企業退職金共

済制度に基づく退職一時金を控

除した給付見込額に基づき、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。 

(5) 退職給付引当金 

同左 

(5) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、自己都合退職による期末要

支給額から、中小企業退職金共

済制度に基づく退職一時金を控

除した給付見込額を計上してお

ります。 

 (6) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間会

計期間末要支給額を計上してお

ります。 

(6)   ───── (6)   ───── 

   (追加情報） 

 当社は従来役員の退職慰労金

の支給に備えるため、内規に基

づく要支給額を役員退職慰労引

当金として計上しておりました

が、平成18年３月27日開催の取

締役会において、会社の業績や

役員の貢献度に連動した報酬体

系に移行するため、業績との連

動性が希薄な役員退職慰労金制

度の廃止を決議し、全役員が受

給権を放棄することといたしま

した。 

 この全役員の受給権放棄に伴

い、役員退職慰労金戻入益

201,383千円を特別利益に計上

しております。この結果、税引

前当期純利益は201,383千円増

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 
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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） 

５．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) 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が、長

期請負工事（工期１年超、か

つ、請負金額２億円以上）につ

いては、工事進行基準によって

おります。 

 なお、工事進行基準による完

成工事高は378,247千円であり

ます。 

(1) 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が、長

期請負工事（工期１年超、か

つ、請負金額２億円以上）につ

いては、工事進行基準によって

おります。 

 なお、工事進行基準による完

成工事高は342,415千円であり

ます。 

(1) 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が、長

期請負工事（工期１年超、か

つ、請負金額２億円以上）につ

いては、工事進行基準によって

おります。 

 なお、工事進行基準による完

成工事高は719,762千円であり

ます。 

 (2) 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

 なお、資産に係る控除対象外

消費税等は、当中間会計期間の

期間費用として処理しておりま

す。 

(2) 消費税等の会計処理 

同左 

(2) 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

 なお、資産に係る控除対象外

消費税等は、発生事業年度の期

間費用として処理しておりま

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78,017千円増加してお

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110,118千円減少しており

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1,568,980千円であります。 

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．有形固定資産の減価償却累計額は、

1,722,650千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

1,098,472千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

1,332,740千円であります。 

※２．担保に差し入れている資産及びこれに

対応する債務は次のとおりであります。 

※２．担保に差し入れている資産及びこれに

対応する債務は次のとおりであります。

※２．担保に差し入れている資産及びこれに

対応する債務は次のとおりであります。

(1) 担保提供資産 (1) 担保提供資産 (1) 担保提供資産 
  

販売用不動産 423,412千円

仕掛販売用不動産 372,853 

建物 1,755,900 

土地 1,706,158 

有形固定資産その
他（構築物） 

64,137 

投資有価証券 375,720 

計 4,698,182 
 

  
販売用不動産 1,966,808千円

仕掛販売用不動産 2,919,290 

建物 646,784 

土地 688,046 

有形固定資産その
他（構築物） 

153 

計 6,221,083 
  

  
販売用不動産 1,543,100千円

仕掛販売用不動産 1,023,168 

建物 1,049,206 

土地 1,200,968 

有形固定資産その
他（構築物） 

21,710 

計 4,838,154 

  
  

(2) 上記に対応する債務 (2) 上記に対応する債務 (2) 上記に対応する債務 
  

短期借入金 1,737,384千円

長期借入金 2,010,808 

計 3,748,192 
  

  
短期借入金 2,943,343千円

長期借入金 2,791,391 

計 5,734,734 
  

  
短期借入金 1,486,594千円

長期借入金 2,227,606 

計 3,714,200 
  

(3) 上記のほか、㈱キョーエイキャピタ

ルの借入金に対し現金預金（定期預

金）151,000千円及び投資有価証券

230,280千円を担保として提供してお

ります。 

(3) 上記のほか、㈱キョーエイキャピタ

ルの借入金に対し現金預金（定期預

金）129,400千円及び投資有価証券

146,160千円を担保として提供してお

ります。 

また、宅地建物取引業前受保証制度

の手付金保証として、保証受託者に対

し現金預金（定期預金）29,800千円を

担保提供しております。 

(3) 上記のほか、㈱キョーエイキャピタ

ルの借入金に対し現金預金（定期預

金）151,000千円及び投資有価証券

146,790千円を担保として提供してお

ります。 

３．偶発債務 

(1) 関係会社の金融機関よりの借入に対

し次のとおり債務保証を行っておりま

す。 

３．偶発債務 

(1) 関係会社の金融機関よりの借入に対

し次のとおり債務保証を行っておりま

す。 

３．偶発債務 

(1) 関係会社の金融機関よりの借入に対

し次のとおり債務保証を行っておりま

す。 
  

㈱キョーエイキャ
ピタル 
借入金 

147,400千円

㈱キョーエイサン
テック 
借入金 

40,000 

 

  
㈱キョーエイキャ
ピタル 
借入金 

177,600千円

㈱レジェンドハウ
ス 
借入金 

2,230,000 

  

  
㈱キョーエイキャ
ピタル 
借入金 

146,600千円

㈱レジェンドハウ
ス 
借入金 

830,000 

 

(2) 下記の取引先の金融機関よりの借入

に対し、次のとおり債務保証を行って

おります。 

(2) 下記の取引先の金融機関よりの借入

に対し、次のとおり債務保証を行って

おります。 

(2) 下記の取引先の金融機関よりの借入

に対し、次のとおり債務保証を行って

おります。 
  

田村 シゲ子 207,050千円
  

  
田村 シゲ子 199,672千円

  

  
田村 シゲ子 203,248千円

  
※４．    ───── ※４．投資有価証券には、貸付有価証券

257,520千円が含まれております。 

また、当該貸付有価証券に係る現金に

よる受入保証金212,232千円は、流動負

債その他（預り金）として表示しており

ます。 

※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） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※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、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。 

※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、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。 

※５．    ───── 

※６．建物・土地の所有目的の変更 

 前事業年度において、固定資産として

計上しておりました建物102,038千円、

土地81,408千円は当中間会計期間におい

て所有目的を変更し、販売用不動産

183,446千円として計上しております。 

※６．建物・土地の所有目的の変更 

 前事業年度において、固定資産として

計上しておりました建物398,149千円、

有形固定資産その他（構築物）19,865千

円、有形固定資産その他（工具器具備

品）2,994千円、土地512,921千円は当中

間会計期間において所有目的を変更し、

販売用不動産933,930千円として計上し

ております。 

※６．建物・土地の所有目的の変更 

 前事業年度において、固定資産として

計上しておりました建物757,426千円、

有形固定資産その他（構築物）37,170千

円、有形固定資産その他（工具器具備

品）2,319千円、土地563,043千円は当事

業年度において所有目的を変更し、販売

用不動産1,359,960千円として計上して

おります。 

※７．    ───── ※７．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、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。 

支払手形 154,850千円
 

※７．    ───── 

 

（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．営業外収益のうち区分掲記されたもの

以外の主要なものは次のとおりでありま

す。 

※１．営業外収益のうち区分掲記されたもの

以外の主要なものは次のとおりでありま

す。 

※１．営業外収益のうち区分掲記されたもの

以外の主要なものは次のとおりでありま

す。 
  

受取配当金 2,509千円

業務受託料収入 1,142 
  

  
受取配当金 1,944千円

業務受託料収入 1,142 
 

  
受取配当金 5,609千円

業務受託料収入 2,285 
  

※２．特別利益のうち主要なものは次のとお

りであります。 

※２．特別利益のうち主要なものは次のとお

りであります。 

※２．特別利益のうち主要なものは次のとお

りであります。 

 
貸倒引当金戻入益 13,884千円

 

 
固定資産売却益 7,684千円

過年度退去精算収入

益 
13,830 

貸倒引当金戻入益 1,272 
 

 
投資有価証券売却益 169,772千円

貸倒引当金戻入益 17,713 

役員退職引当金戻入

益 
201,383 

 
※３．特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。 

※３．特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。 

※３．特別損失のうち主要なもの次のとおり

であります。 
   

土地売却損 178,806千円

建物売却損 953 

減損損失 78,017 

販売用不動産評価損 19,414 

子会社株式評価損 7,508 
 

   
前期損益修正損 28,828千円

貸倒引当金繰入額 19,062 

リース解約損 3,560 

販売用不動産処分損 2,195 
 

  
土地売却損 178,806千円

建物売却損 953 

減損損失 110,118 

販売用不動産評価損 19,414 

子会社株式評価損 7,508 
  

４．減価償却実施額は次のとおりでありま

す。 

４．減価償却実施額は次のとおりでありま

す。 

４．減価償却実施額は次のとおりでありま

す。 
  

有形固定資産 73,179千円
  

  
有形固定資産 43,977千円

  

  
有形固定資産 145,725千円
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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 

広島市 

安佐南区 

賃貸住宅 土地 

広島市 

安佐南区 

賃貸マンション 土地 

当社は事業ごとに資産をグルーピング

しており、不動産賃貸事業においては個

別物件を最小の単位としております。 

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、当社

は当中間会計期間において、収益性が著

しく低下した賃貸資産２件の帳簿価額を

回収可能額まで減額し、当該減少額を減

損損失（78,017千円）として特別損失に

計上しました。 

なお、当資産グループ回収可能価額

は、使用価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを2.6％で割り引い

て算定しております。 

※５．    ───── ※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 

広島市 

安佐南区

賃貸住宅 土地 

広島市 

安佐南区

賃貸マンション 土地 

広島市 

安佐南区

賃貸マンション 土地・ 

建物 

当社は事業ごとに資産をグルーピング

しており、不動産賃貸事業においては個

別物件を最小の単位としております。 

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、当社

は当事業年度において、収益性が著しく

低下した賃貸資産３件の帳簿価額を回収

可能額まで減額し、当該減少額を減損損

失（110,118千円）として特別損失に計

上しました。 

なお、当資産グループ回収可能価額

は、使用価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを2.6％で割り引い

て算定しております。 

 

（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） 35 １ － 36 

    合計 35 １ － 36 

（注）普通株式の自己株式の株数の増加１千株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

 



 

 

- 46 -

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 

 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 

(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） 

工具器
具備品 

90,276 25,756 64,520 
そ
の
他 車両運

搬具 
9,270 3,678 5,592 

合計 99,546 29,434 70,112 

  

 

 

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 

85,002 38,117 46,885
そ
の
他 車両運

搬具 
9,270 5,532 3,738

合計 94,272 43,649 50,623

  

 

 

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

90,276 34,705 55,571
そ
の
他 車両運

搬具 
9,270 4,605 4,665

合計 99,546 39,310 60,236

  
（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 

  
１年内 19,488千円

１年超 50,623 

合計 70,112 
  

  
１年内 18,241千円

１年超 32,381 

合計 50,623 
  

  
１年内 18,847千円

１年超 41,388 

合計 60,236 
  

（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 9,876千円

減価償却費相当額 9,876 
 

  
支払リース料 9,612千円

減価償却費相当額 9,612 
  

  
支払リース料 19,752千円

減価償却費相当額 19,752 
  

(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。 

（減損損失について） 

────── 

（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。 

 

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で時価のあるものはありません。 
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③１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 203円22銭

１株当たり中間純損失金額 46円14銭
 

 

１株当たり純資産額 219円02銭

１株当たり中間純損失金額 40円72銭
 

 

１株当たり純資産額 265円52銭

１株当たり当期純利益金額 22円57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。 

同左  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、希薄化効果を有する潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

（注）１株当たり中間純損失金額又は１株当たり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。 

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） 

中間純損失（△）又は当期純利

益（千円） 
△323,454 △291,699 159,215 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る中間純損失

（△）又は当期純利益（千円） 
△323,454 △291,699 159,215 

普通株式の期中平均株式数

（株） 
7,010,191 7,164,248 7,055,149 
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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） 

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） 

 株式会社レジェンドハウスの株式取得（子

会社化） 

 当社は、関東地区における不動産事業の強

化と収益の拡大を図ることを目的として、平

成17年11月30日開催の取締役会の決議を経

て、同日株式会社レジェンドハウスと株式譲

渡契約を締結、12月16日に同社株式を取得

し、子会社化しております。 

（1）株式取得の概要 

  ① 株式取得数 

    1,620株（発行済株式数の90.0％） 

  ② 株式取得金額 

    58,000千円 

  ③ 株式譲受日 

    平成17年12月16日 

（2）当該会社の概要 

  ① 所在地 

    東京都港区青山２丁目２番15号 

  ② 代表者氏名 

    宮澤 健治 

  ③ 売上高 

           （平成17年６月期） 

    売上高    1,651,424千円 

  ④ 総資産、純資産の状況 

        （平成17年６月30日現在） 

    総資産額    895,142千円 

    純資産額    115,175千円 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 

 

【その他】 

 該当事項はありません。 

 


