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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 15,491 ( 21.3) △142 (　－　) △129 (　－　)

17年９月中間期 12,771 ( △4.9) △461 (　－　) △451 (　－　)

18年３月期 35,679 61 79

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 △109 (　－　) △9 69

17年９月中間期 △957 (　－　) △84 74

18年３月期 △868 △76 88

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 11,295,117株 17年9月中間期 11,295,576株 18年3月期 11,295,399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 29,659 7,136 24.1 631 84

17年９月中間期 27,207 7,193 26.4 636 89

18年３月期 31,246 7,362 23.6 651 81

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 11,295,060株 17年9月中間期 11,295,220株 18年3月期 11,295,220株

②期末自己株式数 18年9月中間期 4,940株 17年9月中間期 4,780株 18年3月期 4,780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 38,000  290  90  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　7円97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 3.5 3.5 7.0

19年3月期（実績） 3.5   － 
7.0

19年3月期（予想）  － 　　 3.5

 

 

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績等は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる結果となる場合があります。
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６．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           

現金預金  3,202,181   3,035,487   3,671,027   

受取手形  ※４ 3,509,509   3,541,985   4,516,875   

完成工事未収入金  1,757,396   2,868,477   5,147,263   

販売用不動産  558,101   473,481   511,521   

未成工事支出金  10,186,490   11,262,373   8,535,299   

その他  647,586   596,830   984,436   

貸倒引当金  △52,698   △153,868   △97,228   

流動資産合計   19,808,567 72.8  21,624,767 72.9  23,269,196 74.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

建物 ※２ 1,961,246   2,022,250   2,068,322   

土地 ※２ 2,915,881   2,975,908   2,975,908   

その他  120,643   90,981   92,477   

有形固定資産計  4,997,772   5,089,140   5,136,708   

２．無形固定資産  38,913   32,768   34,880   

３．投資その他の資産           

投資その他の資
産

※２ 3,150,792   3,994,528   3,849,547   

貸倒引当金  △565,703   △858,391   △821,352   

投資損失引当金  △222,904   △222,904   △222,904   

投資その他の資産
計

 2,362,184   2,913,233   2,805,290   

固定資産合計   7,398,869 27.2  8,035,142 27.1  7,976,879 25.5

資産合計   27,207,437 100.0  29,659,909 100.0  31,246,075 100.0
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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           

支払手形  2,503,811   3,551,452   3,446,613   

工事未払金  5,174,485   6,283,827   7,832,512   

短期借入金 ※２ 2,917,400   2,466,400   2,966,400   

未払法人税等  13,869   15,225   120,034   

未成工事受入金  6,647,428   7,380,820   6,351,685   

賞与引当金  50,000   83,400   83,400   

完成工事補償引当
金

 30,380   34,370   31,950   

その他 ※５ 176,220   235,525   506,023   

流動負債合計   17,513,596 64.4  20,051,021 67.6  21,338,619 68.3

Ⅱ　固定負債           

長期借入金 ※２ 500,000   583,800   617,000   

退職給付引当金  1,568,313   1,594,283   1,583,598   

役員退職慰労引当
金

 107,954   108,489   118,211   

子会社支援損失引
当金 

 300,000   170,000   210,000   

その他  23,728   15,678   16,168   

固定負債合計   2,499,995 9.2  2,472,250 8.3  2,544,977 8.1

負債合計   20,013,591 73.6  22,523,272 75.9  23,883,597 76.4

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,712,500 6.3  － －  1,712,500 5.5

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金  1,341,130   －   1,341,130   

資本剰余金合計   1,341,130 4.9  － －  1,341,130 4.3

Ⅲ　利益剰余金           

利益準備金  428,125   －   428,125   

任意積立金  4,333,960   －   4,333,960   

中間（当期）未処
理損失（△）

 △766,358   －   △717,146   

利益剰余金合計   3,995,726 14.7  － －  4,044,938 12.9

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  145,411 0.5  － －  264,832 0.9

Ⅴ　自己株式   △922 △0.0  － －  △922 △0.0

資本合計   7,193,845 26.4  － －  7,362,478 23.6

負債資本合計   27,207,437 100.0  － －  31,246,075 100.0
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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   － －  1,712,500 5.8  － －

２　資本剰余金           

(1) 資本準備金  －   1,341,130   －   

資本剰余金合計   － －  1,341,130 4.5  － －

３　利益剰余金           

(1) 利益準備金  －   428,125   －   

(2) その他利益剰余金           

別途積立金  －   3,433,960   －   

繰越利益剰余金  －   33,898   －   

利益剰余金合計   － －  3,895,983 13.2  － －

４　自己株式   － －  △973 △0.0  － －

株主資本合計   － －  6,948,639 23.5  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価
差額金

  － －  187,997 0.6  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  187,997 0.6  － －

純資産合計   － －  7,136,637 24.1  － －

負債純資産合計   － －  29,659,909 100.0  － －
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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           

完成工事高  12,754,121   15,455,742   35,547,113   

兼業事業売上高  17,000 12,771,121 100.0 35,615 15,491,357 100.0 132,708 35,679,822 100.0

Ⅱ　売上原価           

完成工事原価  12,418,534   14,709,215   33,870,286   

兼業事業売上原価  26,160 12,444,694 97.4 39,444 14,748,659 95.2 125,870 33,996,156 95.3

売上総利益           

完成工事総利益  335,586   746,527   1,676,826   

兼業事業売上総利
益又は兼業事業売
上総損失(△)

 △9,160 326,426 2.6 △3,829 742,697 4.8 6,838 1,683,665 4.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費   788,086 6.2  885,145 5.7  1,621,812 4.5

営業利益又は営業
損失(△)

  △461,659 △3.6  △142,448 △0.9  61,853 0.2

Ⅳ　営業外収益           

受取利息  10,077   6,166   16,743   

その他  33,237 43,315 0.3 37,673 43,840 0.3 68,914 85,657 0.2

Ⅴ　営業外費用           

支払利息  31,313   29,349   65,529   

その他  1,628 32,941 0.2 1,154 30,504 0.2 2,763 68,293 0.2

経常利益又は経常
損失(△)

  △451,286 △3.5  △129,112 △0.8  79,217 0.2

Ⅵ　特別利益   1,084 0.0  2,961 0.0  1,084 0.0

Ⅶ　特別損失 ※3,4  673,793 5.3  21,774 0.1  991,582 2.7

税引前中間（当
期）純損失（△）

  △1,123,995 △8.8  △147,926 △0.9  △911,280 △2.5

法人税、住民税及
び事業税

 8,560   8,328   114,163   

法人税等調整額  △175,455 △166,895 △1.3 △46,832 △38,504 △0.2 △157,089 △42,926 △0.1

中間（当期）純損
失（△）

  △957,100 △7.5  △109,422 △0.7  △868,354 △2.4

前期繰越利益   190,741   －   190,741  

中間配当額   －   －   39,533  

中間（当期）未処
理損失(△)

  △766,358   －   △717,146  
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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

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 　（千円）
1,712,500 1,341,130 1,341,130 428,125 4,333,960 △717,146 4,044,938 △922 7,097,646

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）       △39,533 △39,533  △39,533

別途積立金の取崩（注）     △900,000 900,000 －  －

中間純損失      △109,422 △109,422  △109,422

自己株式の取得        △51 △51

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）
－ － － － △900,000 751,044 △148,955 △51 △149,006

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 　（千円）
1,712,500 1,341,130 1,341,130 428,125 3,433,960 33,898 3,895,983 △973 6,948,639

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）
264,832 264,832 7,362,478

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △39,533

別途積立金の取崩（注）   －

中間純損失   △109,422

自己株式の取得   △51

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△76,834 △76,834 △76,834

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 　（千円）
△76,834 △76,834 △225,841

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 　（千円）
187,997 187,997 7,136,637

 （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

有価証券 有価証券 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によっ

ております。

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）によっております。

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）によってお

　　　ります。

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）

によっております。

 時価のないもの

移動平均法による原価法に

よっております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 たな卸資産

販売用不動産

個別法による原価法によってお

ります。

たな卸資産

販売用不動産

同左

たな卸資産

販売用不動産

同左

 未成工事支出金

個別法による原価法によってお

ります。

未成工事支出金

同左

未成工事支出金

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産及び投資その他の資産

（投資不動産）

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）に

よっております。

なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。

有形固定資産及び投資その他の資産

（投資不動産）

同左

有形固定資産及び投資その他の資産

（投資不動産）

同左

 無形固定資産

自社利用ソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっており

ます。

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

－ 36 －



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 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。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

 投資損失引当金

関係会社への投資に対する損失に

備えるため、当該会社の財政状態

等を勘案し、損失見込額を計上し

ております。

投資損失引当金

同左

投資損失引当金

同左

 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充て

るため、支給見込額に基づき計上

しております。

賞与引当金

同左

賞与引当金

            同左

 完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担保の費用に

備えるため、当中間会計期間末に

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。

完成工事補償引当金

同左

完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担保の費用に

備えるため、当事業年度の完成工

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。

 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。

数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生年度から費用処

理しております。

退職給付引当金

同左

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

務の見込額に基づいて計上してお

ります。

数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生年度から費用処

理しております。

 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、役員退職慰労金規程に基づ

く中間期末要支給額を計上してお

ります。

役員退職慰労引当金

同左

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、役員退職慰労金規程に基づ

く期末要支給額を計上しておりま

す。

 子会社支援損失引当金

債務超過子会社の支援に対する

損失に備えるため、当該会社の

財政状態を勘案し、損失見込額

を計上しております。

子会社支援損失引当金

同左

子会社支援損失引当金

同左

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． 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

消費税及び地方消費税に相当する額

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） 　　

    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

引前中間純損失は48,736千円増加しており

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

前当期純損失は48,736千円増加しておりま

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7,136,637千円であります。

　   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　有形固定資産減価償却累計額

 2,203,753千円 

※１　有形固定資産減価償却累計額

2,267,008千円 

※１　有形固定資産減価償却累計額

 2,236,750千円 

※２　担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

※２　担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

※２　担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

建物 834,534千円

土地 1,177,529

投資その他の資

（投資不動産）
80,000

計 2,092,064

建物  796,282千円

土地 1,177,529

投資その他の資

（投資不動産）
80,000

計 2,053,811

建物  814,771千円

土地 1,177,529

投資その他の資

（投資不動産）
80,000

計 2,072,300

(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 2,300,000千円

長期借入金 500,000

計 2,800,000

(注）上記以外に、現金預金のうち定期預金

65,000千円は、子会社トヨタホームし

なの㈱の当座借越契約の担保に供して

おります。なお、当中間会計期間末に

おいて同契約による当座借越残高はあ

りません。

短期借入金 1,800,000千円

長期借入金 500,000

計 2,300,000

(注）上記以外に、現金預金のうち定期預金

65,000千円は、子会社トヨタホームし

なの㈱の当座借越契約の担保に供して

おります。なお、当中間会計期間末に

おいて同契約による当座借越残高はあ

りません。

短期借入金 　2,300,000千円

長期借入金 　　500,000

計 2,800,000

(注）上記以外に、現金預金のうち定期預金

65,000千円は、子会社トヨタホームし

なの㈱の当座借越契約の担保に供して

おります。なお、当事業年度末におい

て同契約による当座借越残高はありま

せん。

  ３　保証債務

下記の関係会社及び取引先の金融機関

借入金等について債務保証を行ってお

ります。

　３　保証債務

下記の関係会社及び取引先の金融機関

借入金等について債務保証を行ってお

ります。

　３　保証債務

下記の関係会社及び取引先の金融機関

借入金等について債務保証を行ってお

ります。

守谷建工㈱ 153,316千円

守谷道路㈱ 41,232

トヨタホーム

しなの㈱
66,345

一建設㈱ 89,090

第一住宅協同組合 13,500

㈱ノウビ 58,422

計 421,905

守谷建工㈱ 91,440千円

守谷道路㈱ 90,000

トヨタホーム

しなの㈱
44,796

一建設㈱ 125,760

第一住宅協同組合 108,110

計 460,106

守谷建工㈱ 151,730千円

トヨタホーム

  しなの㈱ 
55,158

一建設㈱ 104,540

第一住宅協同組合 114,450

㈱ノウビ 60,120

計 485,998

 ※４　　　　　 ───── ※４  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を

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

次の中間会計期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　　　　　　32,729千円

※４　　　　　　─────

※５　消費税等の処理の方法

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。

※５　消費税等の処理の方法

　　　　　　同左

※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　売上高の季節的変動

当社の売上高は、通常の営業の形態と

して、上半期に比べて下半期に完成す

る工事の割合が大きいため、事業年度

の上半期の売上高と下半期の売上高と

の間に著しい相違があり、上半期と下

半期の業績に季節的変動があります。

当中間会計期間末に至る１年間の売上

高は次のとおりであります。

　１　売上高の季節的変動

当社の売上高は、通常の営業の形態と

して、上半期に比べて下半期に完成す

る工事の割合が大きいため、事業年度

の上半期の売上高と下半期の売上高と

の間に著しい相違があり、上半期と下

半期の業績に季節的変動があります。

当中間会計期間末に至る１年間の売上

高は次のとおりであります。

　１　　　　　　─────

前事業年度下半期 17,856,434千円

当中間会計期間 12,771,121

計 30,627,555

前事業年度下半期 22,908,700千円

当中間会計期間 15,491,357

計 38,400,057

　２　減価償却実施額 　２　減価償却実施額 　２　減価償却実施額

有形固定資産 52,040千円

無形固定資産  2,764

投資その他の資産 1,421

有形固定資産   52,715千円

無形固定資産  2,031

投資その他の資産    1,630

有形固定資産   105,993千円

無形固定資産  5,247

投資その他の資産 3,019

※３　特別損失のうち主な項目 ※３　特別損失のうち主な項目 ※３　特別損失のうち主な項目

貸倒引当金繰入額 299,518千円

販売用不動産評価損 22,800    

減損損失 48,736    

子会社支援損失引当金

繰入額
300,000

投資有価証券評価損 20,499千円 貸倒引当金繰入額 589,174千円

販売用不動産評価損 84,038    

子会社支援損失引当金

繰入額
210,000

※４　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。

※４　　　　　　─────  ※４　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）

長野県須

坂市

賃貸用資

産
土地 48,736

 当社は、自社利用の事業用資産については

主として支店等の拠点ごとに、賃貸用資産

については個別物件ごとにグルーピングし

ております。

その結果、近年の著しい地価の下落により

上記の資産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（48,736千

円）として特別損失に計上しております。

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、その評価額は固

定資産税評価額に基づいて算定しておりま

す。

場所 用途 種類
減損損失

 （千円）

長野県須

坂市

賃貸用資

産
土地 48,736

 当社は、自社利用の事業用資産については

主として支店等の拠点ごとに、賃貸用資産

については個別物件ごとにグルーピングし

ております。

その結果、近年の著しい地価の下落により

上記の資産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 （48,736

千円）として特別損失に計上しております。

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却

価額により測定してお り、その評価額は

固定資産税評価額に基づいて算定しており

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 4 0 － 4

 　　　　合計 4 0 － 4

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加 0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

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）

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

会計期間末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間会
計期間
末残高
相当額
(千円)

その
他(備
品)

14,760 10,332 4,428

合計 14,760 10,332 4,428

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

会計期間末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間会
計期間
末残高
相当額
(千円)

その
他(備
品)

14,760 13,284 1,476

合計 14,760 13,284 1,476

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)

期末残
高相当
額
(千円)

その
他(備
品)

14,760 11,808 2,952

合計 14,760 11,808 2,952

 （注）　取得価額相当額は、未経過

リース料中間会計期間末残

高が有形固定資産の中間会

計期間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。

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会計期間末

残高相当額

２．未経過リース料中間会計期間末

残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額

 １年内 2,952千円

１年超 1,476  

合計 4,428  

１年内 1,476千円

１年超 －  

合計 1,476  

１年内 2,952千円

１年超 －  

合計 2,952  

 （注）　未経過リース料中間会計期

間末残高相当額は、未経過

リース料中間会計期間末残

高が有形固定資産の中間会

計期間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。

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   1,476千円

減価償却費相

当額
1,476千円

支払リース料    1,476千円

減価償却費相

当額
   1,476千円

支払リース料  2,952千円

減価償却費相

当額
  2,952千円

 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

ないため、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

（有価証券関係）

　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）及び前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）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。
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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 636円89銭   631円84銭   651円81銭

１株当たり中間（当期）純損失 84円74銭  9円69銭  　　　76円88銭

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、１株当たり中間

純損失が計上されており、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 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、１株当たり当期

純損失が計上されており、また、

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（当期）純損失の算定上の基礎は、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）

中間（当期）純損失（千円） 957,100 109,422 868,354

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

損失（千円）
957,100 109,422 868,354

期中平均株式数（千株） 11,295 11,295 11,295

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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