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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 10,687 3.3 43 39.6 3 －

17年9月中間期 10,343 25.9 30 － △33 －

18年3月期 21,984 20.7 249 － 160 －

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 85 － 11 72

17年9月中間期 △257 － △35 19

18年3月期 △109 － △15 0

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 7,326,600株 17年9月中間期 7,326,600株 18年3月期 7,326,600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 13,409 △749 △5.6 △102 37

17年9月中間期 13,021 △1,018 △7.8 △139 07

18年3月期 13,572 △790 △5.8 △107 86

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 7,326,600株 17年9月中間期 7,326,600株 18年3月期 7,326,600株

②期末自己株式数 18年9月中間期   44,000株 17年9月中間期 44,000株 18年3月期 44,000株

２．平成19年3月期業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

 業績の予想につきましては、現時点では未定であり、算出出来次第公表いたします。

３．配当状況

・現金配当

中間期末 期末 年間

18年3月期 － － －

19年3月期（実績） － － －

19年3月期（予想） － － －
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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 ※１ 3,215,434   3,345,469   4,100,689   

２．完成工事未収入金  89,881   32,151   77,507   

３．分譲売掛金  6,839   －   3,903   

４．分譲土地建物 ※１ 4,677,832   4,154,410   4,246,567   

５．未成工事支出金  2,753,234   3,305,955   2,912,032   

６．未成分譲支出金  127,558   279,220   166,548   

７．その他流動資産  300,109   353,143   232,259   

８．貸倒引当金  △3,065   △4,494   △3,297   

流動資産合計   11,167,822 85.8  11,465,857 85.5  11,736,211 86.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1) 建物
※1、
2

695,221   673,321   685,496   

(2) 土地 ※１ 266,718   327,967   266,718   

(3) その他有形固定
資産

※1、
2

136,940   244,127   124,264   

計  1,098,880   1,245,416   1,076,478   

２．無形固定資産  26,482   13,295   13,327   

３．投資その他の資産           

(1) 投資等 ※１ 902,944   776,413   836,961   

(2) 貸倒引当金  △174,593   △91,028   △90,320   

計  728,351   685,385   746,640   

固定資産合計   1,853,714 14.2  1,944,096 14.5  1,836,446 13.5

資産合計   13,021,540 100.0  13,409,954 100.0  13,572,657 100.0
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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  1,630,249   1,961,824   1,695,509   

２．工事未払金  852,525   938,065   905,690   

３．短期借入金 ※１ 4,512,946   3,500,777   3,980,785   

４．1年以内返済予定　
　　　　　　
の長期借入金 

 －   60,000   －   

５．未払法人税等  10,450   8,412   13,286   

６．未成工事受入金  3,960,431   5,294,856   4,558,956   

７．分譲前受金  499,248   304,781   457,730   

８．預り金  1,769,303   1,078,582   1,759,062   

９．賞与引当金  110,533   198,545   190,199   

10．完成工事補償
引当金

 5,283   7,544   4,938   

11．その他流動負債 ※３ 213,487   202,670   295,470   

流動負債合計   13,564,458 104.2  13,556,059 101.1  13,861,627 102.1

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  －   240,000   －   

２．繰延税金負債  －   －   12,633   

３．退職給付引当金  135,912   138,907   144,151   

４．役員退職慰労
引当金

 108,950   －   117,200   

５．受入保証金 ※１ 231,102   224,982   227,266   

固定負債合計   475,965 3.6  603,890 4.5  501,252 3.7

負債合計   14,040,423 107.8  14,159,949 105.6  14,362,880 105.8

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   662,750 5.1  － －  662,750 4.9

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  138,826   －   138,826   

資本剰余金合計   138,826 1.1  － －  138,826 1.0

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  28,300   －   28,300   

２．任意積立金  543,000   －   543,000   

３．中間（当期）
未処理損失(△)

 △2,307,583   －   △2,159,694   

利益剰余金合計   △1,736,283
△

13.3
 － －  △1,588,394

△
11.7

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  △62,164 △0.5  － －  18,608 0.1

Ⅴ　自己株式   △22,012 △0.2  － －  △22,012 △0.1

資本合計   △1,018,883 △7.8  － －  △790,222 △5.8

負債・資本合計   13,021,540 100.0  － －  13,572,657 100.0
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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   － －  662,750 4.9  － －

２．資本剰余金           

(1) 資本準備金  －   138,826   －   

資本剰余金合計   － －  138,826 1.0  － －

３．利益剰余金           

(1) 利益準備金  －   28,300   －   

(2) その他利益
　　剰余金

          

別途積立金  －   543,000   －   

繰越利益剰余金  －   △2,073,852   －   

利益剰余金合計   － －  △1,502,552
△

11.2
 － －

４．自己株式   － －  △22,012 △0.1  － －

株主資本合計   － －  △722,988 △5.4  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券
　　評価差額金

  － －  △27,007 △0.2  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  △27,007 △0.2  － －

純資産合計   － －  △749,995 △5.6  － －

負債純資産合計   － －  13,409,954 100.0  － －
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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  7,520,778   8,532,712   16,350,692   

２．分譲売上高  2,175,495   1,515,619   4,342,613   

３．その他売上高  647,674   638,709   1,290,776   

売上高合計   10,343,948 100.0  10,687,041 100.0  21,984,081 100.0

Ⅱ　売上原価           

１．完成工事原価  6,187,432   7,165,137   13,503,660   

２．分譲売上原価  2,070,466   1,367,587   4,037,598   

３．その他売上原価  338,937   317,047   655,207   

売上原価合計   8,596,835 83.1  8,849,772 82.8  18,196,466 82.8

売上総利益           

完成工事総利益  1,333,346   1,367,574   2,847,031   

分譲売上総利益  105,029   148,032   305,014   

その他売上
総利益

 308,737   321,662   635,568   

売上総利益合計   1,747,113 16.9  1,837,269 17.2  3,787,614 17.2

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

  1,716,144 16.6  1,794,035 16.8  3,538,367 16.1

営業利益   30,968 0.3  43,233 0.4  249,247 1.1

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  371   2,659   674   

２．その他 ※１ 26,076   16,416   69,295   

営業外収益合計   26,448 0.3  19,075 0.2  69,969 0.3

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  74,392   57,377   140,820   

２．その他 ※２ 16,886   1,123   17,556   

営業外費用合計   91,278 0.9  58,500 0.6  158,377 0.7

経常利益又は
経常損失(△)

  △33,861 △0.3  3,809 0.0  160,839 0.7

Ⅵ　特別利益 ※３  15,744 0.2  99,484 0.9  35,335 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４  237,563 2.3  15,363 0.1  302,028 1.4

税引前中間(当期)
純利益又は純損失
(△)

  △255,680 △2.4  87,930 0.8  △105,852 △0.5

法人税、住民税
及び事業税

 2,139   2,087   4,079   

法人税等調整額  － 2,139 0.0 － 2,087 0.0 － 4,079 0.0

中間(当期)純利益
又は純損失(△）

  △257,820 △2.4  85,842 0.8  △109,931 △0.5

前期繰越損失   △2,049,763   △2,159,694   △2,049,763  

中間(当期)
未処理損失(△)

  △2,307,583   △2,073,852   △2,159,694  
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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 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）
662,750 138,826 28,300 543,000 △2,159,694 △1,588,394 △22,012 △808,830

中間会計期間中の変動額

中間純利益（千円）     85,842 85,842  85,842

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）
－ － － － 85,842 85,842 － 85,842

平成18年９月30日　残高

（千円）
662,750 138,826 28,300 543,000 △2,073,852 △1,502,552 △22,012 △722,988

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成18年３月31日　残高

（千円）
18,608 △790,222

中間会計期間中の変動額

中間純利益（千円）  85,842

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△45,615 △45,615

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△45,615 40,227

平成18年９月30日　残高

（千円）
△27,007 △749,995
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

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）

──────  当社は平成18年12月18日に公表しまし

たように、不適切な会計処理により過

年度公表済財務諸表（中間を含む）を

訂正する必要が生じ、その結果平成16

年3月期以降において債務超過となって

おります。また、不適切な会計処理を

行うにあたり、住宅の引渡し時期を偽

るための工作等を行ったことにより著

しく社会的信用が低下し、今後の売上

高の低下および新たな資金調達が困難

な状況となる等が考えられます。

　以上により、当社は継続企業の前提

に重要な疑義が存在しております。

　当該状況を解消すべく、親会社であ

るミサワホームホールディングス株式

会社による資本増強等再建に向けたバッ

クアップを受けるとともに、充分な監

督機能を果たしてこなかった経営陣を

刷新いたします。また、コンプライア

ンス意識の更なる徹底を図るための社

員研修を計画的かつ継続的に実施し、

さらに社内監査業務の強化による再発

防止に取り組むなど、信用回復に向け、

全社一丸となって鋭意努力して参りま

す。

　中間財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、上記のような重要

な疑義の影響を中間財務諸表には反映

しておりません。

 ──────
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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

① 子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

① 子会社株式

同　　左

(1）有価証券

① 子会社株式

同　　左

 ② 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）

② 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）

② 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

分譲土地建物・未成工事支出

金・未成分譲支出金

　個別法による原価法によって

おります。

(2）たな卸資産

分譲土地建物・未成工事支出

金・未成分譲支出金

同　　左

(2）たな卸資産

分譲土地建物・未成工事支出

金・未成分譲支出金

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（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。

(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

　自社利用の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。

(2）無形固定資産

同　　左

(2）無形固定資産

同　　左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　金銭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）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち、当中間会

計期間負担分を計上しております。

(2）賞与引当金

同　　左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち、当事業年

度負担分を計上しております。

 (3）完成工事補償引当金

　完成工事に対する瑕疵担保の費

用に備えるため、過年度の保証工

事費の完成工事高に対する実績率

による額を計上しております。

(3）完成工事補償引当金

同　　左

(3）完成工事補償引当金

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）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。

過去勤務債務

定額法（５年）により損益処理 

数理計算上の差異

定額法（５年）によりそれぞれ

発生した翌事業年度から損益処

理 

(4）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。

過去勤務債務

定額法（５年）により損益処理 

数理計算上の差異

定額法（５年）によりそれぞれ

発生した翌事業年度から損益処

理 

(4）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、

当事業年度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

 定額法（５年）によりそれぞれ

発生した翌事業年度から損益処

理

 (5）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、内規による役員退職慰労

金の中間期末要支給額を計上して

おります。

(5）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、内規による役員退職慰労

金の中間期末要支給額を計上して

おります。

(5）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、内規による役員退職慰労

金の期末要支給額を計上しており

ます。

  

 

（追加情報）

　資本の改善を図るため、取締役

会において当中間期末に至るまで

の慰労金相当額の受取の辞退を決

議したことにより、役員退職慰労

引当金を全額取り崩しております。

　なお、本役員退職金規定による

役員退職慰労金の支給は当社業績

が回復するまで停止することを決

議しております。 

 

 

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．消費税等の会計処理

方法

　税抜方式によっております。

　なお、控除対象外消費税等は、発

生中間会計期間の期間費用としてお

ります。

同　　左 　税抜方式によっております。

　なお、控除対象外消費税等は、発

生事業年度の期間費用としておりま

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

前中間純損失が227,520千円増加して

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

前当期純利益が227,520千円減少して

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△749,995千円であります。

　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。 

──────

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）

(貸借対照表関係)

　「建物」は、当中間期末において資産の総額の100分の

5を超えたため区分掲記しております。なお、前中間期末

の「建物」の金額は450,435千円であります。

  ──────
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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．担保資産及び担保付債務 ※１．担保資産及び担保付債務 ※１．担保資産及び担保付債務

(1) 定期借地権設定契約に基づく

担保提供

分譲土地建物    81,557千円

(1) 定期借地権設定契約に基づく

担保提供

分譲土地建物    70,818千円

(1) 定期借地権設定契約に基づく

担保提供

分譲土地建物    70,818千円

　　上記に対する債務は次のとお

りであります。

　　上記に対する債務は次のとお

りであります。

　  上記に対する債務は次のとお

りであります。

　　定期借地権設定契約に基づく

受入保証金　　　　19,270千円

　　定期借地権設定契約に基づく

受入保証金　　　　19,270千円

　  定期借地権設定契約に基づく

受入保証金　　　　19,270千円

(2) 金融機関からの借入金に基づ

く担保提供

(2) 金融機関からの借入金に基づ

く担保提供

(2) 金融機関からの借入金に基づ

く担保提供

現金及び預金   100,000千円

分譲土地建物 2,240,843千円

建物           139,555千円

土地　　　　   246,572千円

投資等（投資有価証券）

150,627千円

分譲土地建物   911,585千円

建物           170,677千円

土地　　　　   254,913千円

投資等（投資有価証券）

181,984千円

分譲土地建物 1,915,419千円

建物         2,006,941千円

土地　　　　   255,036千円

投資有価証券   234,023千円

上記に対する債務は次のとお

りであります。

上記に対する債務は次のとお

りであります。

上記に対する債務は次のとお

りであります。

短期借入金　 3,257,446千円 短期借入金　 1,942,277千円 短期借入金　 2,472,785千円

※２．有形固定資産の減価償却累計額

325,926千円

※２．有形固定資産の減価償却累計額

       329,978千円

※２．有形固定資産の減価償却累計額

       355,103千円

※３．消費税等の表示方法

　仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺し相殺後の残高をその他流動

負債として表示しております。

※３．消費税等の表示方法

同　　左

※３．　　　────

４．偶発債務

　保証債務は次のとおりでありま

す。

４．偶発債務

　保証債務は次のとおりでありま

す。

４．偶発債務

　保証債務は次のとおりでありま

す。

(1）住宅購入者のためのつなぎ融

資に対する保証債務

3,917,300千円

(1）住宅購入者のためのつなぎ融

資に対する保証債務

         4,392,600千円

(1）住宅購入者のためのつなぎ融

資に対する保証債務

         3,476,600千円

(2）住宅購入者のための住宅ロー

ンに対する保証債務

7,697千円

(2）住宅購入者のための住宅ロー

ンに対する保証債務

     7,352千円

(2）住宅購入者のための住宅ロー

ンに対する保証債務

     7,526千円

(3）子会社の金融機関からの借入

に対する保証債務

83,326千円

(3）子会社の金融機関からの借入

に対する保証債務

      69,034千円

(3）子会社の金融機関からの借入

に対する保証債務

      76,180千円
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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．当社は運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行５行と貸出コ

ミットメント契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越極度額

及び貸出コミッ

トメントの総額

1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,000,000千円

────
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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．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

受取手数料 9,728千円 受取手数料

親会社表彰金 

    7,437千円

3,200千円

受取手数料    46,253千円

※２．営業外損失のうち主要なもの ※２．          ──── ※２．          ────

支払解約金 12,876千円        

※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 15,744千円 役員退職慰労引当金

取崩益
   99,000千円

投資有価証券売却益    15,744千円

貸倒引当金戻入益    19,591千円

※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 227,520千円

建物除却損 7,516千円

その他有形固定資産

除却損
1,226千円　

建物除却損    15,185千円

その他有形固定資産

除却損
      177千円

減損損失  227,520千円

建物除却損  7,516千円

その他有形固定資産

除却損
   23,936千円

販売用不動産評価損    14,055千円

貸倒引当金繰入額    27,700千円

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額

有形固定資産 29,907千円

無形固定資産 60千円

 ※６．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

南福岡店

(福岡県久留米市) 
事務所 

建物及び構築物

土地 

 当社は、管理会計上の区分や投資の意思決

定及び独立したキャッシュ・フローを生み

出す最小の単位である「支店」を資産グルー

プとしています。

　市場価格の一時著しい下落により南福岡

店における事務所（建物及び土地）帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

227,520千円を「減損損失」として特別損失

に計上しました。そのうち内訳は、建物及

び構築物133,698千円、土地93,822千円であ

ります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、不動産

鑑定士の査定金額を基準に評価しておりま

す。

有形固定資産   29,915千円

無形固定資産   32千円

  ────

有形固定資産    63,689千円

無形固定資産    92千円

 ※６．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

南福岡店

(福岡県久留米市) 
事務所 

建物及び構築物

土地 

 当社は、管理会計上の区分や投資の意思決

定及び独立したキャッシュ・フローを生み

出す最小の単位である「支店」を資産グルー

プとしています。

　市場価格の一時著しい下落により南福岡

店における事務所（建物及び土地）帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

227,520千円を「減損損失」として特別損失

に計上しました。そのうち内訳は、建物及

び構築物133,698千円、土地93,822千円であ

ります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、不動産

鑑定士の査定金額を基準に評価しておりま

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
（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 44,000 － － 44,000

合計 44,000 － － 44,000
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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

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

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

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)

その他有形固
定資産

437,193 113,090 324,103

合計 437,193 113,090 324,103

 

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)

その他有形固
定資産

564,731 146,097 418,634

合計 564,731 146,097 418,634

 

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)

その他有形固
定資産

393,169 103,436 289,733

合計 393,169 103,436 289,733

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

１年内 87,200千円

１年超 239,518千円

合計 326,718千円

１年内  128,308千円

１年超  296,495千円

合計  424,803千円

１年内 87,445千円

１年超  206,246千円

合計  293,691千円

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、減価償却費相当額及び

支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 47,868千円

減価償却費相当

額
44,771千円

支払利息相当額 3,674千円

支払リース料  55,611千円

減価償却費相当

額
  51,752千円

支払利息相当額  39,150千円

支払リース料   99,408千円

減価償却費相当

額
  92,240千円

支払利息相当額   8,898千円

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

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)

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)

リース資産に配分された減損損失は

ありません。
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②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度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。

（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　　 △139円07銭 １株当たり純資産額　　　△102円37銭 １株当たり純資産額　　　 △107円86銭

１株当たり中間純損失　　　35円19銭 １株当たり中間純利益　　　 11円72銭 １株当たり当期純損失　　  　15円00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。

　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、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　なお、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株当たり中間純利益又は中間純損失（△）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）

中間純利益又は中間

(当期)純損失（△）（千円）
△257,820 85,842 △109,931

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間純利益

又は中間(当期)純損失（△）（千円）
△257,820 85,842 △109,931

期中平均株式数（株） 7,326,600 7,326,600 7,326,600

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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