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１．18年11月中間期の業績（平成18年６月１日～平成18年11月30日）

(1）経営成績 単位：百万円（未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年11月中間期 2,422 － 262 － 167 －

18年５月期 1,081 － 113 － 163 －

中間（当期）純利益
１株当たり

中間（当期）純利益
潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

百万円 ％ 円　銭 円　銭

18年11月中間期 20 － 0.75 －

18年５月期 115 － 4.82  4.66  
（注）①持分法投資損益 18年11月中間期 － 百万円 18年５月期 － 百万円

      ②期中平均株式数 18年11月中間期 27,118,652株 18年５月期 24,043,698株

③会計処理の方法の変更 無

④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

⑤平成18年５月期に決算期の変更をしたことにより、平成18年５月期の期間は５ヶ月となっているため、中間期がありません。そのため前

年中間期実績値及び当中間期の対前年中間期増減率を記載しておりません。また、平成18年５月期の対前年増減率を記載しておりません。

(2）財政状態  

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11月中間期 42,166 7,900 18.7 291.34

18年５月期 30,581 8,133 26.6 299.91
（注）①期末発行済株式数 18年11月中間期 27,117,638株 18年５月期 27,119,531株

②期末自己株式数 18年11月中間期 26,363株 18年５月期 24,470株

(3）キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年11月中間期 △10,827 3,443 9,628 3,757

18年５月期 △9,465 158 10,626 1,513

２．19年５月期の業績予想（平成18年６月１日～平成19年５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 12,400 320 160

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 5円　90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

17年12月期（実績）  　 　－ 4.00 4.00

18年５月期（実績）  　 　－ 2.00 2.00

19年５月期（予想） － 4.00 4.00

＊上記の業績予想及び予想に関する事項は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものです。

実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なることがあります。業績予想につきましては、添付資料の５ペー

ジをご参照下さい。

－ 1 －



１．企業集団の状況
　当社の企業グループは、当社、親会社１社（㈱ゼクス）、子会社３社及び関連会社１社で構成され、不動産開発事

業、不動産賃貸事業、梳毛糸及び合繊糸の製造・販売等の繊維事業、シニア事業を行っております。

当企業グループの事業における位置付け及び事業部門の関連は、次のとおりであります。

 不動産開発部門　　分譲マンションを中核とし、投資用マンション、商業施設等の開発、販売、不動産活用・仲

介事業を行っております。

不動産賃貸部門　　当社は、津ショッピングセンター“津サティ”(三重県)・中央伏見ビル他２棟の商業ビル(名

古屋市)及び貸工場等(三重県)を賃貸物件として保有し、賃貸しております。

繊維部門　　      当社は、各種織物・ニット用の素材として受注生産に基づく梳毛糸・合繊糸の製造・加工・

販売を行っており、子会社柏平繊維工業㈱が梳毛糸及び合繊糸の製造・加工を担当しており

ます。

 シニア事業部門　　平成18年３月３日にグループホーム「なでしこ大紀」を開業し、シニア事業を開始しており、

中央ケアサービス㈱が運営管理を行っております。

その他　　        不動産の管理業として中央興産㈱、繊維設備等のリース業及び損害保険代理業として中央リー

ス㈱があります。

　以上に述べた事業の系統図は、次のとおりであります。

 ゼ ク ス グ ル ー プ 

㈱ 中 央 コ ー ポ レ ー シ ョ ン 
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２．経営方針
（1）経営の基本方針

  当社は、平成18年10月１日付けをもちまして、創業64年の歴史のうち57年間続いた商号「中央毛織株式会社」を「株

式会社中央コーポレーション」に変更し、『新創業』を宣言致しました。

  これまで培ってきた①品質重視(Quality First)と高付加価値化、②お客様本位による商品・サービスの提供と顧客

満足度の向上、③ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility）の徹底の三つを『新創業』にあたっての経営方針とし

ております。

（2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つと認識し、安定的な配当維持を基本方針としておりま

す。当期は引き続き１株あたり４円の配当予定であります。今後とも、早期に増配できるよう収益向上に努めます。

（3）目標とする指標

  平成18年４月21日付けで発表致しました新事業計画は、次項（4）に記載しておりますとおり、既存の繊維事業と不

動産賃貸事業においては「選択と集中」を実行し、一方、新規に不動産開発事業とシニア事業を導入することにより、

全体の再構築を図ろうとするものです。従い、今後の主力事業は不動産開発事業、特にマンション事業となりますが、

当該事業は竣工・完成までのリードタイムが長いことより、事業の軌道化には最短でも１年半から２年を必要と致し

ます。当期は再構築の基礎固めと位置づけ、平成20年５月期には売上高310億円、経常利益18億円を必達すべく全社目

標としております。

（4）中長期的な会社の経営戦略と対応すべき課題

　中長期的な新事業計画の内容として、不動産開発事業は、ファミリー向け分譲マンションの販売を中核とし、投資

用マンション開発、不動産活用などを拡大します。不動産賃貸事業は保有資産のリノベーションによって資産価値と

収益性を向上させます。具体的には当中間期に近隣ビルの追加取得および売却を実行し、最終的に保有ビルの一挙建

替えを決定致しました。繊維事業は、主力商品の高付加価値化を図り選択と集中を進めます。シニア事業は、東海地

区において親会社ゼクスグループのノウハウとブランドを導入し、介護サービス付老人ホームの運営を中心とした事

業を推進します。
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３．経営成績及び財政状態
(1）当中間会計期間の概況

　当中間会計期間におけるわが国経済は、特にアジアの高成長を背景とする輸出が牽引となり、設備投資の増加や雇

用の拡大により、11月には戦後最長と言われた「いざなぎ景気」をも抜く景気拡大となりました。しかしながら一方

で、米国経済の減速、個人消費の鈍化等も懸念されており、景気の先行きは必ずしも楽観出来ない状況にあります。

　この中で不動産開発業界、特にマンション開発業界は、一部では地価高騰に伴う販売価格の上昇により昨年比での

販売戸数の減少が懸念されるものの、おおむね堅調に推移致しました。また不動産賃貸業界も景気の回復基調を反映

し、空室率も序々に減少しております。毛糸業界は、豪州羊毛の原料高を背景とした紡績各社の減産により、国産毛

糸が２年ぶりの高値をつけました。中国などの需要拡大も相俟って国際的に根強い先高観があり、今後のコスト高の

影響が懸念されます。シニアハウジング＆サービス業界は、高齢化社会の進展により今後の需要の拡大が予想されま

すが、新規参入業者も多く競争は非常に激しくなって参りました。

　このような状況のなかで、不動産開発部門は土地仕入、建築着工等それぞれの案件において順調に推移しましたが、

当中間会計期間においては、未だマンションの竣工引渡しは行われておらず、販売には至っておりません。当中間会

計期間は、マンション資材等の売上および仲介・コンサルティング業務の収益のみであり、売上は７億６千８百万円

に留まりました。８月１日付けで更なる実務経験者25名の新規採用を行ったこともあり、先行費用の負担により６千

万円の営業損失となりました。

　不動産賃貸部門は、景気回復のなかで入室率は改善され好調に推移し、売上高８億１千４百万円、営業利益３億１

千３百万円となりました。保有賃貸資産を見直し賃貸業再構築を検討して参りましたが、当中間会計期間では、隣接

の丸満ビルの取得をきっかけに、広小路ビル、中央広小路ビルの２棟を売却し、最終的に三栄ビル、中央伏見ビル、

丸満ビル３棟の１棟大型ビルディングへの建替えを決定致しました。40年を超える各ビルの今後のＩＴ化への対応及

び耐震補強を検討するなかで、この選択と集中を実行した次第であります。

　繊維部門は、モヘア混糸の価格上昇および景気回復に伴う衣料需要の増加のなかで、採算重視と経費削減に取り組

んだ結果、当初の見通しを上回り、売上高８億３千５百万円、営業利益３千２百万円を計上することができました。

　シニア事業部門は、最初の取り組みであるグループホーム「なでしこ大紀」の運営は軌道化して来ましたが、当中

間会計期間は未だ先行費用の負担があり、売上高３百万円、営業損失２千３百万円となりました。

　以上の結果、売上高24億２千２百万円、営業利益２億６千２百万円、経常利益１億６千７百万円となりました。こ

れに加えて、特別利益として投資有価証券売却益２億３千万円、広小路ビル、中央広小路ビル２棟の固定資産売却益

３億９千万円があり、一方、三栄ビル、中央伏見ビル、丸満ビルの建替え決定に伴う臨時償却費等の特別損失７億４

千３百万円を計上し、中間純利益は２千万円となりました。なお、前期は決算期変更に伴い５ヶ月決算となったため、

対前期比較は行っておりません。

(2）当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

  当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動による資金の減少分を長期借入

金の調達及び有形固定資産の売却等による収入で補い、前事業年度末に比べ22億４千４百万円増加し、37億５千７百

万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間会計期間における営業活動による資金の減少は、108億２千７百万円となりました。これは、主として不

動産開発事業の進捗に伴うたな卸資産の増加額93億９千３百万円等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間会計期間における投資活動による資金の増加は、34億４千３百万円となりました。

これは、主として、有形固定資産の取得による10億円の支出等に対し、有形固定資産の売却による収入44億６千

９百万円等があったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間会計期間における財務活動による資金の増加は96億２千８百万円となりました。これは、主として短期

借入金の純減少額27億５百万円、長期借入金の返済による支出22億１千６百万円等に対し、長期借入金の調達に

よる収入146億５百万円によるものです。 
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　当社のキャッシュ・フロー指標等の推移は以下のとおりであります。

平成16年
12月期
中間

平成16年
12月期
期末

平成17年
12月期
中間

平成17年
12月期
期末

平成18年
５月期
期末

平成19年
５月期 
 中間

自己資本比率（％） 32.1 33.6 34.1 35.9 26.6 18.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
19.9 38.4 35.8 52.5 38.6 17.4

債務償還年数（年） 11.6 10.6 10.6 5.9 － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
6.0 6.3 6.3 11.5 － －

　（注：１）各指標は、いずれも単独決算の財務数値を用いて、以下の計算式により計算しております。

時価ベースの自己資本比率　　　　　：株式時価総額／総資産

債務償還年数　　　　　　　　　　　：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

中間期末における債務償還年数　　　：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２）

インタレスト・カバレッジ・レシオ　：営業キャッシュ・フロー／利払い

　（注：２）株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×自己株式控除後の中間期末（期末）発行済株式数により算出

しております。

　（注：３）有利子負債は、（中間）貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。

　（注：４）営業キャッシュ・フロー及び利払いは、（中間）キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動に

よるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

　（注：５）平成18年５月期および平成18年11月中間期は営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数

及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

(3）通期の見通し

　今後の経済動向は、緩やかな景気拡大と言われておりますが、国内の個人消費の動向、また米国、中国の景気動向

等、必ずしも楽観は許されないものと思われます。当社は引き続き採算重視の営業に徹し収益の拡大を目指します。

下半期は、特に不動産開発部門に注力し、マンション事業を核として仲介およびコンサルティング業務等をまじえな

がら売上高の増加を図ります。

　これにより、売上高124億円、経常利益３億２千万円、当期純利益１億６千万円を見込んでおります。また年間配当

金は１株につき４円を予定しております。

　なお、上記の通期見通しは、現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであるため、実際の業績等はこれと

異なる可能性があります。

  (4）事業等のリスク

① 不動産開発事業のリスク

  当社は団塊ジュニア世代の30代ファミリー向け分譲マンションをメインに事業を展開しております。この世代の取

得者層によるマンションの購入意欲は、景気の変動、金利動向、また不動産関連の税制等に影響を受けやすく、経済

情勢の悪化、住宅ローン金利の上昇、住宅取得に係る優遇税制、また消費税の改正等は当社の経営成績及び財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。

② 不動産賃貸事業のリスク

  当社は、新築ビルへの建替えを決定致しましたが、これに伴い空室化の進展と、その他費用の発生が見込まれ、当

社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

③ 繊維事業のリスク

  当社は羊毛及びモヘア等の原料(半製品)を購入し、原糸の製造・加工・販売を行い、また織物・編地の委託生産・

販売を行っております。原料価格は相場及び為替レートの変動の影響を受け、織物・編地の価格は原料価格の影響を

受けると共に、各種加工賃の変動が製造コストの増減要因となり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。

④ シニア事業のリスク

　当社は介護サービス付老人ホームの運営を中心としたシニア事業を推進してまいりますが、売上高の大半が介護保

険法内のサービスであり、介護保険制度や介護報酬の見直し等は、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。
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⑤ 借入金への依存によるリスク

　当社は不動産賃貸物件及び不動産開発(主にマンション)用土地の取得資金等は主に金融機関からの借入金に依存し

ております。

　不動産開発事業についてはリードタイムが長いため、一時的な現象ではありますが、金利の上昇、金融機関の融資

方針の変更等は、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 法的規制によるリスク

　当社は不動産開発及び賃貸事業を行うにあたり、宅地建物取引業法・建築基準法・国土利用計画法・都市計画法・

借地借家法等の様々な法律により法的規制を受けております。またシニア事業におきましても、介護福祉法・老人福

祉法により規制を受けております。

 今後、上記の諸法規等の内容が変更された場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 株価変動によるリスク

 ⅰ.市場性のある株式保有

　当社は市場性のある株式を保有しており、株価が大幅に下落した場合にはその他有価証券評価差額金の減少、評

価損の計上、売却時の損失発生など当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

ⅱ.退職給付会計 

　当社は厚生年金制度と適格退職年金制度を採用しておりますが、年金資産に相当量の市場性のある株式が含まれ

ており、かつ退職給付会計で簡便法を採用しているため、株価が大幅に下落した場合には年金資産の減少が生じ、

その結果退職給付費用の計上額が増加する恐れがあり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。

⑧ 地価の変動によるリスク

　当社は土地を所有しており、地価が大幅に下落した場合は、減損会計適用に伴う損失が発生する恐れがあり、当社

の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑨ 災害等によるリスク

　当社はショッピングセンター・商業ビル等の不動産賃貸物件、及びマンション等の不動産開発物件のほか、事業所・

工場等の設備を持ち営業活動を行っておりますが、大規模な地震・風水害等の自然災害や火災等が発生した場合は、

物件の毀損等営業活動に大きな支障が生じるなど、当社の経営成績及び財政状態に影響を及す可能性があります。

－ 6 －



４．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
当中間会計期間末

（平成18年11月30日）
前事業年度要約貸借対照表
（平成18年５月31日）

区分
注記
番号

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   3,757,549   1,513,095  

２　受取手形   310,401   208,584  

３　売掛金   621,519   61,539  

４　製品   487,175   515,368  

５　原材料   185   292  

６　仕掛品   223,178   198,570  

７　不動産事業支出金   －   11,776,284  

８　開発用不動産   6,691,670   －  

９　仕掛用不動産  ※２  14,480,992   －  

10　貯蔵品   11,586   10,325  

11　前渡金   1,987,385   455,746  

12　前払費用   834,409   59,294  

13　繰延税金資産   89,261   48,606  

14　未収消費税等   －   6,665  

15　その他   1,056,211   194,726  

貸倒引当金   △1,500   △300  

流動資産合計   30,550,027 72.5  15,048,801 49.2

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産 ※1,2       

(1）建物   3,896,995   5,590,855  

(2）機械装置   71,219   74,675  

(3）土地   5,066,423   7,271,096  

(4）その他   234,855   248,264  

有形固定資産合計   9,269,494 22.0  13,184,891 43.1

２　無形固定資産   11,177 0.0  11,887 0.0

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※２  1,661,081   2,077,800  

(2）関係会社株式   45,000   45,000  

(3）前払年金費用   187,644   47,922  

(4）その他   456,709   180,599  

貸倒引当金   △15,000   △15,000  

投資その他の資産合計   2,335,434 5.5  2,336,322 7.7

固定資産合計   11,616,106 27.5  15,533,101 50.8

資産合計   42,166,133 100.0  30,581,902 100.0
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当中間会計期間末

（平成18年11月30日）
前事業年度要約貸借対照表
（平成18年５月31日）

区分
注記
番号

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   1,105,716   173,863  

２　買掛金   1,407,304   2,553,358  

３　短期借入金 ※２  5,493,360   7,105,000  

４　賞与引当金   94,937   34,984  

５　未払法人税等   327,289   20,519  

６　預り金   1,692,062   85,550  

７　その他 ※３  1,080,377   273,053  

流動負債合計   11,201,047 26.6  10,246,328 33.5

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金 ※２  18,020,960   6,726,000  

２　繰延税金負債   176,198   557,703  

３　長期預り金 ※２  4,804,558   4,914,607  

４　その他   62,984   3,755  

固定負債合計   23,064,702 54.7  12,202,066 39.9

負債合計   34,265,749 81.3  22,448,395 73.4

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１  資本金   3,361,765 8.0  3,361,765 11.0

２  資本剰余金        

(1）資本準備金   2,532,806   2,532,806  

(2）その他資本剰余金   121   0  

資本剰余金合計   2,532,927 6.0  2,532,807 8.3

３  利益剰余金        

(1）利益準備金   312,700   312,700  

(2）その他利益剰余金        

圧縮記帳積立金  60,862   62,049   

別途積立金  593,018   593,018   

繰越利益剰余金  358,132 1,012,012  390,934 1,046,002  

利益剰余金合計   1,324,712 3.1  1,358,702 4.4

４  自己株式   △6,036 △0.0  △5,259 △0.0

株主資本合計   7,213,369 17.1  7,248,015 23.7

Ⅱ　評価・換算差額等        

１  その他有価証券評価差額金   687,014   885,491  

評価・換算差額等合計   687,014 1.6  885,491 2.9

純資産合計   7,900,383 18.7  8,133,507 26.6

負債純資産合計   42,166,133 100.0  30,581,902 100.0
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(2）中間損益計算書

  
当中間会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度要約損益計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,422,413 100.0  1,081,102 100.0

Ⅱ　売上原価   1,565,566 64.6  667,951 61.8

売上総利益   856,847 35.4  413,150 38.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費   594,773 24.6  300,121 27.7

営業利益   262,073 10.8  113,029 10.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  14,379 0.6  115,579 10.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  109,301 4.5  64,780 6.0

経常利益   167,151 6.9  163,828 15.2

Ⅵ　特別利益 ※３  620,728 25.6  290,761 26.9

Ⅶ　特別損失 ※４  743,683 30.7  253,565 23.5

税引前中間（当期）純利益   44,195 1.8  201,024 18.6

法人税、住民税及び事業税  ※６  314,670 13.0  12,616 1.1

法人税等調整額 ※６  △290,724 △12.0  72,412 6.6

中間（当期）純利益   20,249 0.8  115,995 10.7
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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６月１日　至　平成18年11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

その他
資本剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

圧縮記帳積
立金

別途積立金
繰越利益剰

余金

平成18年５月31日残高（千円） 3,361,765 2,532,806 0 312,700 62,049 593,018 390,934 △5,259 7,248,015

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当       △54,239  △54,239

圧縮記帳積立金取崩し     △1,187  1,187  －

中間純利益       20,249  20,249

自己株式の取得        △1,013 △1,013

自己株式の売却   120     235 356

その他有価証券の売却による増
減 

        －

純資産の部に直接計上されたそ
の他有価証券評価差額金の増
減 

        －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 120 － △1,187 － △32,802 △777 △34,646

平成18年11月30日残高（千円） 3,361,765 2,532,806 121 312,700 60,862 593,018 358,132 △6,036 7,213,369

 

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５月31日残高（千円） 885,491 8,133,507

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当  △54,239

圧縮記帳積立金取崩し  －

中間純利益  20,249

自己株式の取得  △1,013

自己株式の売却  356

その他有価証券の売却による増
減 

△137,765 △137,765

純資産の部に直接計上されたそ
の他有価証券評価差額金の増
減 

△60,712 △60,712

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△198,477 △233,123

平成18年11月30日残高（千円） 687,014 7,900,383
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前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年５月31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

その他
資本剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

圧縮記帳積
立金

別途積立金
繰越利益剰

余金

平成17年12月31日残高（千円） 2,357,919 1,536,652 0 312,700 64,954 593,018 365,136 △4,022 5,226,359

事業年度中の変動額          

新株の発行 1,003,845 996,154       2,000,000

剰余金の配当       △93,102  △93,102

圧縮記帳積立金取崩し     △2,904  2,904  －

当期純利益       115,995  115,995

自己株式の取得        △1,236 △1,236

その他有価証券の売却による増
減

        －

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

        －

事業年度中の変動額合計（千円） 1,003,845 996,154 － － △2,904 － 25,798 △1,236 2,021,656

平成18年５月31日残高（千円） 3,361,765 2,532,806 0 312,700 62,049 593,018 390,934 △5,259 7,248,015

 

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17年12月31日残高（千円） 1,123,116 6,349,475

事業年度中の変動額   

新株の発行  2,000,000

剰余金の配当  △93,102

圧縮記帳積立金取崩し  －

当期純利益  115,995

自己株式の取得  △1,236

その他有価証券の売却による
増減

△173,115 △173,115

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

△64,509 △64,509

事業年度中の変動額合計（千円） △237,624 1,784,031

平成18年５月31日残高（千円） 885,491 8,133,507
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
当中間会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度の要約キャッシュ・フ
ロー計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

１　税引前中間（当期）純利益  44,195 201,024

２　減価償却費  177,307 129,746

３　無形固定資産償却費  785 468

４　長期前払費用償却  － 7,471

５　貸倒引当金の増加額（△減少額）  1,200 △300

６　賞与引当金の増加額  59,952 34,984

７　前払年金費用の増加額  △139,722 △8,708

８　役員退職慰労引当金の減少額  － △75,400

９　受取利息及び受取配当金  △11,376 △2,014

10　支払利息  55,094 26,643

11　投資有価証券売却益  △230,459 △290,461

12　有形固定資産売却益  △390,269 －

13　臨時償却費  660,304 －

14　減損損失  － 174,760

15　売上債権の減少額（△増加額）  △661,796 221,987

16　たな卸資産の増加額  △9,393,946 △11,880,473

17　仕入債務の増加額（△減少額）  △214,200 2,483,110

18　その他流動資産の増加額  △2,842,044 △596,065

19　その他流動負債の増加額  2,370,023 160,489

20　未払消費税等の増加額（△減少額）  57,049 △21,478

21　未収消費税等の減少額（△増加額）  6,665 △6,665

22　その他  △318,596 8,390

小計  △10,769,833 △9,432,492

23　利息及び配当金の受取額  9,338 2,010

24　利息の支払額  △54,499 △28,625

25　法人税等の支払額  △12,511 △6,511

営業活動によるキャッシュ・フロー  △10,827,506 △9,465,618
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当中間会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度の要約キャッシュ・フ
ロー計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

１　投資有価証券の取得による支出  － △1,500

２　投資有価証券の売却等による収入  342,137 302,231

３　関係会社株式の取得による支出  － △5,000

４　出資金の取得による支出  － △1,010

５　貸付による支出  △350,000 －

６　貸付金の回収による収入  5,000 －

７　有形固定資産の取得による支出  △1,000,945 △88,344

８　有形固定資産の売却による収入  4,469,000 －

９　無形固定資産の取得による支出  △75 △3,129

10　その他投資の取得による支出  △22,275 △47,658

11　その他投資の売却による収入  334 2,668

投資活動によるキャッシュ・フロー  3,443,175 158,257

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

１　短期借入金の純増加額（△減少額）  △2,705,000 3,645,000

２　長期借入金の調達による収入  14,605,000 5,726,000

３　長期借入金の返済による支出  △2,216,680 △640,000

４　新株予約権付社債の発行による収入  － 1,989,825

５　自己株式取得による支出  △1,013 △1,236

６　自己株式売却による収入  356 －

７　配当金の支払額  △53,877 △92,662

財務活動によるキャッシュ・フロー  9,628,785 10,626,926

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  2,244,454 1,319,565

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,513,095 193,529

Ⅶ　現金及び現金同等物の　　　　　　　
中間期末（期末）残高

 3,757,549 1,513,095
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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

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）たな卸資産

製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品

　 …移動平均法による原価法

開発用不動産、仕掛用不動産  

　…個別法による原価法 

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）たな卸資産

製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品

　…移動平均法による原価法

不動産事業支出金  

　…個別法による原価法 

(2）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

(2）有価証券

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

…決算期末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）

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

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。但し、不動産部門の賃

貸物件については定額法を採用しております。なお、

主な耐用年数は次のとおりであります。

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　　　　　　 同左

建物 ３～39年

構築物 ４～50年

機械装置 ２～15年

車両及び運搬具 ４年

工具器具備品 ３～20年

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内に

おける見込利用可能期間(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

 

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

売上債権及び貸付金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検

討し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に備えるため、当中間

会計期間に負担すべき支給見込額を計上しておりま

す。

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左 

 

 

 

 

(2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に備えるため、当事業

年度に負担すべき支給見込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、当中間会計期間末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。ただし、当中間会計期間末に

おいては、年金資産が退職給付債務を超えているた

め、投資その他の資産「前払年金費用」として計上

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、当期末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。ただし、当事業年度末においては、年金

資産が退職給付債務を超えているため、投資その他

の資産「前払年金費用」として計上しております。
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当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

４　支払利息の原価算入

土地の購入金額が３億円以上で、かつ、開発期間が１

年を超える不動産開発事業に係る支払利息は、開発期

間中のものに限り、取得原価に算入しております。な

お、当中間会計期間において取得原価に算入した支払

利息は147,210千円であります。

４　支払利息の原価算入

土地の購入金額が３億円以上で、かつ、開発期間が１

年を超える不動産開発事業に係る支払利息は、開発期

間中のものに限り、取得原価に算入しております。な

お、当事業年度において取得原価に算入した支払利息

は19,783千円であります。

(追加情報)

当事業年度より、不動産開発事業に進出したことに

伴い、当該処理を採用することとしております。

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

６　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

長期借入金のうち、金利スワップを付しているもの

については、特例処理の要件を満たしておりますの

で特例処理を採用しております。

６　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ ……長期借入金の利息

同左

(3）ヘッジ方針

当社の内部規程である「市場リスク管理規程」及び

「リスク別管理要領」に基づき、金利変動リスクを

軽減することを目的に行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一

であり、継続して金利の変動による影響を相殺また

は一定の範囲に限定する効果が見込まれるため、

ヘッジの有効性の判定は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７　中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなっております。

７　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現

金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっております。

８　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

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

８　その他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

同左
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（会計処理方法の変更）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

 ＿＿＿＿＿＿  （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。この結果、

売上原価が2,357千円減少し、販売費及び一般管理費が

2,659千円減少し、営業利益及び経常利益は5,016千円増加、

特別損失が174,760千円増加し、税引前当期純利益が

169,743千円減少しております。

  なお、減損損失累計額については、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）

　当事業年度より「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。

　なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は8,133,507

千円であります。

 （表示方法の変更）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

＿＿＿＿＿＿

 

 

 

(損益計算書)

１　前事業年度まで特別利益の「その他」に含めて表示

しておりました「投資有価証券売却益」は、特別利

益の総額の100分の10を越えたため区分掲記すること

としました。なお、前事業年度における「投資有価

証券売却益」の金額は222千円であります。

２  前事業年度まで区分掲記しておりました「たな卸資

産処分損」（当期末残高11,269千円）は、特別損失

の総額の100分の10以下であるため「その他」に含め

て表示することとしました。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間末
（平成18年11月30日）

前事業年度末
（平成18年５月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　

　　

 5,063,592千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　       　　　

 4,597,478千円　

※２　担保提供資産 ※２　担保提供資産

仕掛用不動産 12,688,292千円

建物 3,181,866千円

土地 1,051,256千円

合計 16,921,416千円

不動産事業支出金 8,534,186千円

建物 4,297,390千円

土地 3,645,391千円

その他（構築物） 223,181千円

投資有価証券 541,410千円

合計 17,241,560千円

上記の担保資産を供した債務 上記の担保資産を供した債務

短期借入金 1,760,000千円

長期借入金

（一年内の返済分含む）
17,681,000千円

長期預り金 2,686,600千円

合計 22,127,600千円

短期借入金 3,850,000千円

長期借入金

（一年内の返済分含む）
7,192,666千円

長期預り金 2,686,600千円

合計 13,729,266千円

※３　その他（流動負債）

仮払消費税等と仮受消費税等を相殺した金額が含まれ

ております。

※３　その他（流動負債）

＿＿＿＿＿＿

（中間損益計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

※１　営業外収益の主要項目

受取配当金 8,685千円 

受取利息 2,690千円 

※１　営業外収益の主要項目

受取手数料 110,000千円 

受取配当金 1,614千円 

※２　営業外費用の主要項目

支払利息 55,094千円

金融手数料 29,709千円

手数料 9,032千円

※２　営業外費用の主要項目

支払利息 26,643千円

※３　特別利益の主要項目

固定資産売却益 390,269千円

投資有価証券売却益 230,459千円

※３　特別利益の主要項目

投資有価証券売却益 290,461千円

※４　特別損失の主要項目

臨時償却費 660,304千円

※４　特別損失の主要項目

減損損失 174,760千円

棚卸資産評価損 61,425千円

　５　減価償却実施額

有形固定資産

（臨時償却費含む） 

837,611千円

無形固定資産 785千円

　５　減価償却実施額

有形固定資産 129,746千円

無形固定資産 468千円

※６　当中間会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額

は、当期において予定している剰余金の処分による圧

縮記帳積立金の取崩しを前提として当中間会計期間に

係る金額を計算しております。

※６　　　　　　　＿＿＿＿＿＿
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（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６月１日　至　平成18年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに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）

発行済株式     

普通株式 27,144,001 － － 27,144,001

合計 27,144,001 － － 27,144,001

自己株式     

普通株式　（注）1、2 24,470 2,948 1,055 26,363

合計 24,470 2,948 1,055 26,363

（注）1　普通株式の自己株式の株式数の増加2,948株は、単元未満株式の買取による増加であります。

　　　2　普通株式の自己株式の株式数の減少1,055株は、単元未満株式の売却による減少であります。

２．配当に関する事項

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年８月23日

定時株主総会
普通株式 54,239  2.00 平成18年５月31日 平成18年８月24日
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前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに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）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 23,297,848  3,846,153  －  27,144,001

合計  23,297,848  3,846,153  －  27,144,001

自己株式     

普通株式　（注）  22,209  2,261  － 24,470

合計 22,209 2,261 － 24,470

 （注）　普通株式の自己株式の株式数の増加2,261株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月29日

定時株主総会
普通株式  93,102 4.00 平成17年12月31日 平成18年３月30日

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が事業年度末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年８月23日

取締役会
普通株式  54,239 利益剰余金  2.00 平成18年５月31日 平成18年８月24日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（平成18年11月30日） （平成18年５月31日）

現金及び預金勘定 3,757,549千円

現金及び現金同等物 3,757,549千円

現金及び預金勘定 1,513,095千円

現金及び現金同等物 1,513,095千円

（リース取引）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５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

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）

減損損
失累計
額相当
額

（千円） 

中間期
末残高
相当額
（千円）

その他
（車両及び運搬具）

3,096 2,417 474 204

合計 3,096 2,417 474 204

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

減損損
失累計
額相当
額

（千円） 

期末残
高相当
額
（千円）

その他
（車両及び運搬具）

3,096 2,295 474 326

その他
（工具器具備品）

10,356 10,118 205 31

無形固定資産
（ソフトウェア）

41,424 40,474 823 126

合計 54,876 52,888 1,503 484

なお、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。

なお、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及びリース資産減損勘定中間

期末残高

  　　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及びリース資産減損勘定期末残高

  　　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 430千円

１年超 －千円

合計 430千円

   　リース資産減損勘定中間期末残高　225千円

１年以内 674千円

１年超 172千円

合計 846千円

  　　リース資産減損勘定期末残高　361千円

なお、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。

なお、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、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額 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

及び減損損失

支払リース料 416千円

リース資産減損勘定の取崩額 136千円

減価償却費相当額 280千円

支払リース料 2,570千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,141千円

減価償却費相当額 1,428千円

減損損失 1,503千円

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
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（有価証券）

当中間会計期間末（平成18年11月30日現在）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

①　株式 488,292 1,641,605 1,153,313

②　その他 7,040 9,537 2,497

合計 495,332 1,651,143 1,155,811

　（注）　時価のあるその他有価証券について、次の判断基準に基づき減損処理を行うこととしております。

(1）個々の銘柄について時価の下落率が50％を超える場合は、時価が著しく下落していると判断し、回復可

能性がない場合は減損処理を行うこととしております。

(2）個々の銘柄について時価の下落率が30％以上50％以下の場合は、次の三要件のいずれかに該当する銘柄

を時価が著しく下落していると判断し、回復可能性がない場合は減損処理を行うこととしております。

①　当該銘柄について、過去２年間に渡り下落率が30％以上50％以下の状態になっている場合。

②　当該銘柄の発行会社が債務超過の場合。

③　当該銘柄の発行会社が２期連続で損失を計上し、翌期も損失の計上が予想される場合。

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額

 中間貸借対照表計上額（千円）

(1）子会社株式 30,000

(2）関連会社株式 15,000

(3）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 9,937
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前事業年度末（平成18年５月31日現在）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

①　株式 575,098 2,058,753 1,483,654

②　その他 7,040 9,109 2,068

計 582,138 2,067,862 1,485,723

　（注）　時価のあるその他有価証券について、次の判断基準に基づき減損処理を行うこととしております。

(1）個々の銘柄について時価の下落率が50％を超える場合は、時価が著しく下落していると判断し、回復可

能性がない場合は減損処理を行うこととしております。

(2）個々の銘柄について時価の下落率が30％以上50％以下の場合は、次の三要件のいずれかに該当する銘柄

を時価が著しく下落していると判断し、回復可能性がない場合は減損処理を行うこととしております。

①　当該銘柄について、過去２年間に渡り下落率が30％以上50％以下の状態になっている場合。

②　当該銘柄の発行会社が債務超過の場合。

③　当該銘柄に発行会社が２期連続で損失を計上し、翌期も損失の計上が予想される場合。

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

 貸借対照表計上額（千円）

(1）子会社株式 30,000

(2）関連会社株式 15,000

(3）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 9,937
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（デリバティブ取引）

１　取引の状況に関する事項

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

「金融商品に係る会計基準」により、借入金利安定のため

利用されているデリバティブ取引（金利スワップ取引）に

ついては、ヘッジ会計を行っております。

その取引の内容及び利用目的等については「中間財務諸表

作成の基本となる重要な事項６ヘッジ会計の方法」に記載

しております。

同左

２　取引の時価等に関する事項

当中間会計期間末
（平成18年11月30日）

前事業年度末
（平成18年５月31日）

「金融商品に係る会計基準」により、借入金利安定のため

利用されているデリバティブ取引（金利スワップ取引）に

ついては、ヘッジ会計を適用しているため、注記の対象か

ら除いております。

同左

（ストック・オプション等）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

　平成18年８月23日の株主総会において決議しております

が、平成19年３月16日開催予定の取締役会決議で付与する

こととなっておりますので、該当事項はありません。 

＿＿＿＿＿＿ 

（持分法損益等）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

関連会社の損益等からみて重要性が乏しいため、持分法損

益等の注記を省略しております。

同左
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（１株当たり情報）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり純資産額 291円34銭

１株当たり中間純利益金額 75銭

１株当たり純資産額 299円91銭

１株当たり当期純利益金額 4円82銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
4円66銭

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。

 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定基礎は以下のとおりであります。

 
当中間会計期間

(自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額   

中間（当期）純利益（千円） 20,249 115,995

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式にかかる中間（当期）純利益金額（千円） 20,249 115,995

普通株式の期中平均株式数（千株） 27,118 24,043

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額

（千円） 
－ －

中間（当期）純利益調整額（千円）  － －

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に用いられた普通株式増加数の主要な内訳（千

株）

　無担保転換社債型新株予約権付社債  

－ 815

普通株式増加数（千株） － 815
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（重要な後発事象）

 

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

 

  ＿＿＿＿＿＿

１ 当社の平成18年８月23日開催の定時株主総会決議に基づ

き、当社の取締役及び監査役に対して、会社法第236条、

第238条及び第239条の規定ならびに会社法第361条及び

第387条の規定に基づく新株予約権の付与を行います。

　①　付与対象者の区分及び人数

 　　取締役７名、監査役３名

　②　新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

　③　株式の数

取締役135,000株、監査役35,000株を上限とする。

　④　新株予約権の行使時の払込金額

各新株予約権の行使に際して支出される財産の価額は、

新株予約権の行使により交付を受けることができる株

式１株あたりの払込金額（以下「行使価額」という。）

に付与株式数を乗じた金額とする。

　⑤　新株予約権の行使期間

新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した日より

３年以内とする。

　⑥　新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の

承認を要する。

２　当社の平成18年８月23日開催の定時株主総会決議に基

づき、当社の従業員（執行役員等を含む。以下同じ。）

ならびに当社の子会社の取締役、監査役及び従業員に

対して、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に

基づく新株予約権の付与を行います。

　①　付与対象者の区分及び人数

当社の従業員ならびに当社子会社の取締役、監査役及

び従業員

　②　新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

　③　株式の数

530,000株を上限とする。

　④　新株予約権の行使時の払込金額

各新株予約権の行使に際して支出される財産の価額は、

新株予約権の行使により交付を受けることができる株

式１株あたりの払込金額（以下「行使価額」という。）

に付与株式数を乗じた金額とする。

　⑤　新株予約権の行使期間

新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した日より

３年以内とする。

　⑥　新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の

承認を要する。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当中間会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門 生産高（千円）

繊維部門 775,455

　（注）１．金額は、販売価格によっております。

２．当社製品は、すべて外注加工による委託生産を行っております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注実績

　当中間会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門
受注高 受注残高

金額（千円） 金額（千円）

繊維部門 629,082 311,020

　（注）１．一部見込み生産を行っておりますが、見込受注の判別困難なため全部受注として表示しました。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門 販売高（千円）

繊維部門 835,831

不動産賃貸部門 814,743

シニア事業部門 3,500

不動産開発部門 768,337

合計 2,422,413

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合。

相手先

当中間会計期間
 

販売高（千円） 割合（％） 

（株）マイカル 454,923 18.8

６．その他
　特記事項はありません。
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