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１．平成19年５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 （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 ％

19年５月中間期 17,369 ( 24.6 ) 1,059  ( 116.2 ) 789  ( 212.4 )
18年５月中間期 13,938 (  1.0 ) 489 (   5.9 ) 252 (   7.2 )

18年５月期 31,612 1,322 905

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

19年５月中間期 437 ( 212.3 ) 7,680 77
18年５月中間期 140 (  17.0 ) 2,496 79

18年５月期 477 8,511 31

（注）①期中平均株式数 19年５月中間期  56,947株 18年５月中間期 56,100株 18年５月期 56,100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

19年５月中間期 29,308 4,426 15.1 72,453 73
18年５月中間期 16,336 2,606 16.0 46,469 23

18年５月期 21,642 2,917 13.5 52,009 44

（注）①期末発行済株式数 19年５月中間期 61,100株 18年５月中間期 56,100株 18年５月期 56,100株

②期末自己株式数 19年５月中間期 －株 18年５月中間期 －株 18年５月期 －株

２．平成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 37,612  1,800  1,014  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　17,189円37銭

 ※　なお、当社は、平成18年10月31日付で公募増資を実施しており、その影響を加味して、期中平均株式数により、1株

当たり予想当期純利益（通期）を算出しております。 

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5月期 400.00 700.00 1,100.00

19年5月期（実績） 2,000.00 －
4,000.00

19年5月期（予想） － 2,000.00

※　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11月30日）
当中間会計期間末

（平成18年11月30日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

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   853,658   313,885  △539,773  761,344  

２．売掛金   6,887   10,468  3,581  7,661  

３．たな卸資産 ※１  14,146,769   22,698,656  8,551,886  15,648,019  

４．前渡金   205,098   504,394  299,295  361,121  

５．繰延税金資産   41,679   84,325  42,645  111,912  

６．その他   98,507   258,115  159,607  124,816  

　貸倒引当金   △694   △1,772  △1,078  △658  

流動資産合計   15,351,907 94.0  23,868,072 81.4 8,516,165  17,014,218 78.6

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物 ※１ 340,880   1,545,825    1,154,825   

減価償却累
計額

 38,765 302,115  75,132 1,470,693  1,168,577 51,518 1,103,307  

(2）土地 ※１  372,495   3,020,413  2,647,918  2,591,241  

(3）その他  61,039   70,059    64,128   

減価償却累
計額

 43,118 17,921  50,181 19,877  1,956 48,275 15,852  

有形固定資産
合計

  692,531 4.2  4,510,984 15.4 3,818,452  3,710,401 17.1

２．無形固定資産   4,835 0.0  471,021 1.6 466,186  471,954 2.2

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

  －   150,960  150,960  152,070  

(2）関係会社株
式

  28,136   28,136  －  28,136  

(3）繰延税金資
産

  35,810   47,901  12,090  42,328  

(4）その他   226,213   237,799  11,586  226,887  

　貸倒引当金   △2,916   △5,919  △3,003  △3,980  

投資その他の
資産合計

  287,243 1.8  458,877 1.6 171,634  445,441 2.1

固定資産合計   984,610 6.0  5,440,884 18.6 4,456,273  4,627,797 21.4

資産合計   16,336,517 100.0  29,308,956 100.0 12,972,439  21,642,015 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年11月30日）
当中間会計期間末

（平成18年11月30日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   584,482   761,097  176,614  678,932  

２．短期借入金 ※１  8,239,800   11,736,100  3,496,300  9,129,400  

３．一年内返済予
定長期借入金

※１  1,009,967   1,728,032  718,065  1,040,645  

４．一年内償還予
定社債

  290,000   250,000  △40,000  235,000  

５．未払法人税等   105,751   342,502  236,750  402,428  

６．前受金   120,600   86,000  △34,600  116,480  

７．その他 ※３  207,966   338,981  131,014  391,951  

流動負債合計   10,558,569 64.6  15,242,713 52.0 4,684,144  11,994,838 55.4

Ⅱ　固定負債            

１．社債   260,000   1,010,000  750,000  180,000  

２．長期借入金 ※１  2,730,993   8,111,479  5,380,485  6,163,594  

３．役員退職慰労
引当金

  76,793   99,663  22,870  88,416  

４．その他   103,236   418,176  314,940  297,438  

固定負債合計   3,171,024 19.4  9,639,320 32.9 6,468,296  6,729,448 31.1

負債合計   13,729,593 84.0  24,882,033 84.9 11,152,440  18,724,286 86.5

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   535,650 3.3  － － △535,650  － －

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  644,498   －    －   

資本剰余金合計   644,498 4.0  － － △644,498  － －

Ⅲ　利益剰余金            

１．中間未処分利
益

 1,426,775   －    －   

利益剰余金合計   1,426,775 8.7  － － △1,426,775  － －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  －   －  －  － －

資本合計   2,606,924 16.0  － － △2,606,924  － －

負債・資本合計   16,336,517 100.0  － － △16,336,517  － －

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   －   1,091,512  1,091,512  535,650  

２．資本剰余金   －   1,200,361  1,200,361  644,498  

３．利益剰余金   －   2,139,877  2,139,877  1,741,750  

株主資本合計   － －  4,431,750 15.1 4,431,750  2,921,898 13.5

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  －   △4,827  △4,827  △4,169  

評価・換算差額
等合計

  － －  △4,827 △0.0 △4,827  △4,169 △0.0

純資産合計   － －  4,426,923 15.1 4,426,923  2,917,729 13.5

負債純資産合計   － －  29,308,956 100.0 29,308,956  21,642,015 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

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）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年６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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   13,938,799 100.0  17,369,217 100.0 3,430,418  31,612,448 100.0

Ⅱ　売上原価   12,286,256 88.1  14,718,738 84.7 2,432,481  27,665,722 87.5

売上総利益   1,652,542 11.9  2,650,479 15.3 997,936  3,946,726 12.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  1,162,734 8.4  1,591,281 9.2 428,546  2,623,826 8.3

営業利益   489,808 3.5  1,059,198 6.1 569,390  1,322,899 4.2

Ⅳ　営業外収益   11,465 0.1  18,095 0.1 6,629  23,518 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  248,397 1.8  287,428 1.7 39,030  440,449 1.4

経常利益   252,876 1.8  789,865 4.5 536,989  905,968 2.9

Ⅵ　特別利益   5,298 0.0  2,636 0.0 △2,662  10,694 0.0

Ⅶ　特別損失   458 0.0  239 0.0 △219  1,359 0.0

税引前中間（当
期）純利益

  257,716 1.8  792,262 4.5 534,546  915,303 2.9

法人税、住民税
及び事業税

 103,587   332,399    497,650   

法人税等調整額  14,059 117,646 0.8 22,466 354,865 2.0 237,219 △59,831 437,818 1.4

中間（当期）純
利益

  140,070 1.0  437,396 2.5 297,326  477,484 1.5

前期繰越利益   1,286,705         

中間未処分利益   1,426,775         
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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  評価・換算差額等

 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

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5月31日残高

　　　　　　　　  　（千円）
535,650 644,498 1,741,750 2,921,898 △4,169 △4,169 2,917,729

中間会計期間中の変動額

新株の発行 555,862 555,862  1,111,725   1,111,725

剰余金の配当   △39,270 △39,270   △39,270

中間純利益   437,396 437,396   437,396

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
    △658 △658 △658

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　（千円）
555,862 555,862 398,126 1,509,851 △658 △658 1,509,193

平成18年11月30日残高

                    （千円）
1,091,512 1,200,361 2,139,877 4,431,750 △4,827 △4,827 4,426,923

 

前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成１７年６月１日　至平成１８年５月３１日）　　　　　　　　　　　　　

　

株主資本  評価・換算差額等

 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成17年5月31日残高

　　　　　　　　  　（千円）
535,650 644,498 1,309,145 2,489,294 △24 △24 2,489,269

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △44,880 △44,880   △44,880

当期純利益   477,484 477,484   477,484

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
    △4,144 △4,144 △4,144

事業年度中の変動額合計

　　　　　　　　　　（千円）
－ － 432,604 432,604 △4,144 △4,144 428,459

平成18年5月31日残高

                    （千円）
535,650 644,498 1,741,750 2,921,898 △4,169 △4,169 2,917,729
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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６月１日
至　平成17年11月30日）

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17年６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）子会社株式

　移動平均法による原価法

(1）子会社株式

同左

(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る原価法に

より算定）を採用しております。

(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る原価法

により算定）を採用しておりま

す。

(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（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法による原価法によ

り算定）を採用しております。

 時価のないもの

　移動平均法による原価法を採

用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (3）デリバティブ

　時価法

(3）デリバティブ

同左

(3）デリバティブ

同左

 (4）たな卸資産

１．販売用不動産

　個別法による原価法

(4）たな卸資産

１．販売用不動産

同左

(4）たな卸資産

１．販売用不動産

同左

 ２．仕掛販売用不動産

　個別法による原価法

２．仕掛販売用不動産

同左

２．仕掛販売用不動産

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。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。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　　　　　　３年～60年

車両運搬具　　　２年～６年

工具器具備品　　３年～20年

(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）長期前払費用

　均等償却によっております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

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17年６月１日
至　平成18年５月31日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　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）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。

(2）役員退職慰労引当金

同左

(2）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、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

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．ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしている場合は、

特例処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

①　ヘッジ会計の方法

同左

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ヘッジ対象：借入金

 ③　ヘッジ方針

　当社の社内規定に基づき、個別

案件ごとにヘッジ対象を明確にし、

当該ヘッジ対象の金利変動リスク

をヘッジすることを目的として実

施することとしております。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしているため、

ヘッジ有効性の判定を省略してお

ります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

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17年６月１日
至　平成18年５月31日）

６．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の会計処理

は税抜方式によっております。

　ただし、控除対象外消費税等のう

ち固定資産に係る部分は、投資その

他の資産の「その他」に計上し(５

年償却)、それ以外は全額発生事業

年度の期間費用として処理しており

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６月１日
至　平成17年11月30日）

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17年６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」（平成14年8月9日

　企業会計審議会）及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（平成15年10月31

日　企業会計基準委員会　企業会計基準適用

指針第６号）を適用しております。これによ

る損益への影響はありません。

 

 　当中間会計期間より次の会計基準を適用し

ております。

(1)　役員賞与に関する会計基準

「役員賞与に関する会計基準」（平成17

年11月29日　企業会計基準委員会　企業

会計基準第4号）

(2)　貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準

「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（平成17年12月9日　企業

会計基準委員会　企業会計基準第5号）

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」（平成17

年12月9日　企業会計基準委員会　企業

会計基準適用指針第8号）

 なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は4,426,923千円であり、中

間財務諸表規則の改正により、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、改正後の中間財務

諸表規則により作成しております。

(3)　株主資本等変動計算書に関する会計基準

「株主資本等変動計算書に関する会計基

準」（平成17年12月27日　企業会計基準

委員会　企業会計基準第6号）及び「株

主資本等変動計算書に関する会計基準の

適用指針」（平成17年12月27日　企業会

計基準委員会　企業会計基準適用指針第

9号）

(4)　1株当たり当期純利益に関する会計基準

「1株当たり当期純利益に関する会計基

準」（平成18年1月31日　企業会計基準

委員会　改正企業会計基準第2号）、

「1株当たり当期純利益に関する会計基

準の適用指針」（平成18年1月31日　企

業会計基準委員会　改正企業会計基準適

用指針第4号）及び「1株当たり当期純利

益に関する実務上の取扱い」（平成18年

1月31日　企業会計基準委員会　改正実

務対応報告第9号）

 　　なお、上記の会計基準の適用による損益

に与える影響はありません。

 　当事業年度より次の会計基準を適用してお

ります。

(1)　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」（平成14年8月9日　企

業会計審議会）及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（平成15年10

月31日　企業会計基準委員会　企業会計

基準適用指針第6号）

(2)　役員賞与に関する会計基準

「役員賞与に関する会計基準」（平成17

年11月29日　企業会計基準委員会　企業

会計基準第4号）

(3)　貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準

「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（平成17年12月9日　企業

会計基準委員会　企業会計基準第5号）

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」（平成17

年12月9日　企業会計基準委員会　企業

会計基準適用指針第8号）

 なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は2,917,729千円であり、財

務諸表規則の改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の「純資産の部」につ

いては、改正後の財務諸表規則により作

成しております。

(4)　株主資本等変動計算書に関する会計基準

「株主資本等変動計算書に関する会計基

準」（平成17年12月27日　企業会計基準

委員会　企業会計基準第6号）及び「株

主資本等変動計算書に関する会計基準の

適用指針」（平成17年12月27日　企業会

計基準委員会　企業会計基準適用指針第

9号）

(5)　1株当たり当期純利益に関する会計基準

「1株当たり当期純利益に関する会計基

準」（平成18年1月31日　企業会計基準

委員会　改正企業会計基準第2号）、

「1株当たり当期純利益に関する会計基

準の適用指針」（平成18年1月31日　企

業会計基準委員会　改正企業会計基準適

用指針第4号）及び「1株当たり当期純利

益に関する実務上の取扱い」（平成18年

1月31日　企業会計基準委員会　改正実

務対応報告第9号）

 　　なお、上記の会計基準の適用による損益

に与える影響はありません。
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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11月30日）

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．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）担保に提供している資産は次のとおり

であります。

(1）担保に提供している資産は次のとおり

であります。

(1）担保に提供している資産は次のとおり

であります。

販売用不動産 3,496,882千円

仕掛販売用不動産 43,283千円

建物 249,717千円

土地 366,036千円

計 4,155,919千円

販売用不動産 8,517,157千円

仕掛販売用不動産 3,368,362千円

建物 812,980千円

土地 3,015,773千円

計 15,714,274千円

販売用不動産 5,621,690千円

仕掛販売用不動産 1,706,713千円

建物 1,054,652千円

土地 2,584,782千円

計 10,967,839千円

(2）担保付債務は次のとおりであります。 (2）担保付債務は次のとおりであります。 (2）担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 1,558,600千円

一年内返済予定長期

借入金
576,634千円

長期借入金 1,187,327千円

計 3,322,561千円

短期借入金 6,051,700千円

一年内返済予定長期

借入金
1,200,379千円

長期借入金 6,736,906千円

計 13,988,985千円

短期借入金 4,893,100千円

一年内返済予定長期

借入金
566,512千円

長期借入金 4,686,194千円

計 10,145,806千円

　２．偶発債務

　偶発債務として、次の関係会社の金融

機関からの借入に対し債務保証を行って

おります。

　２．偶発債務

　偶発債務として、次の関係会社の金融

機関からの借入に対し債務保証を行って

おります。

　２．偶発債務

　偶発債務として、次の関係会社の金融

機関からの借入に対し債務保証を行って

おります。

㈱インテリックス空間

設計
640,900千円

㈱インテリックス空間

設計
210,880千円

㈱インテリックス空間

設計
223,300千円

　また、リース会社からのリースに対し

債務保証を行っております。

　また、リース会社からのリースに対し

債務保証を行っております。

　また、リース会社からのリースに対し

債務保証を行っております。

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

㈱インテリックス空間

設計
992千円

㈱インテリックス住宅

販売
1,733千円

㈱インテリックス空間

設計
435千円

㈱インテリックス住宅

販売
563千円

㈱インテリックス空間

設計
717千円

㈱インテリックス住宅

販売
1,079千円

※３.　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、控除対象外消費税相当額を当

中間会計期間の費用として処理し、残額

は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。

※３.　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、控除対象外消費税相当額を当

中間会計期間の費用として処理し、残額

は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。

※３.　消費税等の取扱い

 －

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

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17年６月１日
至　平成18年５月31日）

　１．減価償却実施額 　１．減価償却実施額 　１．減価償却実施額

有形固定資産 11,679千円

無形固定資産 927千円

有形固定資産 28,642千円

無形固定資産    933千円

有形固定資産 30,524千円

無形固定資産 1,908千円

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

支払利息 184,531千円

支払手数料 63,520千円

支払利息 242,394千円

支払手数料 24,941千円

支払利息 362,150千円

支払手数料 76,705千円
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

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17年６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

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（工具
器具備品）

159,300 74,332 84,967

合計 159,300 74,332 84,967

 

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（工具
器具備品）

154,849 49,469 105,379

合計 154,849 49,469 105,379

 

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（工具
器具備品）

159,300 93,914 65,385

合計 159,300 93,914 65,385

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 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 33,213千円

１年超 53,514千円

合計 86,727千円

１年内 36,213千円

１年超 70,884千円

合計 107,098千円

１年内 25,875千円

１年超 41,152千円

合計 67,028千円

３．支払リース料、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、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、減価償却費相当額、支払

利息相当額及び減損損失

支払リース料 19,061千円

減価償却費相当額 17,371千円

支払利息相当額 1,632千円

支払リース料 17,051千円

減価償却費相当額 15,618千円

支払利息相当額 1,505千円

支払リース料 40,497千円

減価償却費相当額 36,953千円

支払利息相当額 3,364千円

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

ゼロ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の総額とし、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）

当中間期において減損損失はありません

（減損損失について）

当中間期において減損損失はありません

（減損損失について）

当期において減損損失はありません

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年11月30日）

　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。

当中間会計期間末（平成18年11月30日）

　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。

前事業年度末（平成18年５月31日）

　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）

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

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17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり純資産額 46,469.23円

１株当たり中間純利

益金額
2,496.79円

１株当たり純資産額 72,453.73円

１株当たり中間純利

益金額
7,680.77円

１株当たり純資産額 52,009.44円

１株当たり当期純利

益金額
8,511.31円

　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株当たり中

間純利益金額については、希薄化効果

を有している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

期純利益金額については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　当社は、平成17年９月15日付で株式

１株につき５株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間会計期間

及び前事業年度における１株当たり情

報については、以下のとおりとなりま

す。

　－ 　当社は、平成17年９月15日付で株式

１株につき５株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産
額

１株当たり純資産
額

31,467.86円 44,372.00円

１株当たり中間純
利益金額

１株当たり当期純
利益金額

2,462.80円 6,167.89円

　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。

 

1株当たり純資産額 44,372.00円

1株当たり当期純利益金額 6,167.89円

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
－円

　（注）　１株当たり中間（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。

 
前中間会計期間

(自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日)

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17年６月１日
至　平成18年５月31日)

中間（当期）純利益（千円） 140,070 437,396 477,484

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

（千円）
140,070 437,396 477,484

期中平均株式数（株） 56,100 56,947 56,100

希薄化効果を有しないため潜在株式調整

後1株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の数

 －

平成17年8月25日定時株主

総会決議ストックオプ

ション（新株予約権）

 普通株式　　1,214株

平成17年8月25日定時株主

総会決議ストックオプ

ション（新株予約権）

 普通株式　　1,233株

－ 41 －


