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１．平成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 （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11月中間期 18,958 (1.2) 465 (20.1) 481 (19.5)

17年11月中間期 18,735 (△3.7) 387 (△10.3) 403 (△0.9)

18年５月期 37,859 844 793

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11月中間期 265 (△17.7) 29 86

17年11月中間期 322 (29.7) 36 16

18年５月期 306 34 44

（注）①期中平均株式数 18年11月中間期 8,876,963株17年11月中間期 8,912,119株 18年５月期 8,912,066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11月中間期 34,493 10,280 29.8 1,181 43

17年11月中間期 36,073 10,981 30.4 1,232 25

18年５月期 32,609 10,572 32.4 1,186 28

（注）①期末発行済株式数 18年11月中間期 8,702,046株17年11月中間期 8,912,086株 18年５月期 8,911,966株

②期末自己株式数 18年11月中間期 224,850株17年11月中間期 14,810株 18年５月期   14,930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 3,800  800  400  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　45円97銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年５月期 － － － 12.50 － 12.50

18年５月期（実績） － － － 12.50 － 12.50

19年５月期（予想） － － － 12.50 － 12.50

※　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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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５．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）

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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 434,832 350,899 362,021

２．受取手形  346,206 266,890 700,424

３．売掛金 ※２ 4,503,145 4,574,108 3,380,296

４．営業貸付金 ※3,4 1,412,876 1,320,854 1,380,060

５．たな卸資産 ※1,7 9,754,049 9,620,421 8,666,044

６．その他 ※５ 1,726,146 1,798,002 1,545,807

７．貸倒引当金 △201,452 △211,966 △208,875

流動資産合計 17,975,805 49.8 17,719,209 51.4 15,825,779 48.5

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※６

(1)建物 ※１ 3,541,884 3,428,699 3,357,608

(2)賃貸用資産 ※1,7 2,805,480 2,680,779
2,662,748

 

(3)土地 ※１ 4,324,124 4,300,492 4,143,284

(4)その他 220,306 200,891 201,581

有形固定資産合計 10,891,795 30.2 10,610,862 30.8 10,365,223 31.8

２．無形固定資産 126,633 0.4 116,350 0.3 127,004 0.4

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 ※１ 5,117,797 4,143,634 4,489,986

(2)関係会社長期貸付
金

1,650,458 1,522,624 1,366,764

(3)その他 ※１ 808,379 793,850 860,819

(4)貸倒引当金 △496,947 △413,279 △425,679

投資その他の資産
合計

7,079,687 19.6 6,046,830 17.5 6,291,890 19.3

固定資産合計 18,098,117 50.2 16,774,043 48.6 16,784,118 51.5

資産合計 36,073,922 100.0 34,493,253 100.0 32,609,897 100.0
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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）

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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形  4,109,550 4,475,870 3,396,400

２．買掛金 3,244,550 3,522,845 2,347,654

３．短期借入金 ※１ 10,118,680 10,486,540 9,788,290

４．未払法人税等 484,648 268,474 180,000

５．完成工事補償引当
金

12,383 14,037 11,685

６．利息返還損失引当
金

－ 11,597 －

７．割賦売上繰延利益 66,018 76,871 75,206

８．その他 ※５ 898,093 615,091 682,213

流動負債合計 18,933,925 52.5 19,471,328 56.4 16,481,450 50.5

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 4,948,750 3,733,190 4,364,510

２．退職給付引当金 170,797 168,630 201,957

３．長期預り保証金 750,768 736,865 744,484

４．その他 287,753 102,350 245,452

固定負債合計 6,158,068 17.1 4,741,037 13.7 5,556,404 17.0

負債合計 25,091,994 69.5 24,212,366 70.2 22,037,855 67.6

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,775,640 4.9 － － － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,867,443 － －

資本剰余金合計 1,867,443 5.2 － － － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 195,320 － －

２．任意積立金 5,325,500 － －

３．中間（当期）未処
分利益

470,330 － －

利益剰余金合計 5,991,150 16.6 － － － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

1,373,902 3.8 － － － －

Ⅴ　自己株式 △26,208 △0.1 － － － －

資本合計 10,981,927 30.4 － － － －

負債・資本合計 36,073,922 100.0 － － － －
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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）

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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  1,775,640 5.1  1,775,640 5.4

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  －   1,867,443   1,867,443   

資本剰余金合計   － －  1,867,443 5.4  1,867,443 5.7

３　利益剰余金           

(1）利益準備金  －   195,320   195,320   

(2）その他利益剰余
金

          

60周年記念行事
積立金

 －   10,000   5,000   

別途積立金  －   5,520,500   5,320,500   

繰越利益剰余金  －   403,638   454,976   

利益剰余金合計   － －  6,129,458 17.8  5,975,796 18.3

４　自己株式   － －  △269,861 △0.8  △26,354 △0.1

株主資本合計   － －  9,502,680 27.5  9,592,524 29.4

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評
価差額金

  － －  778,207 2.3  979,517 3.0

評価・換算差額等合
計

  － －  778,207 2.3  979,517 3.0

純資産合計   － －  10,280,887 29.8  10,572,042 32.4

負債純資産合計   － －  34,493,253 100.0  32,609,897 100.0
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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）

前事業年度要約損益計算書
（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 18,735,214 100.0 18,958,537 100.0 37,859,377 100.0

Ⅱ　売上原価 15,560,968 83.1 15,681,868 82.7 31,310,946 82.7

売上総利益 3,174,245 16.9 3,276,669 17.3 6,548,430 17.3

割賦売上繰延利益
戻入

61,109 75,206 61,109

割賦売上繰延利益
繰入

66,018 76,871 75,206

差引売上総利益 3,169,336 16.9 3,275,004 17.3 6,534,334 17.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

2,781,991 14.8 2,809,820 14.8 5,689,920 15.0

営業利益 387,344 2.1 465,184 2.5 844,414 2.2

Ⅳ　営業外収益 ※２ 221,584 1.2 175,202 0.9 323,079 0.9

Ⅴ　営業外費用 ※３ 205,778 1.1 158,589 0.8 374,304 1.0

経常利益 403,151 2.2 481,796 2.5 793,189 2.1

Ⅵ　特別利益 ※４ 584,854 3.1 20,266 0.1 1,216,431 3.2

Ⅶ　特別損失 ※5,6 368,399 2.0 23,370 0.1 1,396,869 3.7

税引前中間（当
期）純利益

619,606 3.3 478,692 2.5 612,750 1.6

法人税、住民税及
び事業税

490,455 236,963 347,078

法人税等調整額 △193,106 297,349 1.6 △23,333 213,630 1.1 △41,231 305,847 0.8

中間（当期）純利
益

322,257 1.7 265,061 1.4 306,903 0.8

前期繰越利益 148,072 － 148,072

中間（当期）未処
分利益

470,330 － 454,976
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(3）中間株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成17年６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
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

60周年記
念行事積
立金

別途積立
金

繰越利益
剰余金 

平成17年５月31日　残高
（千円）

1,775,640 1,867,443 1,867,443 195,320 － 5,120,500 464,476 5,780,296 △25,891 9,397,489

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円）       △111,403 △111,403  △111,403

60周年記念行事積立金
（千円）

    5,000  △5,000 －  －

別途積立金（千円）      200,000 △200,000 －  －

当期純利益（千円）       306,903 306,903  306,903

自己株式の取得（千円）        － △463 △463

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）（千円）

       －  －

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － 5,000 200,000 △9,500 195,499 △463 195,035

平成18年５月31日　残高
（千円）

1,775,640 1,867,443 1,867,443 195,320 5,000 5,320,500 454,976 5,975,796 △26,354 9,592,524

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17年５月31日　残高
（千円）

923,169 923,169 10,320,658

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円）   △111,403

60周年記念行事積立金（千円）   －

別途積立金（千円）   －

当期純利益（千円）   306,903

自己株式の取得（千円）   △463

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額)（千円）

56,347 56,347 56,347

事業年度中の変動額合計
（千円）

56,347 56,347 251,383

平成18年５月31日　残高
（千円）

979,517 979,517 10,572,042
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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）

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

60周年記

念行事積

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）

1,775,640 1,867,443 1,867,443 195,320 5,000 5,320,500 454,976 5,975,796 △26,354 9,592,524

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）       △111,399 △111,399  △111,399

60周年記念行事積立金
（千円）

    5,000  △5,000 －  －

別途積立金（千円）      200,000 △200,000 －  －

中間純利益（千円）       265,061 265,061  265,061

自己株式の取得（千円）        － △243,506 △243,506

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）（千
円）

       －  －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － 5,000 200,000 △51,337 153,662 △243,506 △89,844

平成18年11月30日　残高
（千円）

1,775,640 1,867,443 1,867,443 195,320 10,000 5,520,500 403,638 6,129,458 △269,861 9,502,680

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５月31日　残高
（千円）

979,517 979,517 10,572,042

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）   △111,399

60周年記念行事積立金（千円）   －

別途積立金（千円）   －

中間純利益（千円）   265,061

自己株式の取得（千円）   △243,506

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）　
（千円）

△201,310 △201,310 △201,310

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△201,310 △201,310 △291,154

平成18年11月30日　残高
（千円）

778,207 778,207 10,280,887
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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

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)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

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1)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して

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し

ております。）

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し

ております。）

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)デリバティブ

時価法

(2)デリバティブ

同左

(2)デリバティブ

同左

(3)たな卸資産

木材事業の商品

……移動平均法による原価法

(3)たな卸資産

木材事業の商品

同左

(3)たな卸資産

木材事業の商品

同左

流通事業の商品

……個別法又は売価還元法に

よる原価法

流通事業の商品

同左

流通事業の商品

同左

販売用不動産

……個別法による原価法

販売用不動産

同左

販売用不動産

同左

未成工事支出金

……個別法による原価法

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

(1)有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は下記のと

おりであります。

建物　　　　　３年～50年

賃貸用資産　　４年～50年

(1)有形固定資産

同左

(1)有形固定資産

同左

－ 8 －



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

　金銭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

　完成工事に係る瑕疵担保の費用

に備えるため、過去２年間の完成

工事に係る補修費の実績を基礎に

して将来の補修見込額を加味して

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

同左

(3)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。

　なお、会計基準変更時差異につ

いては、15年による按分額を費用

処理しております。

　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

残存勤務期間以内の一定の年数

（12年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしてお

ります。

(3)退職給付引当金

同左

(3)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

計上しております。

　なお、会計基準変更時差異につ

いては15年による按分額を費用処

理しております。

　数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（12年）による定

額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処理す

ることとしております。

（4）　　  ────── (4)利息返還損失引当金 

　債務者等から利息制限法の上限

金利を超過して支払った利息の返

還請求があるが和解に至っていな

いもの及び過去の返還実績を踏ま

え、かつ最近の返還状況を考慮し、

返還見込額を合理的に見積もり、

計上しております。 

（4）　　  ──────

　（追加情報）

　日本公認会計士協会より「消費

者金融会社等の利息返還請求によ

る損失に係る引当金の計上に関す

る監査上の取扱い」（日本公認会

計士協会　平成18年10月13日　

業種別委員会報告37号）が公表さ

れ、その重要性が増したことによ

り、当中間会計期間より利息返還

損失引当金を流動負債に計上して

おります。

　これに伴い、当中間会計期間の

利息返還損失引当金繰入額11,597

千円は特別損失に計上しておりま

す。この結果、従来の方法を採用

した場合と比べ、税金前中間純利

益は11,597千円減少しております。
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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）

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 (イ)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おりま

すので、特例処理を採用してお

ります。

(イ)ヘッジ会計の方法

同左

(イ)ヘッジ会計の方法

同左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

　　　 ヘッジ対象…借入金の利息

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

　　　 ヘッジ対象…同左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…同左

　ヘッジ対象…同左

(ハ)ヘッジ方針

　当社は、借入金の金利変動リ

スクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っており、ヘッ

ジ対象の識別は個別契約毎に

行っております。

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

　リスク管理方針に従って、以

下の条件を満たす金利スワップ

を締結しております。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

①　金利スワップの想定元本と

長期借入金の元本金額が一致

している。

①　同左 ①　同左

②　金利スワップと長期借入金

の契約期間及び満期がほぼ一

致している。

②　同左 ②　同左

③　長期借入金の変動金利のイ

ンデックスと金利スワップで

受払いされる変動金利のイン

デックスが、TIBOR＋一定利

率で一致している。

③　同左 ③　同左

④　長期借入金と金利スワップ

の金利改定条件が一致してい

る。

④　同左 ④　同左

⑤　金利スワップの受払い条件

がスワップ期間を通して一定

である。

　従って、金利スワップの特

例処理の要件を満たしている

ので決算期における有効性の

評価を省略しております。

⑤　同左 ⑤　同左
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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

(1)住宅事業に係る支払利息の処理

方法

　住宅事業における不動産開発事

業について、開発の所要資金を特

定の借入金によって調達している

長期大型のプロジェクトは、開発

の着手から完了までの正常な開発

期間の支払利息を原価算入するこ

ととしております。

　当中間会計期間の原価算入額は

ありせん。なお、当中間会計期間

末のたな卸資産残高に含まれてい

る支払利息は81,211千円でありま

す。

(1)住宅事業に係る支払利息の処理

方法

　住宅事業における不動産開発事

業について、開発の所要資金を特

定の借入金によって調達している

長期大型のプロジェクトは、開発

の着手から完了までの正常な開発

期間の支払利息を原価算入するこ

ととしております。

　当中間会計期間の原価算入額は

ありせん。なお、当中間会計期間

末のたな卸資産残高に含まれてい

る支払利息は79,343千円でありま

す。

(1)住宅事業に係る支払利息の処理

方法

　住宅事業における不動産開発事

業について、開発の所要資金を特

定の借入金によって調達している

長期大型のプロジェクトは、開発

の着手から完了までの正常な開発

期間の支払利息を原価算入するこ

ととしております。

　当期中の原価算入額はありま

せん。なお、当期末のたな卸資

産残高に含まれている支払利息

は80,020千円であります。

(2)収益の計上基準

　商品及び製品の売上収益は、出

荷基準により計上しておりますが、

流通事業部の割賦販売による販売

利益の実現については割賦基準

（履行期日到来基準）により計上

しております。

(2)収益の計上基準

同左

(2)収益の計上基準

同左

(3)消費税等の会計処理について

　税抜方式によっております。

(3)消費税等の会計処理について

同左

(3)消費税等の会計処理について

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」（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。これにより営業

利益及び経常利益はそれぞれ675千円

増加し、税引前中間純利益は302,865

千円減少しております。

　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。これにより営業

利益及び経常利益はそれぞれ104千円

増加し、税引前当期純利益は303,437

千円減少しております。

　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。

　なお、従来の資本の部の合計に相当

する金額は10,280,887千円であります。

（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10,572,042千円であります。
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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　このうち ※１　このうち ※１　このうち

たな卸資産    2,791,583千円

建物    2,156,128千円

賃貸用資産      968,427千円

土地    3,224,301千円

投資有価証券    3,437,258千円

その他（長期保険積

立金）
       2,812千円

計   12,580,511千円

たな卸資産 2,727,293千円

建物 2,228,094千円

賃貸用資産   923,887千円

土地 3,427,906千円

投資有価証券 2,662,800千円

計  11,969,981千円

販売用不動産 2,759,422千円

建物 2,282,243千円

賃貸用資産 940,606千円

土地 3,224,301千円

投資有価証券 2,976,810千円

計 12,183,383千円

を次の担保に供しております。 を次の担保に供しております。 を次の担保に供しております。

短期借入金    8,500,320千円

長期借入金    5,150,030千円

計   13,650,350千円

短期借入金 8,321,540千円

長期借入金 3,373,190千円

計 11,694,730千円

短期借入金 8,228,290千円

長期借入金 3,894,510千円

計 12,122,800千円

　なお、取引先である三協木材㈱の銀行

借入金37,381千円を担保するため、土地

262,294千円を物上保証に供しております。

　なお、取引先である三協木材㈱の銀行

借入金25,782千円を担保するため、土地

262,294千円を物上保証に供しております。

　なお、取引先である三協木材㈱の銀行

借入金26,370千円を担保するため、土地

262,294千円を物上保証に供しております。

※２　このうち流通事業における割賦売掛金

残高は772,513千円であり、顧客との契

約による未経過割賦利息を含んでおりま

す。

※２　このうち流通事業における割賦売掛金

残高は761,848千円であり、顧客との契約

による未経過割賦利息を含んでおります。

※２　このうち流通事業における割賦売掛金

残高は748,864千円であり、顧客との契約

による未経過割賦利息を含んでおります。

※３　営業貸付金は、流通事業における消費

者ローン（自社ローン）の貸付残高であ

ります。このうちには顧客との契約によ

る未経過利息部分は含まれておりません。

　なお、当中間会計期間末の未経過利息

は401,256千円であります。

※３　営業貸付金は、流通事業における消費

者ローン（自社ローン）の貸付残高であ

ります。このうちには顧客との契約によ

る未経過利息部分は含まれておりません。

　なお、当中間会計期間末の未経過利息

は311,532千円であります。

※３　営業貸付金は、流通事業における消費

者ローン（自社ローン）の貸付残高であ

ります。このうちには顧客との契約によ

る未経過利息部分は含まれておりません。

　なお、期末日現在の未経過利息は

457,892千円であります。

※４　営業貸付金の消費者ローン（自社ロー

ン）における貸付金は、契約上規定され

た条件について違反がない限り一定の限

度まで貸し付けることを約する契約によ

るものであり、これらの契約に係る貸付

未実行残高は、次のとおりであります。

※４　営業貸付金の消費者ローン（自社ロー

ン）における貸付金は、契約上規定され

た条件について違反がない限り一定の限

度まで貸し付けることを約する契約によ

るものであり、これらの契約に係る貸付

未実行残高は、次のとおりであります。

※４　営業貸付金の消費者ローン（自社ロー

ン）における貸付金は、契約上規定され

た条件について違反がない限り一定の限

度まで貸し付けることを約する契約によ

るものであり、これらの契約に係る貸付

未実行残高は、次のとおりであります。

貸付限度額    3,158,500千円

当中間末貸付残高    1,412,876千円

貸付未実行残高(差

引額)
   1,745,623千円

貸付限度額  3,251,600千円

当中間末貸付残高  1,320,854千円

貸付未実行残高(差

引額)
 1,930,745千円

貸付限度額 3,105,100千円

当期末貸付残高 1,380,060千円

貸付未実行残高（差

引額）
1,725,039千円

※５　当中間会計期間における仕入等に係る

消費税等及び売上等に係る消費税等は、

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　当中間会計期間における仕入等に係る

消費税等及び売上等に係る消費税等は、

相殺のうえ流動資産の「その他」に含め

て表示しております。

※５　　　　　─────

※６　有形固定資産の減価償却累計額

         6,521,166千円

※６　有形固定資産の減価償却累計額

     6,828,547千円

※６　有形固定資産の減価償却累計額

6,622,243千円
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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）

前事業年度末
（平成18年５月31日）

※７　　　　 ────── ※７　　　　 ────── ※７　前事業年度において「賃貸用資産」に

含まれておりました43,685千円は、当事

業年度より所有目的を変更したため「販

売用不動産」に振り替えております。

○　保証債務等

　下記のとおり金融機関からの借入金に対

して連帯保証をしております。

○　保証債務等

　下記のとおり金融機関からの借入金に対

して連帯保証をしております。

○　保証債務等

　下記のとおり金融機関からの借入金に対

し連帯保証等をしております。

㈱トポス・ファイナン

ス
710,000千円

北見ベニヤ㈱     19,200千円

小笠原不動㈱及び㈱函

館新聞社
162,000千円

小笠原不動㈱ 1,997,000千円

㈱テーオースイミング

スクール
438,200千円

計 3,326,400千円

小笠原不動㈱及び㈱函

館新聞社
138,000千円

小笠原不動㈱ 1,983,000千円

㈱テーオースイミング

スクール
408,800千円

計 2,529,800千円

小笠原不動㈱及び㈱函

館新聞社
150,000千円

小笠原不動㈱ 1,977,000千円

㈱テーオースイミング

スクール
426,520千円

計 2,553,520千円

○　受取手形割引 2,402,933千円 ○　受取手形割引 2,493,272千円 ○　受取手形割引高 2,528,661千円

－ 14 －



（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　当社の業務は、木材事業（卸売業）、

流通事業（小売業）及び住宅事業（建築

業）を主体としているため、流通事業の

割賦販売に係る割賦利息及び消費者ロー

ン（自社ローン）の利息収入に対応する

金融費用の区分認識は行っておりません。

　１　　　　　　　同左 　１　　　　　　　同左

※２　営業外収益のうち ※２　営業外収益のうち ※２　営業外収益のうち

受取利息 39,456千円

オプション評価益 46,469千円

受取利息 15,229千円

オプション評価益 22,582千円

受取利息 57,175千円

を計上しております。 を計上しております。 を計上しております。

※３　営業外費用のうち ※３　営業外費用のうち ※３　営業外費用のうち

支払利息 182,677千円 支払利息 132,027千円 支払利息 330,177千円

を計上しております。 を計上しております。 を計上しております。

※４　特別利益のうち ※４　特別利益のうち ※４　特別利益のうち

投資有価証券売却益 578,082千円 固定資産売却益 20,266千円 固定資産売却益 84,184千円

投資有価証券売却益 994,175千円

貸倒引当金戻入益 138,070千円

を計上しております。 を計上しております。 を計上しております。

※５　特別損失のうち ※５　特別損失のうち ※５　特別損失のうち

たな卸資産評価損 64,857千円

減損損失 303,541千円

投資有価証券売却損 9,278千円

投資有価証券評価損 1,035千円

利息返還損失引当金

繰入

11,597千円

たな卸資産評価損     95,958千円

たな卸資産除却損 548,336千円

貸倒引当金繰入 391,346千円

減損損失 303,541千円

を計上しております。 を計上しております。 を計上しております。

 ※６　減損損失

　中間会計期間において、当社グループは以

下の資産グループについて減損損失を計上し

ております。　

場所 用途 種類

 秋田県由利本荘市他 遊休資産 建物

 北海道札幌市 遊休資産 土地

  当社グループは、原則として店舗ごとに資

産のグルーピングを行っております。また、

遊休資産は物件ごとにグルーピングを行って

おります。

  遊休資産については、建物、土地の時価の

下落が著しい物件を対象として、回収可能価

額が帳簿価額を下回るものについては帳簿価

額まで減額し、当該減少を減損損失（303,541

千円）として特別損失に計上しております。

  その内訳は、建物11,906千円、土地291,635

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ます。正味売

却価額は、固定資産税評価額又はそれに準じ

る方法により算定しております。 

※６　　　──────  ※６　減損損失

　当事業年度において、当社グループは以下

の資産グループについて減損損失を計上して

おります。

場所 用途 種類

 秋田県由利本荘市他 遊休資産 建物

 北海道札幌市 遊休資産 土地

　当社グループは、原則として店舗ごとに資

産のグルーピングを行っております。また、

遊休資産は物件ごとにグルーピングを行って

おります。

　遊休資産については、建物、土地の時価の

下落が著しい物件を対象として、回収可能価

額が帳簿価額を下回るものについては帳簿価

額まで減損し、当該減少を減損損失（303,541

千円）として特別損失に計上しております。

　その内訳は、建物11,906千円、土地291,635

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ます。正味売

却価額は、固定資産税評価額又はそれに準じ

る方法により算定しております。

　７　減価償却実施額 　７　減価償却実施額 　７　減価償却実施額

有形固定資産 224,495千円

無形固定資産   1,830千円

有形固定資産 211,845千円

無形固定資産 7,014千円 

有形固定資産 447,747千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年６月１日　至　平成18年５月31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）

普通株式 14,590 340 － 14,930

合計 14,590 340 － 14,930

 （注）普通株式の自己株式の増加340株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

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）

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 14,930 209,920 － 224,850

合計 14,930 209,920 － 224,850

 （注）普通株式の自己株式の増加のうち209,900株は子会社からの取得、20株は単元未満の買取りによる増加であります。
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①　リース取引

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

累計額相当額及び期末残高相当額

建物
（千円）

その他の有形固定資
産

合計
（千円）車輌及び

運搬具
（千円）

工具器具
及び備品
（千円）

取得価
額相当
額

58,600 191,125 768,834 1,018,559

減価償
却累計
額相当
額

45,903 87,029 453,802 586,735

中間期
末残高
相当額

12,696 104,095 315,031 431,824

建物
（千円）

その他の有形固定資
産

合計
（千円）車輌及び

運搬具
（千円）

工具器具
及び備品
（千円）

取得価
額相当
額

58,600 172,161 732,975 963,736

減価償
却累計
額相当
額

57,623 76,477 416,846 550,947

中間期
末残高
相当額

976 95,683 316,128 412,789

建物
（千円）

その他の有形固定資
産

合計
（千円）車輌及び

運搬具
（千円）

工具器具
及び備品
（千円）

取得価
額相当
額

58,600 172,926 777,862 1,009,388

減価償
却累計
額相当
額

51,763 72,236 473,408 597,408

期末残
高相当
額

6,836 100,689 304,453 411,980

　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。

同左 　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

一年以内 165,457千円

一年超 266,366千円

合計 431,824千円

一年以内 150,127千円

一年超        262,661千円

合計        412,789千円

一年以内 153,746千円

一年超 258,233千円

合計 411,980千円

　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の有形

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出して

おります。

同左 　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の有形固定資産の

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減損損失

③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 98,560千円

減価償却費相当額 98,560千円

支払リース料       89,297千円

減価償却費相当額       89,297千円

支払リース料 193,869千円

減価償却費相当額 193,869千円

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）

  リース資産に分配された減損損失はあ

ません。

同左 同左
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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）

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株当たり純資産額   1,232円25銭     　1,181円43銭 1,186円28銭

１株当たり中間（当期）純

利益
  36円16銭     29円86銭 34円44銭

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額

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。

同左 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。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益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） 322,257 265,061 306,903

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）
322,257 265,061 306,903

期中平均株式数（株） 8,912,119 8,876,963 8,912,066
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（重要な後発事象）

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）

────── 　当社は、平成19年１月15日開催の取

締役会において、連結子会社である株

式会社レンタルテーオーの解散を決議

いたしました。また、当該子会社にお

きましても同日、取締役会において臨

時株主総会を開催し、解散議案を付議

することを決議しております。

──────

 1.解散の理由

 　 　当社グループでは、収益力の向上

を目指す事業戦略の中で、経営資源

の成長市場への再配分と事業構造の

再構築に積極的に取り組んでおりま

すが、このような状況において、同

社の建設機械レンタル事業では公共

事業の減少や市場価格の低下の影響

によりこの先も事業採算の好転は困

難との判断に至り同社を解散するこ

とにいたしました。

　2.当該子会社の概要

 　(1）名称　　　　株式会社レンタル

テーオー

 　(2）代表者氏名　小笠原　潔

 　(3）資本金　　　30百万円

 　(4）事業内容　　土木建築工事用重

機等のレンタル事

業

  3.日程

 　 平成19年１月30日　

 　 　当該子会社の株主総会にて解散決

議（予定）

 　 平成19年４月１日

 　　 当該子会社の清算結了（予定）

  4.損益に与える影響

 　　 当該子会社解散による、業績に

与える影響はありません。
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