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平成１９年５月期  個別中間財務諸表の概要 
平成１９年１月１９日 

 
上 場 会 社 名 株式会社ウッドフレンズ 上場取引所  ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号 ８８８６ 本社所在都道府県  愛知県 

(ＵＲＬ http://www.woodfriends.co.jp)  

代 表 者 役職名 代表取締役社長  氏名 前田 和彦 

問合せ先責任者 役職名 管理部次長    氏名 伊藤 嘉浩    ＴＥＬ(052)937－0198 

決算取締役会開催日  平成１９年１月１９日 配当支払開始日 ――― 

単元株制度採用の有無 有(１単元)・ ○無  
 
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                                    (百万円未満切捨) 
 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 
 

18 年 11月中間期 

17年 11月中間期 

百万円   ％

7,458   （   2.1）

7,304   （  45.6）

百万円   ％

286   （   3.5）

276   （  12.6）

百万円   ％

216   （  18.1）

183   （   7.2）

18年５月期 17,306             1,075             893             
 

 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 

 

18 年 11月中間期 

17年 11月中間期 

百万円   ％

44  （△57.8）

106  （  49.8）

円  銭

3,028   57  

28,673   54  

円 銭

――― 

――― 

18年５月期 485            131,131   23  ――― 
(注) 1. 期中平均株式数  18年 11月中間期 14,800 株  17年 11月中間期 3,700 株  18年５月期 3,700 株 

 2. 会計処理の方法の変更  有 ・ ○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、対前期増減率 

 
4. 平成 18 年６月１日をもって１株につき４株の割合で株式分割を実施しております。なお、17 年 11 月中間期及

び18年５月期の１株当たり当期純利益は、株式分割前の株式数により算定しております。 
 
(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 
 

18 年 11月中間期 

17年 11月中間期 

百万円 

13,974      

12,697      

百万円

2,413     

2,087     

％ 

17.3   

16.4   

円  銭

163,068   82  

564,138   07  

18 年５月期 12,538      2,456     19.6   664,025   18  
(注) 1. 期末発行済株式数  18年 11月中間期 14,800 株 17年 11月中間期 3,700 株 18年５月期 3,700 株 

 2. 期末自己株式数   18年 11 月中間期    ―  株 17年 11月中間期   ―  株 18年５月期   ―  株 
 3. 平成 18 年６月１日をもって１株につき４株の割合で株式分割を実施しております。なお、17 年 11 月中間期及

び18年５月期の１株当たり純資産は、株式分割前の株式数により算定しております。 
 
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 

 

通 期 
百万円

20,135     

百万円

975     

百万円

530     
(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）35,810 円 81銭 
(注)  平成 19年５月期の業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不

確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、業況の変化などにより業績予想と大きく異なる可能
性があります。 

 
３．配当状況 

・現金配当 1株当たり配当金(円) 
 中 間 期 末 年 間 

18年５月期 ― 24,000.00 24,000.00

19 年５月期(実績) ― ― 

19年５月期(予想) ― 5,000.00
5,000.00

( 注)  18 年５月期期末配当金の内訳  普通配当 20,000 円 00銭  記念配当 4,000 円 00銭 



６．中間財務諸表等 

中間財務諸表 

(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   983,877 933,130  1,433,243

２ 完成工事未収入金   15,247 6,781  8,542

３ 売掛金   5,996 742  10,429

４ たな卸資産 ※２  9,252,239 10,620,336  9,069,558

５ その他   339,101 247,776  219,775

流動資産合計   10,596,463 83.5 11,808,768 84.5  10,741,550 85.7

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 ※１   

１ 建物 ※２  307,180 352,351  251,478

２ 土地 ※２  1,196,446 876,556  679,448

３ その他 ※２  164,419 40,700  23,535

有形固定資産合計   1,668,046 1,269,608  954,462

(2) 無形固定資産   9,833 41,443  44,798

(3) 投資その他の資産 ※2,3  423,492 854,747  798,006

固定資産合計   2,101,372 16.5 2,165,799 15.5  1,797,267 14.3

資産合計   12,697,835 100.0 13,974,568 100.0  12,538,818 100.0

    

 

― 32 ― 



 

  
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 工事未払金   755,903 970,396  896,929

２ 買掛金   25,719 17,031  8,113

３ １年内償還予定社債   220,000 220,000  220,000

４ 短期借入金 ※２  5,720,450 6,341,750  6,068,200

５ １年内返済予定 
  長期借入金 

※２  130,200 582,606  231,200

６ 未払法人税等   63,508 32,020  372,424

７ 未成工事受入金   146,031 356,177  153,005

８ 役員賞与引当金   ― ―  20,000

９ 完成工事補償引当金   82,620 77,658  79,100

10 その他   165,670 165,728  385,859

流動負債合計   7,310,104 57.6 8,763,367 62.7  8,434,830 67.3

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   230,000 10,000  220,000

２ 長期借入金 ※２  2,751,700 2,403,594  1,078,600

３ その他   318,721 384,187  348,494

固定負債合計   3,300,421 26.0 2,797,781 20.0  1,647,094 13.1

負債合計   10,610,525 83.6 11,561,149 82.7  10,081,925 80.4

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   279,125 2.2 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

  資本準備金   269,495 ―  ―

資本剰余金合計   269,495 2.1 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金   69,781 ―  ―

２ 任意積立金   1,170,000 ―  ―

３ 中間(当期) 
  未処分利益 

  215,814 ―  ―

利益剰余金合計   1,455,595 11.5 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  83,095 0.6 ― ―  ― ―

資本合計   2,087,310 16.4 ― ―  ― ―

負債・資本合計   12,697,835 100.0 ― ―  ― ―
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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   ― 279,125 2.0  279,125 2.2

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金   ― 269,495  269,495

資本剰余金合計   ― 269,495 1.9  269,495 2.2

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金   ― 69,781  69,781

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 1,170,000 1,170,000 

繰越利益剰余金  ― ― 550,930 1,720,930 594,907 1,764,907

利益剰余金合計   ― 1,790,711 12.8  1,834,689 14.6

株主資本合計   ― 2,339,331 16.7  2,383,309 19.0

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 74,086  73,584

評価・換算差額等 
合計 

  ― 74,086 0.5  73,584 0.6

純資産合計   ― 2,413,418 17.3  2,456,893 19.6

負債・純資産合計   ― ― 13,974,568 100.0  12,538,818 100.0
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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   7,304,364 100.0 7,458,516 100.0  17,306,229 100.0

Ⅱ 売上原価   6,360,236 87.1 6,412,510 86.0  14,696,494 84.9

売上総利益   944,128 12.9 1,046,005 14.0  2,609,735 15.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   667,545 9.1 759,721 10.2  1,534,247 8.9

営業利益   276,582 3.8 286,284 3.8  1,075,488 6.2

Ⅳ 営業外収益 ※１  15,411 0.2 26,867 0.4  30,297 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  108,480 1.5 96,390 1.3  212,474 1.2

経常利益   183,514 2.5 216,761 2.9  893,311 5.2

Ⅵ 特別利益   ― ― ― ―  33,000 0.2

Ⅶ 特別損失 ※３  ― ― 138,039 1.9  42,970 0.3

税引前中間(当期) 
純利益 

  183,514 2.5 78,722 1.1  883,340 5.1

法人税、住民税 
及び事業税 

 61,534 29,491 427,527 

法人税等調整額  15,888 77,422 1.0 4,408 33,899 0.5 △29,371 398,155 2.3

中間(当期)純利益   106,092 1.5 44,822 0.6  485,185 2.8

前期繰越利益   109,722  

中間(当期)未処分 
利益 

  215,814  
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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 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 
資本剰余金合計 

平成18年５月31日残高(千円) 279,125 269,495 269,495

中間会計期間中の変動額 

 新株の発行 ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― ―

平成18年11月30日残高(千円) 279,125 269,495 269,495

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

株主資本合計

平成18年５月31日残高(千円) 69,781 1,170,000 594,907 1,834,689 2,383,309

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― △88,800 △88,800 △88,800

 中間純利益 ― ― 44,822 44,822 44,822

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― △43,977 △43,977 △43,977

平成18年11月30日残高(千円) 69,781 1,170,000 550,930 1,790,711 2,339,331

 
評価・換算差額等 

 
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) 73,584 73,584

中間会計期間中の変動額 

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額) 

502 502

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

502 502

平成18年11月30日残高(千円) 74,086 74,086
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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 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 
資本剰余金合計 

平成17年５月31日残高(千円) 279,125 269,495 269,495

事業年度中の変動額 

 新株の発行 ― ― ―

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― ―

平成18年５月31日残高(千円) 279,125 269,495 269,495

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

株主資本合計

平成17年５月31日残高(千円) 69,781 1,050,000 306,822 1,426,603 1,975,223

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― △66,600 △66,600 △66,600

 役員賞与の支給 ― ― △10,500 △10,500 △10,500

 当期純利益 ― ― 485,185 485,185 485,185

 別途積立金の積立 ― 120,000 △120,000 ― ―

事業年度中の変動額合計(千円) ― 120,000 288,085 408,085 408,085

平成18年５月31日残高(千円) 69,781 1,170,000 594,907 1,834,689 2,383,309

 
評価・換算差額等 

 
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) 38,782 38,782

事業年度中の変動額 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

34,801 34,801

事業年度中の変動額合計(千円) 34,801 34,801

平成18年５月31日残高(千円) 73,584 73,584
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中間財務諸表作成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 有価証券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 

 (2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間期末日の市場価格等に

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) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

 (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) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

 (1) 子会社株式 

同左 

 (2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

    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 

   時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価

方法 

 (1) 販売用土地・販売用建物・未

成工事支出金 

   個別法による原価法 

 (2) 商品・材料 

   月次移動平均法による原価法 

２ たな卸資産の評価基準及び評価

方法 

 (1) 販売用土地・販売用建物・未

成工事支出金 

同左 

 (2) 商品・材料 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価

方法 

 (1) 販売用土地・販売用建物・未

成工事支出金 

同左 

 (2) 商品・材料 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法により償却しておりま

す。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(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、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。 

３ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

   ソフトウェア(自社利用)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) 長期前払費用 

   均等償却をしております。 

 (3) 長期前払費用 

同左 

 (3) 長期前払費用 

同左 
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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 引当金の計上基準 

 (1) 完成工事補償引当金 

   引渡済建物の瑕疵担保責任に

基づく補償費の支出に備える

ため、過去２年間の実績を基

礎に、将来の補償を加味した

金額を計上しております。 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 完成工事補償引当金 

同左 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 完成工事補償引当金 

同左 

 (2) 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算定した

回収不能見込額を、また貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては回収可能性に応じた個別

必要見積額を計上する方法に

よっております。 

 (2) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 貸倒引当金 

同左 

――― ―――  (3) 役員賞与引当金 

   役員に対する賞与の支給に充

てるため、支給見込額に基づ

き当期に見合う分を計上して

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 

５ リース取引の処理方法 

同左 

６ 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 

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しており

ます。 

  なお、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」に計上しておりま

す。 

  また、控除対象外消費税等につ

いては、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

６ 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 

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しており

ます。 

  なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動資産

の「その他」に計上しておりま

す。 

  また、控除対象外消費税等につい

ては、販売費及び一般管理費に

計上しております。 

６ 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 

  税抜方式によっており、控除対

象外消費税等については、販売

費及び一般管理費に計上してお

ります。 
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会計処理の変更 

 

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) 

 当中間会計期間から「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」

(企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針

第６号)を適用しております。 

 これに伴う損益に与える影響はあ

りません。 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度から「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

会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――― ――― (役員賞与に関する会計基準) 

 当事業年度から「役員賞与に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準

第４号)を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が、20,000

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

関する会計基準等) 

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 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」(企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用

指針第８号)を適用しております。

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は2,456,893千円

であります。 

 財務諸表等規則の改正により、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 有形固定資産の減価償却累計

額 

202,652千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

163,297千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

149,068千円

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務 

 (1) 担保に供している資産 

勘定科目 金額(千円) 

たな卸資産 7,657,124 

建物 221,081 

土地 1,196,446 

有形固定資産 
「その他」 
(建設仮勘定) 

154,828 

投資その他の資産 
(関係会社株式) 

7,000 

合計 9,236,481 

  

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務 

 (1) 担保に供している資産 

勘定科目 金額(千円)

たな卸資産 8,539,649

建物 211,813

土地 619,627

有形固定資産 
「その他」 
(建設仮勘定) 

32,574

投資その他の資産 
(関係会社株式) 

7,000

合計 9,410,665

  

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務 

 (1) 担保に供している資産 

勘定科目 金額(千円)

たな卸資産 7,164,788

建物 215,887

土地 679,448

有形固定資産 
「その他」 
(建設仮勘定) 

9,491

投資その他の資産 
(関係会社株式) 

7,000

合計 8,076,616

  
 (2) 対応する債務 

勘定科目 金額(千円) 

短期借入金 5,240,450 

１年内返済予定 
長期借入金 

30,000 

長期借入金 1,975,500 

合計 7,245,950 

  

 (2) 対応する債務 

勘定科目 金額(千円)

短期借入金 5,811,650

１年内返済予定 
長期借入金 

445,000

長期借入金 1,847,200

合計 8,103,850

  

 (2) 対応する債務 

勘定科目 金額(千円)

短期借入金 5,968,200

１年内返済予定 
長期借入金 

131,000

長期借入金 612,500

合計 6,711,700

  
※３ 貸倒引当金直接控除額 

投資その他の資産 67,000千円 
 

※３ 貸倒引当金直接控除額 

投資その他の資産 172,000千円
 

※３ 貸倒引当金直接控除額 

投資その他の資産 34,000千円
 

 ４ 保証債務 

   子会社の金融機関からの借入

金に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

子会社 金額(千円) 

株式会社 
Design & 
Construction 

295,500 

合計 295,500 

  

 ４ 保証債務 

 (1) 子会社の金融機関からの借入

金に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

子会社 金額(千円)

株式会社 
Design & 
Construction 

338,650

合計 338,650

  

 ４ 保証債務 

   子会社の金融機関からの借入

金に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

子会社 金額(千円)

株式会社 
Design & 
Construction 

257,100

合計 257,100

  
  (2) 子会社の取引先に対して次の

とおり債務保証を行っており

ます。 

子会社 金額(千円)

株式会社 
FOREST NOTE 

4,001

森林公園ゴルフ場 
運営株式会社 

26,557

合計 30,558
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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 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 5,065千円

受取手数料 6,906千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 14,740千円

受取手数料 3,663千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 11,310千円

受取手数料 13,776千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 104,617千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 94,622千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 198,490千円
 

――― ※３ 特別損失のうち主要なもの 

貸倒引当金繰入額 138,000千円
 

※３ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 42,970千円
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 22,475千円

無形固定資産 1,306千円
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 15,614千円

無形固定資産 5,354千円
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 51,255千円

無形固定資産 5,275千円
 

 ５ 過去１年間の売上高 

   当社の売上高は、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。 

   当中間期末にいたる１年間の

売上高は次のとおりでありま

す。 

前事業年度 
の下半期 

7,434,139千円

当中間期 7,304,364千円

合計 14,738,503千円
 

 ５ 過去１年間の売上高 

   当社の売上高は、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。 

   当中間期末にいたる１年間の

売上高は次のとおりでありま

す。 

前事業年度 
の下半期 

10,001,865千円

当中間期 7,458,516千円

合計 17,460,381千円
 

――― 

 
(中間株主資本等変動計算書関係) 

 

当中間会計期間及び前事業年度において該当事項はありません。 

 

(リース取引関係) 

 

半期報告書についてEDINET により開示を行うため記載を省略しております。 

 
(有価証券関係) 

 

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 
564,138円07銭 

１株当たり 

中間純利益 
28,673円54銭 

  

  
１株当たり 

純資産額 
163,068円82銭

１株当たり 

中間純利益 
3,028円57銭

  

  
１株当たり 

純資産額 
644,025円18銭

１株当たり 

当期純利益 
131,131円23銭

  
(注)潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、新株予約権

付社債等潜在株式がないため記

載しておりません。 

(注)潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、新株予約権

付社債等潜在株式がないため記

載しておりません。 

(注)潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、新株予約権

付社債等潜在株式がないため記

載しておりません。 

 当社は、平成18年６月１日をもって

１株につき４株の割合で株式分割を

行っております。 

前期首に当該分割が行われたと仮定

した場合における(１株当たり情報)

の各数値は以下のとおりでありま

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

141,034円52銭 166,006円30銭

１株当たり中間純利
益 

１株当たり当期純利
益 

7,168円39銭 32,782円81銭

(注)潜在株式調整後

１株当たり中間

純利益について

は、新株予約権

付社債等潜在株

式がないため記

載しておりませ

ん。 

(注)潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益について

は、新株予約権

付社債等潜在株

式がないため記

載しておりませ

ん。 

  

 

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 

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)

中間(当期)純利益 (千円) 106,092 44,822 485,185

普通株主に帰属しない金額の内訳 
 利益処分による役員賞与金 

(千円) ― ― ―

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) 106,092 44,822 485,185

普通株式の期中平均株式数 (株) 3,700 14,800 3,700
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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18年１月31日開催の取

締役会において、不動産販売を主た

る事業とする子会社の設立を決議い

たしました。その概要は次のとおり

であります。 

１ 会社名 

  株式会社リアルウッドマーケテ

ィング 

２ 主要な事業の内容 

  不動産の仲介、売買、管理、運

用及び損害保険代理業務 

３ 設立時期 

  平成18年２月 

４ 資本金 

  10,000千円 

５ 出資比率 

  100％ 

６ 取得価格 

  10,000千円 

当社は、平成18年12月29日開催の取

締役会において、株式会社フジ商会

の株式を取得し、連結子会社とする

ことを決議いたしました。その概要

は次のとおりであります。 

１ 取得目的 

  競争優位性を獲得するため、プ

ロパティマネジメント機能を短

期間で事業化するものでありま

す。 

２ 会社名 

  株式会社フジ商会 

３ 主要な事業の内容 

  清掃管理、設備管理、環境衛生

管理、マンション管理、警備業、

特定派遣業 

４ 会社の規模 

  平成18年４月期事業年度の経営

成績(自 平成17年５月１日

至 平成18年４月30日)及び平

成18年４月30日現在の財政状態

は下記のとおりであります。 

売上高 286,522千円

経常利益 5,596千円

当期純利益 5,716千円

資本金 10,000千円

総資産 186,092千円

純資産 51,671千円

５ 株式取得予定日 

  平成19年３月１日 

６ 取得株式数及び出資比率 

  12,000株 

  100％ 

７ 取得価格 

  10,008千円 

８ 取得先 

  個人株主３名 

当社は、平成18年５月８日開催の取

締役会において株式分割による新株

式の発行を行う旨の決議をしており

ます。 

当該株式分割の内容は、以下のとお

りであります。 

１ 平成18年６月１日をもって平成

18年５月31日最終の株主名簿及

び実質株主名簿に記載または記

録された株主の所有株式数を１

株につき４株の割合をもって分

割する。 

２ 分割により増加する株式数 普

通株式11,100株 

 

前期首に当該分割が行われたと仮定

した場合における(１株当たり情報)

の各数値は以下のとおりでありま

す。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

135,372円01銭 166,006円30銭

１株当たり当期純利
益 

１株当たり当期純利
益 

13,226円80銭 32,782円81銭

(注)潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益について

は、新株予約権

付社債等潜在株

式がないため記

載しておりませ

ん。 

(注)潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益について

は、新株予約権

付社債等潜在株

式がないため記

載しておりませ

ん。 
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