
  
 

平成１９年６月期  個別中間財務諸表の概要 
平成１９年 ２月１６日 

 

上 場会社 名 株式会社 高見澤            上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コ ード番 号 5283                  本社所在都道府県 長野県 

（ＵＲＬ http://www.kk-takamisawa.co.jp/） 
代  表  者 役   職   名 代表取締役社長           

氏    名 髙見澤 秀茂 

問い合わせ先  責任者役職名 取締役管理本部長兼総務部長 

        氏    名 小林 栄八州      ＴＥＬ（026）228－0111 

決算取締役会開催日  平成 19 年 2 月 16 日         配当支払開始日  ― 

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000 株） 
 
１．18 年 12 月中間期の業績（平成 18 年 7 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 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 12 月中間期 

17 年 12 月中間期 

百万円    ％

8,176（△5.3）

8,633（ 7.8）

百万円     ％

107（△53.0）

228（ 12.8）

百万円     ％

81（△49.6）

161（ 26.0）

18 年 6 月期 16,654（ 5.7） 277（ △0.0） 237（ △8.2）
 

 
中 間 (当 期) 純 利 益 

1 株当たり中間 

(当期)純利益 

 

18 年 12 月中間期 

17 年 12 月中間期 

百万円    ％

115（ 45.8）

79（  6.7）

円  銭

13    22

9    06

18 年 6 月期 432（ 390.6） 49    37

(注) 1．期中平均株式数18年 12月中間期8,763,637株 17年 12月中間期8,767,641株 18年 6月期8,766,542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 

(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 12 月中間期 

17 年 12 月中間期 

百万円 

15,191 

15,362 

百万円

1,738

1,327

％ 

11.4 

8.6 

円  銭

198  40

151    46

18 年 6 月期 14,345 1,658 11.6 189    25

(注) 1．期末発行済株式数18年12月中間期8,762,252株17年12月中間期8,765,764株18年6月期8,764,924株 

2. 期末自己株式数18年12月中間期  29,748株17年12月中間期  26,236株18年6月期  27,076株 
 
２．19 年 6 月期の業績予想（平成 18 年 7 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 

通  期 

百万円 

15,500 

百万円

250

百万円

250

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）28 円 52 銭 
 
３．配当状況 

 ･現金配当 １株当たり年間配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年６月期(実績) ― 2.50 2.50

19年６月期(実績) ― ―  

19年６月期(予想) ― 2.50
2.50

 
 
 

※上記の業績予想は、現時点における事業環境に基づくものであり、実際の業績は今後様々な要因によって大きく異

なる結果となる可能性があります。 



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12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年６月30日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※２  1,076 1,008  859

２ 受取手形 
※２
※４

 1,284 1,064  1,089

３ 売掛金   2,095 1,968  1,539

４ たな卸資産 ※２  1,083 1,038  920

５ その他   380 785  710

６ 貸倒引当金   △31 △17  △25

流動資産合計   5,890 38.3 5,846 38.5  5,093 35.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 
※２

※５
 1,820 1,650  1,657

(2) 土地 ※２  3,954 3,957  3,932

(3) その他 ※５  780 806  738

有形固定資産合計   6,555 42.7 6,414 42.2  6,328 44.1

２ 無形固定資産   161 1.1 153 1.0  158 1.1

３ 投資その他の資産    

(1) 関係会社株式   941 941  941

(2) その他 ※２  2,683 2,303  2,694

(3) 貸倒引当金   △868 △469  △871

投資その他の資産 
合計 

  2,756 17.9 2,775 18.3  2,765 19.3

固定資産合計   9,472 61.7 9,344 61.5  9,251 64.5

資産合計   15,362 100.0 15,191 100.0  14,345 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年６月30日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形 
※２
※４

 1,482 1,230  1,132

２ 買掛金 ※２  982 956  699

３ 短期借入金 ※２  2,385 3,215  2,488

４ １年以内返済予定の 
長期借入金 

※２  1,297 1,645  1,154

５ 未払法人税等   11 11  26

６ 役員賞与引当金   － －  6

７ その他 
※２
※４

 724 485  663

流動負債合計   6,883 44.8 7,543 49.7  6,171 43.0

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２  5,561 4,337  4,960

２ 再評価に係る 
繰延税金負債 

  527 527  527

３ 退職給付引当金   891 899  896

４ 役員退職慰労引当金   52 62  58

５ その他   117 81  72

固定負債合計   7,151 46.6 5,909 38.9  6,515 45.4

負債合計   14,035 91.4 13,452 88.6  12,686 88.4

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,264 8.2 － －  － －

Ⅱ 利益剰余金    

中間未処分利益   34 －  －

利益剰余金合計   34 0.2 － －  － －

Ⅲ 土地再評価差額金   △37 △0.2 － －  － －

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  70 0.4 － －  － －

Ⅴ 自己株式   △4 △0.0 － －  － －

資本合計   1,327 8.6 － －  － －

負債及び資本合計   15,362 100.0 － －  － －
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前中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年６月30日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   1,264 8.3  1,264 8.8

２ 利益剰余金    

(1) 利益準備金   2 － 

(2) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金   479 388 

利益剰余金合計   482 3.1  388 2.7

３ 自己株式   △5 △0.0  △5 △0.0

株主資本合計   1,740 11.4  1,647 11.5

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  35  48

２ 土地再評価差額金   △37  △37

評価・換算差額等 
合計 

  △2 △0.0  11 0.1

純資産合計   1,738 11.4  1,658 11.6

負債純資産合計   15,191 100.0  14,345 100.0
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   8,633 100.0 8,176 100.0  16,654 100.0

Ⅱ 売上原価   6,989 81.0 6,662 81.5  13,564 81.4

売上総利益   1,644 19.0 1,514 18.5  3,089 18.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,415 16.4 1,406 17.2  2,812 16.9

営業利益   228 2.6 107 1.3  277 1.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  42 84  167

Ⅴ 営業外費用 ※２  109 110  207

経常利益   161 1.9 81 1.0  237 1.4

Ⅵ 特別利益 ※３  42 231  91

Ⅶ 特別損失 
※４
※５

 142 243  153

税引前中間(当期) 
純利益 

  61 0.7 68 0.8  175 1.1

法人税、住民税 
及び事業税 

 △14 △47 △8 

法人税等調整額  △3 △17 △0.2 0 △47 △0.6 △248 △257 △1.5

中間(当期)純利益   79 0.9 115 1.4  432 2.6

前期繰越損失   31  

土地再評価差額金 
取崩額 

  △13  

中間未処分利益   34  
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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７月１日 至 平成18年12月31日) 

（単位 百万円）

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 
利益準備金 繰越利益 

剰余金 

自己株式 株主資本合計 

平成18年６月30日残高 1,264 ─ 388 △5 1,647

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 2 △24  △21

 中間純利益 115  115

 自己株式の取得 △0 △0

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中変動額(純額) 
 

中間会計期間中の変動額合計 ― 2 91 △0 93

平成18年12月31日残高 1,264 2 479 △5 1,740

 

（単位 百万円）

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額

金 

土地再評価 

差額金 

評価・換算差額等 

合計 

純資産合計 

平成18年６月30日残高 48 △37 11 1,658

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 ― △21

 中間純利益 ― 115

 自己株式の取得 ― △0

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中変動額(純額) 
△13 ― △13 △13

中間会計期間中の変動額合計 △13 ― △13 79

平成18年12月31日残高 35 △37 △2 1,738
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前事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

（単位 百万円）

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 国庫補助金

圧縮積立金

償却資産圧

縮積立金
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

自己株式

平成17年６月30日残高 1,264 1,399 172 40 42 48 △1,735 △3

事業年度中の変動額    

 資本準備金の取崩  △1,399  1,399 

 利益準備金の取崩  △172  172 

 国庫補助金圧縮積立金の取崩  △40  40 

 償却資産圧縮積立金の取崩  △42  42 

 別途積立金の取崩  △48 48 

 当期純利益   432 

 自己株式の取得    △1

 株主資本以外の項目の 

 当期変動額(純額) 
  △13 

事業年度中の変動額合計 ― △1,399 △172 △40 △42 △48 2,123 △1

平成18年６月30日残高 1,264 ― ― ― ― ― 388 △5

 

（単位 百万円）

株主資本 評価・換算差額等 

 
株主資本合計 

その他有価証券評価

差額金 

土地再評価 

差額金 

評価・換算差額等 

合計 

純資産合計 

平成17年６月30日残高 1,229 30 △50 △19 1,209

事業年度中の変動額  

 資本準備金の取崩 ― ― ―

 利益準備金の取崩 ― ― ―

 国庫補助金圧縮積立金の取崩 ― ― ―

 償却資産圧縮積立金の取崩 ― ― ―

 別途積立金の取崩 ― ― ―

 当期純利益 432 ― 432

 自己株式の取得 △1 ― △1

 株主資本以外の項目の 

 当期変動額(純額) 
△13 17 13 31 17

事業年度中の変動額合計 418 17 13 31 449

平成18年６月30日残高 1,647 48 △37 11 1,658
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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７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株

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 

中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法 

（評価差額は部分資本直

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 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法 

（評価差額は部分純資産

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 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に

基づく時価法 

(評価差額は部分純資産

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 

同左 

(2) たな卸資産 

① 商品、製品、材料、仕掛品 

総平均法による原価法 

(2) たな卸資産 

① 商品、製品、材料、仕掛品

同左 

(2) たな卸資産 

① 商品、製品、材料、仕掛品

同左 

② 販売用不動産、未成工事支

出金 

個別法による原価法 

② 販売用不動産、未成工事支

出金 

同左 

② 販売用不動産、未成工事支

出金 

同左 

③ 貯蔵品 

終仕入原価法による原価

法 

③ 貯蔵品 

同左 

③ 貯蔵品 

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 

ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設備

を除く。)については定額法 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物     15年～50年 

機械及び装置 ５年～12年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

２ 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 

定額法 

ただし、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 

(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 

定額法 

(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７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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。 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

―――――― ―――――― (2) 役員賞与引当金 

  役員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額により計上して

おります。 

(2) 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、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。 

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

間内の一定の年数(10年)による

定額法により、発生の翌事業年

度から費用処理しております。 

(2) 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、当期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。 

数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間内の一定の年数(10年)による

定額法により、発生の翌事業年

度から費用処理しております。

(3) 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、内規による中間会計

期間末要支給額を計上しており

ます。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 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。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

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た

め、特例処理を採用しておりま

す。 

(2) 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 

(3) ヘッジ方針 

 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。 

(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、有効性の判定を省略してお

ります。 

５ 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 

      同左 

  

      同左 

  

(3) ヘッジ方針 

      同左 

 

 

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

      同左 

 

 

 

５ 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 

      同左 

  

      同左 

  

(3) ヘッジ方針 

      同左 

 

 

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

      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 

(1) 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。なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺して、流動

負債の「その他」に含めて表示

しております。 

(2) 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しており

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 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

 

 

(2) 連結納税制度の適用 

同左 

 

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

(1) 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。 

 

 

 

(2) 連結納税制度の適用 

同左 
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会計処理の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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。 

 これにより税引前中間純利益が

137百万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

基づき当該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。 

 これにより税引前当期純利益が

137百万円減少しております。 

 なお、当該固定資産は当事業年度

に売却しております。 

（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、6百万円減

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1,658百万円であ

ります。 

 財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、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12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年12月31日) 

前事業年度末 
(平成18年６月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 7,825百万円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 7,582百万円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 7,659百万円
 

※２ 担保に供している資産 

現金及び預金 329百万円

受取手形 963百万円

たな卸資産 186百万円

建物 1,191百万円

土地 3,228百万円

投資その他の 
資産（その他） 

353百万円

計 6,252百万円

担保権によって担保されている

債務 

支払手形 116百万円

買掛金 225百万円

短期借入金 1,228百万円

１年以内返済予 
定の長期借入金 

415百万円

流動負債 
（その他） 

2百万円

長期借入金 5,392百万円

計 7,382百万円

(注) なお、公共工事履行契約につ

いての金融機関保証13百万円に

対し、定期預金50百万円を担保

に供しております。 

連結子会社の借入金に対し、関

係会社株式（帳簿価格855百万

円）を担保に供しております。 

※２ 担保に供している資産 

現金及び預金 329百万円

受取手形 815百万円

たな卸資産 186百万円

建物 977百万円

土地 3,138百万円

投資その他の 
資産（その他）

287百万円

計 5,734百万円

担保権によって担保されている

債務 

支払手形 39百万円

買掛金 260百万円

短期借入金 646百万円

１年以内返済予
定の長期借入金

1,606百万円

流動負債 
（その他） 

2百万円

長期借入金 4,337百万円

計 6,893百万円

(注) なお、公共工事履行契約につ

いての金融機関保証０百万円に

対し、定期預金50百万円を担保

に供しております。 

 

※２ 担保に供している資産 

現金及び預金 329百万円

受取手形 877百万円

販売用不動産 186百万円

建物 1,066百万円

土地 3,208百万円

投資有価証券 313百万円

計 5,981百万円

担保権によって担保されている

債務 

支払手形 73百万円

買掛金 187百万円

短期借入金 1,168百万円

１年以内返済予
定の長期借入金 

657百万円

未払金 0百万円

長期借入金 4,941百万円

計 7,028百万円

(注) なお、公共工事履行契約につ

いての金融機関保証１百万円に

対し、定期預金50百万円を担保

に供しております。 

  連結子会社の借入金に対し、関

係会社株式（帳簿価格855百万

円）を担保に供しております。

３ 偶発債務 

下記のとおり債務保証を行っ

ております。 

被保証人名 保証内容 
保証額 

（百万円） 

㈲エコプラニン 

グ 
銀行借入金 164 

オギワラ精機㈱ 
銀行借入金 

手形割引 

153 

56 

信州生コン㈱ 銀行借入金 288 

山東建澤混凝土 

有限公司 

烟台高見澤混凝 

土有限公司 

溜博高見澤混凝 

土有限公司 

設備代支払 

債務 

設備代支払 

債務 

設備代支払 

債務 

78 

 

50 

 

30 

計 ― 821 

(注)  信州生コン㈱への債務保証

は、株主９社の連帯保証であり

ます。 

３ 偶発債務 

下記のとおり債務保証を行っ

ております。 

被保証人名 保証内容
保証額 

（百万円）

㈲エコプラニン

グ 
銀行借入金 158

オギワラ精機㈱
銀行借入金

手形割引 

166

30

信州生コン㈱ 銀行借入金 328

烟台高見澤混凝

土有限公司 

設備代支払

債務 
30

溜博高見澤混凝

土有限公司 

設備代支払

債務 
80

計 ― 794

(注)  信州生コン㈱への債務保証

は、株主９社の連帯保証であり

ます。 

 

３ 偶発債務 

下記のとおり債務保証を行っ

ております。 

被保証人名 保証内容 
保証額 

（百万円）

㈲エコプラニン 

グ 
銀行借入金 161

オギワラ精機㈱ 
銀行借入金 

手形割引 

182

52

信州生コン㈱ 銀行借入金 260

烟台高見澤混凝 

土有限公司 

設備代支払 

債務 
130

溜博高見澤混凝 

土有限公司 

設備代支払 

債務 
110

計 ― 898

(注) 信州生コン㈱への債務保証

は、株主９社の連帯保証であり

ます。 

 

―  ― 49



 
前中間会計期間末 
(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年12月31日) 

前事業年度末 
(平成18年６月30日) 

※４ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。 

なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、当中間会計期間末残高に含

まれております。 

受取手形 122百万円

支払手形 219百万円

設備支払手形 

(流動負債その他) 
2百万円

 

※４ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。 

なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、当中間会計期間末残高に含

まれております。 

受取手形 102百万円

支払手形 179百万円

設備支払手形 

(流動負債その他) 
16百万円

 

――――― 

――――― 

 

※５ 圧縮記帳額 

  （収用による圧縮記帳額） 

石油・オート事業部の用地の

一部が北陸新幹線の建設用地と

して収用されたため、代替資産

について圧縮記帳を行っており

ます。取得価格から控除してい

る圧縮記帳額は次のとおりであ

ります。 

建物 69百万円

有形固定資産 
(その他) 

97百万円

計 168百万円
 

――――― 
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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７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

※１ 主要な営業外収益 

受取利息 2百万円

不動産賃貸料 8百万円
 

※１ 主要な営業外収益 

受取利息 2百万円

受取配当金 37百万円
 

※１ 主要な営業外収益 

受取利息 4百万円

受取配当金 89百万円
 

※２ 主要な営業外費用 

支払利息 108百万円
 

※２ 主要な営業外費用 

支払利息 103百万円
 

※２ 主要な営業外費用 

支払利息 207百万円
 

※３ 主要な特別利益 

土地売却益 13百万円

投資有価証券評
価損戻入額 

7百万円
 

※３ 主要な特別利益 

受取補償金 196百万円

保険補填金 25百万円
 

※３ 主要な特別利益 

収益補償金 59百万円

固定資産売却益 16百万円
 

※４ 主要な特別損失 

減損損失 137百万円
 

※４ 主要な特別損失 

固定資産圧縮損 168百万円

固定資産除却損 69百万円
 

※４ 主要な特別損失 

減損損失 137百万円
 

※５ 減損損失 

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。 

用 途 種 類 場 所 

その他事業 

ビジネスホ 

テル 

土地、建物 
長野県 

中野市 

 

※５ 減損損失 

――――― 

※５ 減損損失 

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。 

用 途 種 類 場 所

その他事業 

ビジネスホ 

テル 

土地、建物 
長野県

中野市

 
当社は、事業所・営業店舗毎に

概ね独立したキャッシュ・フロー

を生み出す 小の単位にてグルー

ピングを行っております。その他

事業のビジネスホテルは、お客様

の多くが工事関係者で占められて

おり周辺工事の減少が続き、また

近隣スキー場等の観光客も減少

し、収益性が著しく低下しており

売却する予定となっております。 

当資産グループの帳簿価額は回

収可能価額まで減損し、当該減少

額を減損損失（137百万円）とし

て特別損失に計上いたしました。 

減損損失の内訳は、土地30百万

円、建物106百万円であります。 

なお、当資産グループの回収可

能額は正味売却価額により測定し

ており、売却が予定されているた

め売却見込額により評価しており

ます。 

 

 

６ 減価償却実施額 

有形固定資産 122百万円

無形固定資産 0百万円
 

 

６ 減価償却実施額 

有形固定資産 118百万円

無形固定資産 0百万円
 

当社は、事業所・営業店舗毎に

概ね独立したキャッシュ・フロー

を生み出す 小の単位にてグルー

ピングを行っております。 

その他事業のビジネスホテル

は、お客様の多くが工事関係者で

占められており周辺工事の減少が

続き、また近隣スキー場等の観光

客も減少し、収益性が著しく低下

しており、帳簿価格を回収可能価

額まで減損し、当該減損額を減損

損失（137百万円）として特別損

失に計上いたしました。 

減損損失の内訳は、土地30百万

円、建物106百万円であります。 

なお、当資産グループの回収可

能額は正味売却価額により測定し

ており、売却が予定されているた

め売却価額により評価しておりま

す。 

当該固定資産は当事業年度に売

却しております。 

 

６ 減価償却実施額 

有形固定資産 245百万円

無形固定資産 1百万円
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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７月１日 至 平成18年12月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 27,076 2,672 ─ 29,748 
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 2,672株 

 

前事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 22,716 4,360 ─ 27,076 
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 4,360株 
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(リース取引関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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 

１ 借主側 

(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

中間期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 

(百万円) 
 

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円) 

中間期末 
残高 

相当額 
(百万円) 

機械及び 
装置 

681 521 160 

車両 
運搬具 

140 53 86 

工具器具 
備品 

94 43 50 

無形固定 
資産 

81 37 44 

合計 997 655 341 
       

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 借主側 

(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

中間期末残高相当額 

 
取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

中間期末
残高

相当額
(百万円)

機械及び
装置 

327 215 112

車両 
運搬具 

243 100 143

工具器具
備品 

73 27 45

無形固定
資産 

81 53 27

合計 726 397 329
     

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 借主側 

(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 

 
取得価額 
相当額 

(百万円) 
 

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円) 

 

期末
残高

相当額
(百万円)

機械及び
装置 

456 289 167

車両 
運搬具 

139 52 87

工具器具
備品 

88 47 41

無形固定
資産 

81 45 36

合計 766 435 331
       

 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年以内 133百万円

１年超 238百万円

合計 372百万円
 

 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年以内 127百万円

１年超 228百万円

合計 355百万円
 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年以内 131百万円

１年超 229百万円

合計 360百万円
 

 

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 94百万円

減価償却費 
相当額 

81百万円

支払利息相当額 7百万円
 

 

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 80百万円

減価償却費 
相当額 

71百万円

支払利息相当額 7百万円
 

 

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 172百万円

減価償却費 
相当額 

149百万円

支払利息相当額 13百万円
 

 

(4) 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

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) 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

(4) 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

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。 

利息相当額の算定方法 

同左 

利息相当額の算定方法 

同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

２ 貸主側 

未経過リース料中間期末残高相

当額    

２ 貸主側 

未経過リース料中間期末残高相

当額    

２ 貸主側 

未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 4百万円

１年超 18百万円

合計 22百万円
 

１年以内 4百万円

１年超 13百万円

合計 18百万円
 

１年以内 4百万円

１年超 15百万円

合計 20百万円
 

(注) 上記は、すべて転貸リース取

引に係る貸主側の未経過リース

料中間期末残高相当額でありま

す。 

なお、当該転貸リース取引

は、おおむね同一の条件で第三

者にリースしておりますので、

ほぼ同額の残高が上記の借主側

の未経過リース料中間期末残高

相当額に含まれております。 

 

 

(注)     同左 (注) 上記は、すべて転貸リース取

引に係る貸主側の未経過リース

料期末残高相当額であります。

なお、当該転貸リース取引

は、おおむね同一の条件で第三

者にリースしておりますので、

ほぼ同額の残高が上記の借主側

の未経過リース料期末残高相当

額に含まれております。 

（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） 

同左 

（減損損失について） 

同左 

 

(有価証券関係) 

 

前中間会計期間末 (平成17年12月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 該当事項はありません。 

 

 

当中間会計期間末 (平成18年12月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 該当事項はありません。 

 

 

前事業年度末 (平成18年６月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１株当たり純資産額 
151.46円 

１株当たり純資産額 
198.40円

１株当たり純資産額 
189.25円

１株当たり中間純利益 
9.06円 

１株当たり中間純利益 
13.22円

１株当たり当期純利益 
49.37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

式がないため、記載しておりませ

ん。 

(注) １株当たり純資産額及び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。 

 

１ １株当たり純資産額 

  前中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度末 

(平成18年６月30日) 

純資産の部の合計額（百万円） ― 1,738 1,658 

純資産の部の合計額から控除 

する金額（百万円） 
― ― ― 

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産

額（百万円） 
― 1,738 1,658 

1株当たり純資産額の算定に用いられた中

間期末（期末）の普通株式の数（株） 
― 8,762,252 8,764,924 

 

２ １株当たり中間（当期）純利益 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日

至 平成17年12月31日)

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年７月１日

至 平成18年６月30日)

中間損益計算書（損益計算書）上の中間

（当期）純利益（百万円） 
79 115 432 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
79 115 432 

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― ― 

普通株式の期中平均株式数（株） 8,767,641 8,763,637 8,766,542 

 

(重要な後発事象) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

該当事項はありません。 同左 同左 
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