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１．平成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 （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12月中間期 18,896 113.2 912 － 832 －

17年12月中間期 8,862 △12.0 △419 － △675 －

18年６月期 34,177  2,231  1,746  

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12月中間期 463 － 16 09

17年12月中間期 △409 － △14 97

18年６月期 934  33 28

（注）①期中平均株式数 18年12月中間期 28,824,518株 17年12月中間期 27,350,664株 18年６月期  28,088,258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12月中間期 40,989 4,705 11.5 163 86

17年12月中間期 31,216 3,146 10.1 109 11

18年６月期 30,104 4,485 14.9 155 55

（注）①期末発行済株式数 18年12月中間期 28,718,936株 17年12月中間期 28,838,436株 18年６月期 28,839,000株

②期末自己株式数 18年12月中間期 120,064株 17年12月中間期 564株 18年６月期 1,064株

２．平成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

百万円 百万円 百万円

通　期 41,876 1,885 980

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　34円06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

18年６月期 － － － 7.00 － 7.00

19年６月期（実績） － － － － －
6.00

19年６月期（予想） － － － 6.00 －

※　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。

－ 個別 1 －
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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12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
対前中間期
比

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（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 ※２ 3,842,883   4,356,333    2,216,039   

２．売掛金  87,609   87,619    91,910   

３．たな卸資産 ※２ 19,912,265   31,107,711    22,498,693   

４．その他 ※５ 1,577,082   801,685    855,047   

貸倒引当金  △8,920   △1,278    △1,922   

流動資産合計   25,410,920 81.4  36,352,070 88.7 10,941,149  25,659,769 85.2

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

（1）建物
※１
,２

1,494,958   1,381,458    1,292,924   

（2）土地 ※２ 2,842,603   1,961,629    1,896,176   

（3）その他 ※１ 330,830   197,391    185,523   

　　　　計  4,668,393   3,540,478    3,374,624   

２．無形固定資産  31,211   33,142    40,522   

３．投資その他の
資産

           

（1）その他 ※２ 1,124,846   1,076,587    1,050,658   

貸倒引当金  △19,341   △12,682    △21,083   

　　　　計  1,105,504   1,063,905    1,029,575   

固定資産合計   5,805,109 18.6  4,637,526 11.3 △1,167,582  4,444,722 14.8

資産合計   31,216,029 100.0  40,989,596 100.0 9,773,567  30,104,491 100.0

            

－ 個別 2 －



  
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）
対前中間期
比

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（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  3,076,885   5,479,817    2,135,269   

２．短期借入金 ※２ 10,333,000   16,660,000    9,790,000   

３．１年以内返済
予定長期借入
金

※２ 5,713,465   4,455,298    4,528,635   

４．１年以内償還
予定社債

 200,000   －    －   

５．前受金  2,167,996   1,695,642    1,951,360   

６．賞与引当金  153,793   157,557    129,668   

７．その他  483,241   888,171    1,286,674   

流動負債合計   22,128,381 70.9  29,336,486 71.6 7,208,105  19,821,608 65.8

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※２ 5,641,079   6,637,760    5,489,236   

２．退職給付引当
金

 142,431   147,317    161,326   

３．役員退職慰労
引当金

 63,286   63,286    63,286   

４．その他  94,391   98,964    83,412   

固定負債合計   5,941,188 19.0  6,947,329 16.9 1,006,140  5,797,261 19.3

負債合計   28,069,569 89.9  36,283,815 88.5 8,214,245  25,618,870 85.1

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   755,794 2.4  － － －  － －

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  821,283   －    －   

資本剰余金合計   821,283 2.7  － － －  － －

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  7,000   －    －   

２．任意積立金  1,577,778   －    －   

３．中間未処理損
失(△)

 △23,185   －    －   

利益剰余金合計   1,561,592 5.0  － － －  － －

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

  7,802 0.0  － － －  － －

Ⅴ　自己株式   △12 △0.0  － － －  － －

資本合計   3,146,459 10.1  － － －  － －

負債・資本合計   31,216,029 100.0  － － －  － －

            

－ 個別 3 －



  
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）
対前中間期
比

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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  755,794 1.9 －  755,794 2.5

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  －   747,590    747,590   

(2）その他資本
剰余金

 －   73,692    73,692   

資本剰余金合
計

  － －  821,283 2.0 －  821,283 2.7

３．利益剰余金            

(1）利益準備金  －   7,000    7,000   

(2）その他利益
剰余金

           

別途積立金  －   1,500,000    1,500,000   

圧縮記帳積
立金

 －   39,459    40,218   

特別償却準
備金

 －   3,277    4,676   

繰越利益剰
余金

 －   1,617,900    1,353,921   

利益剰余金合
計

  － －  3,167,637 7.7 －  2,905,815 9.7

４．自己株式   － －  △40,789 △0.1 －  △179 △0.0

株主資本合計   － －  4,703,926 11.5 －  4,482,714 14.9

Ⅱ　評価・換算差額等            

１．その他有価証
券評価差額金

  － －  1,855 0.0 －  2,906 0.0

評価・換算差額
等合計

  － －  1,855 0.0 －  2,906 0.0

純資産合計   － －  4,705,781 11.5 －  4,485,620 14.9

負債純資産合計   － －  40,989,596 100.0 －  30,104,491 100.0

            

－ 個別 4 －



(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）

対前中間期
比

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（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   8,862,258 100.0  18,896,507 100.0 10,034,248  34,177,230 100.0

Ⅱ　売上原価   6,763,784 76.3  15,009,597 79.4 8,245,813  26,414,191 77.3

売上総利益   2,098,474 23.7  3,886,909 20.6 1,788,435  7,763,038 22.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  2,518,462 28.4  2,974,628 15.8 456,165  5,531,812 16.2

営業利益又は
営業損失
（△）

  △419,988 △4.7  912,281 4.8 1,332,269  2,231,225 6.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  59,521 0.7  180,301 1.0 120,780  101,081 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  314,749 3.6  259,847 1.4 △54,902  585,352 1.7

経常利益又は経
常損失（△）

  △675,216 △7.6  832,735 4.4 1,507,952  1,746,954 5.1

Ⅵ　特別利益 ※３  1,633 0.0  9,044 0.1 7,410  10,552 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  1,973 0.0  12,622 0.1 10,649  28,023 0.1

税引前中間
（当期）純利
益又は税引前
中間純損失
（△）

  △675,555 △7.6  829,157 4.4 1,504,713  1,729,483 5.0

法人税、住民
税及び事業税

※６ 4,119   345,426    838,743   

法人税等調整
額

※６ △270,299 △266,179 △3.0 20,043 365,470 1.9 631,649 △44,106 794,636 2.3

中間(当期)純
利益又は中間
純損失（△）

  △409,376 △4.6  463,687 2.5 873,064  934,846 2.7

前期繰越利益   386,190   －  －  －  

中間未処理損
失（△）

  △23,185   －  －  －  

            

－ 個別 5 －



(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）

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

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

合計別途
積立金

圧縮記帳
積立金

特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

平成18年６月30日
残高（千円）

755,794 747,590 73,692 821,283 7,000 1,500,000 40,218 4,676 1,353,921 2,905,815 △179 4,482,714

中間会計期間中の
変動額

剰余金の配当         △201,865 △201,865  △201,865

圧縮積立金の
取崩し

      △758  758 －  －

特別償却準備金
取崩し

       △1,398 1,398 －  －

中間純利益         463,687 463,687  463,687

自己株式の取得           △40,610 △40,610

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）

－ － － － － － △758 △1,398 263,979 261,822 △40,610 221,212

平成18年12月31日　残
高（千円）

755,794 747,590 73,692 821,283 7,000 1,500,000 39,459 3,277 1,617,900 3,167,637 △40,789 4,703,926

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６月30日　残高
（千円）

2,906 2,906 4,485,620

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △201,865

圧縮積立金の取崩し   －

特別償却準備金取崩し   －

中間純利益   463,687

自己株式の取得   △40,610

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

△1,051 △1,051 △1,051

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△1,051 △1,051 220,160

平成18年12月31日　残高
（千円）

1,855 1,855 4,705,781

－ 個別 6 －



前事業年度（自平成17年７月１日　至平成18年６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

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途

積立金
圧縮記帳
積立金

特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

平成17年６月30日

残高（千円）
257,752 251,377 － 251,377 7,000 1,000,000 61,162 10,265 975,669 2,054,096 △6,488 2,556,738

事業年度中の変動額

新株の発行 498,042 496,213  496,213        994,255

自己株式の処分   73,692 73,692       6,475 80,168

剰余金の配当         △83,128 △83,128  △83,128

圧縮積立金の積立て       70,659  △70,659 －  －

圧縮積立金の取崩し       △91,603  91,603 －  －

特別償却準備金取崩

し
       △5,588 5,588 －  －

別途積立金の積立て      500,000   △500,000 －  －

当期純利益         934,846 934,846  934,846

自己株式の取得           △167 △167

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

            

事業年度中の変動額合計

（千円）
498,042 496,213 73,692 569,906 － 500,000 △20,944 △5,588 378,251 851,718 6,308 1,925,975

平成18年６月30日

残高（千円）
755,794 747,590 73,692 821,283 7,000 1,500,000 40,218 4,676 1,353,921 2,905,815 △179 4,482,714

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６月30日　残高
（千円）

5,187 5,187 2,561,925

事業年度中の変動額

新株の発行   994,255

自己株式の処分   80,168

剰余金の配当   △83,128

圧縮積立金の積立て   －

圧縮積立金の取崩し   －

特別償却準備金取崩し   －

別途積立金の積立て   －

当期純利益   934,846

自己株式の取得   △167

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

△2,280 △2,280 △2,280

事業年度中の変動額合計
（千円）

△2,280 △2,280 1,923,694

平成18年６月30日　残高
（千円）

2,906 2,906 4,485,620

－ 個別 7 －



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）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法に基づく原価法を

採用しております。

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）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)を

採用しております。

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)

を採用しております。

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。

　なお、特定目的会社への出資

については、中間決算日におい

て入手可能な決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。

時価のないもの

同左

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。

　なお、特定目的会社への出資

については、決算日において入

手可能な決算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取り込む方法

によっております。

 (2）たな卸資産

販売用不動産及び仕掛不動産

　個別法による原価法を採用し

ております。

(2）たな卸資産

販売用不動産及び仕掛不動産

同左

(2）たな卸資産

販売用不動産及び仕掛不動産

同左

 原材料

　先入先出法による原価法を採

用しております。

原材料

同左

原材料

同左

 貯蔵品

　最終仕入原価法を採用してお

ります。

貯蔵品

同左

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日以降に取得した建物（附属設

備は除く）は定額法）を採用して

おります。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　３～50年

構築物　　　　　　10～50年

機械及び装置　　　３～15年

車両運搬具　　　　　　４年

工具、器具及び備品

　　　　　　　　　２～20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

　定額法を採用しております。な

お、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)に基づいております。

(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

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左
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項目
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

実績率に基づき、貸倒懸念債権及

び破産更生債権については個別に

回収可能性を勘案し、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）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

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。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

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

付債務に基づき計上しております。

(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

務に基づき計上しております。

 (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、役員退職慰労金規程に基

づく当中間会計期間末要支給額を

計上しております。

　なお、当規程は平成15年９月末

をもって廃止となり、役員退職慰

労引当金は規程適用期間中から在

任している役員に対する支給予定

額であります。

(4）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、役員退職慰労金規程に基

づく当事業年度末要支給額を計上

しております。

　なお、当規程は平成15年９月末

をもって廃止となり、役員退職慰

労引当金は規程適用期間中から在

任している役員に対する支給予定

額であります。

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．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は固

定資産に係る部分を除いて、全額発

生会計期間の期間費用として処理し

ております。なお、固定資産に係る

消費税等は長期前払費用に計上し、

５年間で均等償却を行っております。

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。これによる損益に

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。これによる損益に与える

影響はありません。

────── ────── （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。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は4,485,620千円であります。

  なお、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。

－ 個別 10 －



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

1,436,207千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,499,751千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,455,236千円

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

現金及び預金 50,000千円

たな卸資産 18,361,529

建物 827,464

土地 2,042,416

関係会社株式 20,000

計 21,301,410千円

たな卸資産 21,876,944千円

建物 754,435

土地 1,271,275

関係会社株式 20,000

計 23,922,655千円

たな卸資産 16,764,914千円

建物 672,845

土地 1,271,275

関係会社株式 20,000

計 18,729,036千円

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

短期借入金 9,383,000千円

１年以内返済予定長

期借入金
5,713,465

長期借入金 5,491,079

計 20,587,545千円

短期借入金 13,460,000千円

１年以内返済予定長

期借入金
4,455,298

長期借入金 4,807,760

計 22,723,059千円

短期借入金 8,110,000千円

１年以内返済予定長

期借入金
4,528,635

長期借入金 4,239,236

計 16,877,871千円

　３　偶発債務

保証債務

　次の関係会社について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行っており

ます。

　３　偶発債務

保証債務

　次の関係会社について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行っており

ます。

　３　偶発債務

保証債務

　次の関係会社について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行っており

ます。

保証先
金額

（千円）
内容

穴吹エンター
プライズ㈱

680,735 借入債務

㈱プランドゥ
穴吹

226,800 借入債務

アルファアナ
ブキ特定
目的会社

99,000
住宅資金
借入債務

計 1,006,535 －

保証先
金額

（千円）
内容

穴吹エンター
プライズ㈱

728,115 借入債務

㈱プランドゥ
穴吹

362,295 借入債務

㈱旅館くらし
き

418,390 借入債務

計 1,508,800 －

保証先
金額

（千円）
内容

穴吹エンター
プライズ㈱

769,990 借入債務

㈱プランドゥ
穴吹

373,870 借入債務

アルファアナ
ブキ特定
目的会社

146,800
住宅資金
借入債務

㈱旅館くらし
き

195,000 借入債務

計 1,485,660 －

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行10行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当中間会

計期間末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行10行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当中間会

計期間末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行10行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当事業年

度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

6,300,000千円

借入実行残高 700,000

差引額 5,600,000千円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

8,100,000千円

借入実行残高 3,200,000

差引額 4,900,000千円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

8,100,000千円

借入実行残高 1,000,000

差引額 7,1000,000千円

※５　消費税等の取り扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、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。

※５　消費税等の取り扱い

同左

※５　　　　　──────　　　　　　　
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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　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 16,597千円

受取配当金 30,431

受取利息 1,548千円

受取配当金 167,405

受取利息 20,652千円

受取配当金 46,693

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 230,080千円

関係会社投資損失 45,013

支払利息 243,889千円

  

支払利息 471,630千円

関係会社投資損失 45,013

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　　　　　──────　　　　　　　

貸倒引当金戻入益 1,633千円 貸倒引当金戻入益 9,044千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 1,973千円 固定資産除却損 12,622千円 固定資産除却損 28,023千円

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 75,775千円

無形固定資産 3,465

有形固定資産 67,066千円

無形固定資産 4,535

有形固定資産 157,946千円

無形固定資産 7,784

※６　当中間会計期間に係る「法人税、住民

税及び事業税」と「法人税等調整額」は、

当事業年度において予定している利益処

分による圧縮記帳積立金及び特別償却準

備金の取崩しを前提として、その金額を

計算しております。

※６　　　　　──────　　　 ※６　　　　　──────　　　

（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）

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（注） 1,064 119,000 － 120,064

合計 1,064 119,000 － 120,064

 （注）普通株式の自己株式の増加119,000株は、平成18年11月30日の取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加で

あります。

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（注）１．２ 97,188 876 97,000 1,064

合計 97,188 876 97,000 1,064

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加876株は、分割による増加376株、単元未満株の買取りによる増加500株

　　　　　であります。

　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少97,000株は、処分による減少であります。
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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

　　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)

機械及び装置 17,038 14,689 2,348

車両運搬具 11,556 5,925 5,630

工具、器具及び

備品
7,942 4,136 3,805

 その他 4,800 800 4,000

合計 41,336 25,551 15,785

 

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)

機械及び装置 3,238 1,888 1,349

車両運搬具 11,556 8,016 3,539

工具、器具及び

備品
7,942 5,129 2,813

 その他 19,800 2,760 17,040

合計 42,536 17,794 24,742

 

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)

機械及び装置 17,038 15,419 1,619

車両運搬具 11,556 6,970 4,585

工具、器具及び

備品
7,942 4,633 3,309

 その他 4,800 1,280 3,520

合計 41,336 28,303 13,033

(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等

　未経過リース料期末残高相当額

１年内 5,497千円

１年超 11,713

合計 17,211千円

１年内 7,960千円

１年超 17,799

合計 25,759千円

１年内 5,021千円

１年超 9,193

合計 14,215千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(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、支払利息

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、支払利息

相当額及び減損損失

支払リース料 4,168千円

減価償却費相当額 3,671

支払利息相当額 387

支払リース料 4,197千円

減価償却費相当額 3,291

支払利息相当額 354

支払リース料 7,304千円

減価償却費相当額 6,423

支払利息相当額 697

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同左 同左

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (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。

同左 同左

 （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

－ 個別 13 －



②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年12月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
中間貸借対照表価額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 132,350 3,480,805 3,348,455

当中間会計期間末（平成18年12月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
中間貸借対照表価額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 132,350 1,297,030 1,164,680

前事業年度末（平成18年６月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
貸借対照表価額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 132,350 2,170,540 2,038,190

－ 個別 14 －



（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 109円11銭

１株当たり中間純損失

金額
14円97銭

１株当たり純資産額 163円86銭

１株当たり中間純利益

金額
16円09銭

１株当たり純資産額 155円55銭

１株当たり当期純利益

金額
33円28銭

　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、１株当たり

中間純損失であり、また、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２月18日付で株式

１株につき２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

における１株当たり情報については、

次のとおりとなります。

１株当たり純資産額 218円73銭

１株当たり中間純損失

金額
11円50銭

　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、１株当たり

中間純損失であり、また、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11月18日付で株式

１株につき３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１株当たり情報

については、次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 

145円52銭 102円73銭

１株当たり中間純損失金

額         7円67銭

１株当たり純利益金

額        25円84銭

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、１株

当たり中間純損失であ

り、また、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、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。

　当社は、平成17年11月18日付で株式

１株につき３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、次の

とおりとなります。

前事業年度

１株当たり純資産額 102円73銭

１株当たり当期純利益

金額
25円84銭

　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。

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失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（当期）純利益又は中間純損失

（△）（千円）
△409,376 463,687 934,846

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）純利益又は

中間純損失（△）（千円）
△409,376 463,687 934,846

期中平均株式数（株） 27,350,664 28,824,518 28,088,258

－ 個別 15 －


