
(財)財務会計基準機構会員  
平成19年６月期 個別中間財務諸表の概要 平成19年２月22日

上場会社名 工藤建設株式会社 上場取引所 東

コード番号 1764 本社所在都道府県 神奈川県

（URL　http://www.kudo.co.jp）

代表者　　　　　役職名 代表取締役社長 氏名　工藤　英司

問合せ先責任者　役職名 執行役員経営管理部長 氏名　遠藤　知明 ＴＥＬ　　（045）911－5300

中間決算取締役会開催日 平成19年２月22日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始予定日 平成19年３月19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  

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 6,748 13.9 △204 － △339 －

17年12月中間期 5,926 △39.9 △428 － △522 －

18年６月期 16,866 － 19 － 31 －

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 △361 －  △27.83

17年12月中間期 △1,036 －  △79.76

18年６月期 △889 －  △68.50

（注）１．期中平均株式数 18年12月中間期 12,987,196株 17年12月中間期 12,991,497株 18年６月期 12,990,169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

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年12月中間期 17,711 1,827 10.3  140.70

17年12月中間期 17,183 2,110 12.3  162.51

18年６月期 17,736 2,211 12.5  170.27

（注）１．期末発行済株式数 18年12月中間期 13,312,200株 17年12月中間期 13,312,200株 18年６月期 13,312,200株

２．期末自己株式数 18年12月中間期 325,644株 17年12月中間期 322,544株 18年６月期 324,244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

  百万円 百万円 百万円

通期 22,205  140  80  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　１円54銭

 

３．配当状況  

 ・現金配当 １株当たり配当金（円）

 第１四半期 中間期末  第３四半期 期末  その他  年間

18年６月期  2.50  2.50  5.00

19年６月期（実績）  2.50  －  
5.00

19年６月期（予想）  －  2.50  

（注）18年12月中間期末配当金の内訳　記念配当　　－円－銭　　特別配当　　－円－銭
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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(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        

現金及び預金 ※２ 3,029,627  1,341,901  3,387,322  

受取手形  ※３ 193,963  6,499  2,321  

完成工事未収入金  772,248  979,406  1,616,190  

不動産事業未収入金  71,129  73,993  228,632  

未成工事支出金  2,879,300  4,380,356  2,304,336  

不動産事業支出金 ※２ 1,441,512  1,934,597  1,417,495  

材料貯蔵品  12,505  5,639  10,239  

繰延税金資産  395,458  110,471  137,664  

その他  1,124,964  616,611  384,997  

貸倒引当金  △67,638  △63,637  △66,944  

流動資産合計  9,853,071 57.3 9,385,841 53.0 9,422,257 53.1

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

建物 ※２ 3,274,733  3,279,064  3,277,540  

土地 ※２ 1,641,043  2,142,839  2,202,239  

その他  174,170  326,024  207,960  

減価償却累計額 ※１ △1,745,376  △1,846,406  △1,793,147  

有形固定資産合計  3,344,570 19.5 3,901,522 22.0 3,894,592 22.0

２　無形固定資産  26,253 0.2 142,769 0.8 152,114 0.8

３　投資その他の資産        

投資有価証券 ※２ 612,162  410,884  394,277  

長期貸付金  366,436  860,220  851,312  

差入保証金 ※２ 2,717,238  2,758,770  2,762,268  

その他  624,534  631,736  613,071  

貸倒引当金  △360,600  △380,456  △353,808  

投資その他の資産合計  3,959,770 23.0 4,281,155 24.2 4,267,121 24.1

固定資産合計  7,330,594 42.7 8,325,447 47.0 8,313,828 46.9

資産合計  17,183,665 100.0 17,711,288 100.0 17,736,085 100.0
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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(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        

支払手形  433,953  683,949  860,687  

工事未払金  1,365,712  1,862,734  2,261,507  

不動産事業未払金  727  348  770  

短期借入金 ※２ 3,955,300  3,085,000  3,625,000  

１年以内償還予定社債 ※２ 157,600  671,600  274,400  

１年以内返済予定
長期借入金

※２ 1,330,764  1,357,060  698,220  

未払法人税等  3,541  9,626  4,740  

未成工事受入金  2,416,774  3,216,813  2,327,591  

不動産事業受入金  5,814  305,814  5,814  

完成工事補償引当金  19,668  68,444  104,272  

賞与引当金  77,062  92,124  89,671  

その他  266,532  237,675  309,246  

流動負債合計  10,033,450 58.4 11,591,192 65.5 10,561,922 59.5

Ⅱ　固定負債        

社債 ※２ 1,334,800  829,800  1,289,200  

長期借入金 ※２ 2,121,003  1,562,743  1,831,773  

預り保証金  1,431,517  1,731,362  1,681,001  

繰延税金負債  81,350  96,645  90,333  

退職給付引当金  53,086  55,866  53,447  

その他  17,515  16,522  16,989  

固定負債合計  5,039,272 29.3 4,292,939 24.2 4,962,745 28.0

負債合計  15,072,723 87.7 15,884,132 89.7 15,524,667 87.5
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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(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資本の部)        

Ⅰ　資本金  867,500 5.1 ― ― ― ―

Ⅱ　資本剰余金        

資本準備金  549,500  ―  ―  

資本剰余金合計  549,500 3.2 ― ― ― ―

Ⅲ　利益剰余金        

利益準備金  149,062  ―  ―  

任意積立金  1,201,023  ―  ―  

中間未処理損失(△)  △728,003  ―  ―  

利益剰余金合計  622,082 3.6 ― ― ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額金  156,548 0.9 ― ― ― ―

Ⅴ　自己株式  △84,688 △0.5 ― ― ― ―

資本合計  2,110,942 12.3 ― ― ― ―

負債資本合計  17,183,665 100.0 ― ― ― ―

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 867,500 4.9 867,500 4.9

２　資本剰余金        

（１）資本準備金  －  549,500  549,500  

資本剰余金合計  － － 549,500 3.1 549,500 3.1

３　利益剰余金        

（１）利益準備金  －  149,062  149,062  

（２）その他利益剰余金        

特別償却準備金  －  －  1,023  

別途積立金  －  1,200,000  1,200,000  

繰越利益剰余金  －  △1,006,952  △614,124  

利益剰余金合計  － － 342,109 1.9 735,961 4.2

４　自己株式  － － △85,511 △0.5 △85,186 △0.5

株主資本合計  － － 1,673,598 9.4 2,067,774 11.7

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額金  － － 153,557  143,643  

評価・換算差額等合計  － － 153,557 0.9 143,643 0.8

純資産合計  － － 1,827,156 10.3 2,211,417 12.5

負債純資産合計  － － 17,711,288 100.0 17,736,085 100.0
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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(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高           

完成工事高  3,478,795   4,892,708   12,315,184   

不動産事業売上高  2,093,527   1,205,686   3,682,160   

その他事業売上高  354,046 5,926,369 100.0 650,382 6,748,777 100.0 869,165 16,866,510 100.0

Ⅱ　売上原価           

完成工事原価 ※５ 3,246,567   4,426,994   11,243,403   

不動産事業売上原
価

※５ 2,144,373   1,230,253   3,619,533   

その他事業売上原
価

※５ 358,806 5,749,746 97.0 589,032 6,246,280 92.6 840,846 15,703,783 93.1

売上総利益           

完成工事総利益  232,228   465,714   1,071,780   

不動産事業総利益
（△不動産事業総
損失）

 △50,846   △24,567   62,627   

その他事業総利益
(△その他事業総損
失)

 △4,759 176,622 3.0 61,349 502,496 7.4 28,319 1,162,727 6.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※５  604,753 10.2  707,156 10.4  1,143,559 6.8

営業利益（△営業
損失）

  △428,131 △7.2  △204,660 △3.0  19,168 0.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  53,880 0.9  17,101 0.3  297,331 1.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  147,879 2.5  151,538 2.3  285,351 1.7

経常利益(△経常損
失)

  △522,131 △8.8  △339,097 △5.0  31,147 0.2

Ⅵ　特別利益  ※３  ― ―  7,851 0.1  2,375 0.0

Ⅶ　特別損失 ※4,6  452,239 7.6  ― ―  576,513 3.4

税引前中間(当期)
純損失（△)

  △974,370 △16.4  △331,245 △4.9  △542,990 △3.2

法人税、住民税及
び事業税

 4,398   3,323   13,937   

法人税等調整額  57,442 61,840 1.1 26,812 30,135 0.5 332,930 346,868 2.1

中間(当期)純損失
（△)

  △1,036,211 △17.5  △361,381 △5.4  △889,858 △5.3

前期繰越利益   308,208   ―   ―  

中間未処理損失
（△)

  △728,003   ―   ―  
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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）

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

自己
株式

株主
資本
合計

 その他

有価証券

評価差額金資本
準備金

利益
準備金

 その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

特別
償却
準備金

別途
積立金

繰越利益剰
余金

平成18年６月30日　

残高

（千円）

867,500 549,500 149,062 1,023 1,200,000 △614,124 735,961 △85,186 2,067,774 143,643 2,211,417

中間会計期間中の変動額

利益処分による配当 － － － － － △32,469 △32,469 － △32,469 － △32,469

中間純損失（△） － － － － － △361,381 △361,381 － △361,381 － △361,381

自己株式の取得 － － － － － － － △324 △324 － △324

特別償却準備金の

取崩 
－ － － △1,023 － 1,023 － － － － －

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

－ － － － － － － － － 9,914 9,914

中間会計期間中の変動額

合計　（千円）
－ － － △1,023 － △392,828 △393,851 △324 △394,176 9,914 △384,261

平成18年12月31日　

残高

（千円）

867,500 549,500 149,062 － 1,200,000 △1,006,952 342,109 △85,511 1,673,598 153,557 1,827,156

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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

自己
株式

株主
資本
合計

 その他

有価証券

評価差額金資本
準備金

利益
準備金

 その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

特別
償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年６月30日　

残高

（千円）

867,500 549,500 149,062 1,023 1,200,000 373,173 1,723,259 △83,579 3,056,679 76,409 3,133,089

事業年度中の変動額

利益処分による配当 － － － － － △64,965 △64,965 － △64,965 － △64,965

中間配当額 － － － － － △32,474 △32,474 － △32,474 － △32,474

当期純利益 － － － － － △889,858 △889,858 － △889,858 － △889,858

自己株式の取得 － － － － － － － △1,606 △1,606 － △1,606

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額）

－ － － － － － － － － 67,233 67,233

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － － － △987,298 △987,298 △1,606 △988,905 67,233 △921,671

平成18年６月30日　

残高

（千円）

867,500 549,500 149,062 1,023 1,200,000 △614,124 735,961 △85,186 2,067,774 143,643 2,211,417
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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

たな卸資産

販売用不動産

個別法による低価法

たな卸資産

販売用不動産

同左

たな卸資産

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

不動産事業支出金

個別法による原価法

不動産事業支出金

同左

不動産事業支出金

同左

材料貯蔵品

移動平均法による原価

法

材料貯蔵品

同左

材料貯蔵品

同左

有価証券

子会社株式

移動平均法による原価

法

有価証券

子会社株式

同左

有価証券

子会社株式

同左

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)

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）

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）

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　重要な減価償却資産の

減価償却の方法

有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。

建物　　　　10年～47年

その他　　　２年～15年

有形固定資産

同左

有形固定資産

同左

無形固定資産

定額法

なお、償却年数について

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。ただし、ソ

フトウエア（自社利用

分）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。

無形固定資産

同左

無形固定資産

定額法

なお、償却年数について

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。ただし、ソ

フトウエア（自社利用

分）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。

長期前払費用(投資その他の

資産)

定額法

長期前払費用(投資その他の

資産)

同左

長期前払費用(投資その他の

資産)

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 貸倒引当金

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

回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上して

おります。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

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年間の実績を基礎に

計上しております。

完成工事補償引当金

同左

完成工事補償引当金

同左

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備

えるため、支給見込額を

計上しております。

賞与引当金

同左

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備

えるため、翌期における

支給見込額のうち当期負

担分を計上しております。

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、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(10年)によ

る定額法により翌事業年

度から費用処理すること

としております。

退職給付引当金

同左

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、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(10年)によ

る定額法により、翌事業

年度から費用処理するこ

ととしております。

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・

リース取引につきましては、

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
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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)

５　ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理の方法に

よっております。ただし、

金利キャップの特例処理

の要件を充たす金利

キャップにつきましては、

特例処理を採用しており

ます。

ヘッジ会計の方法

同左

ヘッジ会計の方法

同左

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワッ

プ取引及び

金利キャッ

プ取引

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象

…変動金利借入金

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左

ヘッジ方針

金利スワップ取引及び金

利キャップ取引は、金利

変動のリスクヘッジに利

用することを基本として

おり、投機目的のデリバ

ティブ取引は行わない方

針であります。

ヘッジ方針

同左

ヘッジ方針

同左

ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象

の時価変動額比率によっ

て有効性を評価し、６ケ

月毎に有効性の検証を実

施しております。なお、

有効性の評価には、オプ

ションの時間的価値等を

含んだ包括的な時価を採

用しております。ただし、

特例処理によっている金

利キャップについては、

有効性の評価を省略して

おります。

ヘッジ有効性評価の方法

同左

ヘッジ有効性評価の方法

同左

６　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、控除対

象外消費税等は、当中間会

計期間の費用として処理し

ております。

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」に含めて表

示しております。

同左 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、控除対

象外消費税等は、当期の費

用として処理しております。
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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)

７　その他中間財務諸表(財

務諸表)作成のための重

要な事項

(匿名組合出資金の会計処

理)

匿名組合への出資を行うに

際して、匿名組合財産の持

分相当額を「投資有価証

券」として計上しておりま

す。

　匿名組合が獲得した純損

益の持分相当額については、

「匿名組合収益（又は費

用）」に計上するとともに

同額を「投資有価証券」に

加減し、営業者からの出資

金の払い戻しについては

「投資有価証券」を減額さ

せております。

――――― (匿名組合出資金の会計処

理)

匿名組合への出資を行うに

際して、匿名組合財産の持

分相当額を「投資有価証

券」もしくは「その他の関

係会社有価証券」として計

上しております。

　匿名組合が獲得した純損

益の持分相当額については、

「匿名組合収益（又は費

用）」に計上するとともに

同額を「投資有価証券」も

しくは「その他の関係会社

有価証券」に加減し、営業

者からの出資金の払い戻し

については「投資有価証

券」もしくは「その他の関

係会社有価証券」を減額さ

せております。
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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。これにより営業損

失及び経常損失は2,907千円減少し、

税引前中間純損失は、449,332千円増

加しております。

　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

合算間接控除形式により表示しており

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。

　従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は1,827,156千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における貸借対

照表の純資産の部については、改正後

の中間財務諸表等規則により作成して

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4,510千円増加し、税引前

当期純損失は431,604千円増加してお

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合算

間接控除形式により表示しております。

  （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2,211,417千円であります。

　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。

表示方法の変更

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)

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間まで、「有形固定資産」に属する資産は、

中間貸借対照表上で「有形固定資産」として一括して記載

するとともに減価償却累計額を注記しておりましたが、当

中間会計期間よりこれを中間貸借対照表上で「有形固定資

産」と「減価償却累計額」とに区分して表示することとい

たしました。

―――――
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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　減価償却累計額には減損損失累

計額が含まれております。

※１　減価償却累計額には減損損失累

計額が含まれております。

※１　減価償却累計額には、減損損失

累計額が含まれております。

※２　担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は以下のとおり

であります。

※２　担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は以下のとおり

であります。

※２　担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は以下のとおり

であります。

イ　金融機関借入金等につき担保

に供している資産

イ　金融機関借入金等につき担保

に供している資産

イ　金融機関借入金等につき担保

に供している資産

定期預金 240,000千円

不動産事業

支出金
1,008,227千円

建物 1,589,370千円

土地 1,491,775千円

投資有価証券 386,889千円

差入保証金 1,681,516千円

計 6,397,779千円

定期預金 38,400千円

不動産事業

支出金
1,183,980千円

建物 1,507,127千円

土地 1,980,852千円

投資有価証券 381,831千円

差入保証金 1,681,516千円

計 6,773,707千円

現金及び預金 240,000千円

不動産事業支出

金
969,195千円

建物 1,548,598千円

土地 1,491,775千円

投資有価証券 363,716千円

差入保証金 1,681,516千円

計 6,294,802千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 1,380,000千円

１年以内返済

予定長期借入金
520,172千円

長期借入金 1,775,828千円

１年以内償還

予定社債
157,600千円

社債 1,114,800千円

計 4,948,400千円

短期借入金 1,208,000千円

１年以内返済

予定長期借入金
1,176,672千円

長期借入金 1,359,156千円

１年以内償還

予定社債
501,600千円

社債 779,800千円

計 5,025,228千円

短期借入金 1,340,000千円

１年以内返済予

定長期借入金
451,172千円

１年以内償還予

定社債
274,400千円

長期借入金 1,537,492千円

社債 1,289,200千円

計 4,892,264千円

ロ　信用保証会社に対する手付金

等保証のための担保に供して

いる資産

ロ　信用保証会社に対する手付金

等保証のための担保に供して

いる資産

ロ　信用保証会社に対する手付金

等保証のための担保に供して

いる資産

差入保証金 28,970千円 差入保証金 28,970千円 差入保証金 28,970千円

ハ　土地賃貸借契約につき担保に

供している資産

ハ　土地賃貸借契約につき担保に

供している資産

ハ　土地賃貸契約につき担保に供

している資産

土地 119,887千円 土地 132,606千円 土地 119,887千円

※３　偶発債務

イ　　 ―――――

※３　偶発債務

イ　受取手形割引高

203,420千円

※３　偶発債務

イ　受取手形割引高

──────

ハ　顧客住宅ローンに関する抵当

権設定登記完了までの金融機

関及び住宅金融専門会社等に

対する債務保証

90,300千円

ハ　顧客住宅ローンに関する抵当

権設定登記完了までの金融機

関及び住宅金融専門会社等に

対する債務保証

72,300千円

ハ　顧客住宅ローンに関する抵当

権設定登記完了までの金融機

関及び住宅金融専門会社等に

対する債務保証

72,800千円
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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　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの

匿名組合収益 36,376千円

受取利息 8,031千円

受取配当金 6,941千円

受取利息 1,555千円

匿名組合収益 254,404 千円

受取利息 14,296 千円

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

支払利息割引料 124,881千円

社債利息 12,416千円

支払利息割引料 114,215千円

社債利息 12,527千円

貸倒引当金繰入額 18,847千円

支払利息割引料 243,635 千円

社債利息 24,512 千円

※３　　　　――――― ※３　特別利益のうち主なもの ※３　特別利益のうち主なもの

固定資産売却益 7,600 千円 貸倒引当金戻入益 2,375 千円

※４　特別損失のうち主なもの ※４　　　　――――― ※４　特別損失のうち主なもの

減損損失 452,239千円 減損損失 436,115 千円

保証金整理損 79,066 千円

工事補償費 61,000 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 52,708千円

無形固定資産 1,379千円

有形固定資産 53,258 千円

無形固定資産 15,502 千円

有形固定資産 108,798 千円

無形固定資産 9,934 千円

 ※６　減損損失

当社は当中間会計期間において

以下のとおり減損損失を計上し

ました。

 ※６　　　　―――――  ※６　減損損失

当社は当事業年度において以下

のとおり減損損失を計上しまし

た。

①　減損損失を認識した主な資産

又は資産グループ

①　減損損失を認識した主な資産

又は資産グループ

用途 種類 場所
減損損失
(千円)

賃貸用
資産

土地及び
建物・
構築物等

横浜市 321,068

賃貸用
資産

土地及び
建物・
構築物

福岡市 74,056

遊休資産 土地 横浜市 57,115

用途 種類 場所
減損損失
(千円)

賃貸用資
産

土地及び
建物・ 
構築物等 

横浜市 305,370

賃貸用資
産

土地及び
建物・ 
構築物等 

福岡市 65,549

遊休資産
土地及び
電話加入
権

横浜市 65,195

②　減損損失に至った経緯

賃貸不動産に係る賃料水準及

び継続的な地価の下落等によ

り、減損損失を認識しており

ます。

②　減損損失に至った経緯

賃貸不動産に係る賃料水準及

び継続的な地価の下落等によ

り、減損損失を認識しており

ます。

③　減損損失の金額 ③　減損損失の金額

建物・

構築物
60,376千円

土地 391,749千円

その他 113千円

計 452,239千円

建物・

構築物
55,123千円

土地 372,798千円

その他 8,193千円

計 436,115千円
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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)

④　資産のグルーピングの方法

当社は減損会計の適用に当

たって、原則として事業の種

類別セグメントを基礎とした

単位のグルーピングを行って

おります。なお、賃貸用資産、

高齢者福祉事業に係る資産及

び遊休資産については、個々

の物件をグルーピングの最小

単位としております。

④　資産グルーピングの方法

当社は減損会計の適用に当

たって、原則として事業の種

類別セグメントを基礎とした

単位のグルーピングを行って

おります。なお、賃貸用資産、

高齢者福祉事業に係る資産及

び遊休資産については、個々

の 物件をグルーピングの最

小単位としております。

⑤　回収可能価額の算定方法

回収可能価額を正味売却価額

により測定している場合には、

不動産鑑定評価等により算定

しております。また使用価値

により測定している場合には、

将来キャッシュ・フローを

5.1％で割り引いて算定して

おります。

⑤　回収可能価格の算定方法

回収可能価格を正味売却価格

により測定している場合には、

不動産鑑定評価等より算定し

ております。また使用価値に

より測定している場合には、

将来キャッシュ・フローを

4.0％で割り引いて算定して

おります。

（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）1 324,244 1,400 ― 325,644

合計 324,244 1,400 ― 325,644

(注)1 自己株式数の増加1,400株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

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  

 
前期末株式数

(株)

当期増加株式数

(株)

当期減少株式数

(株)

当期末株式数

(株)

　自己株式     

　　　普通株式(注) 319,144 5,100 ― 324,244

　　　　　合計 319,144 5,100 ― 324,244

 

　(注)自己株式数の増加5,100株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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①　リース取引

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）

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

 
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)

有形固定
資産・そ
の他

226,732 93,609 133,123

投資その
他の資産
・その他

6,840 6,840 ―

計 233,572 100,449 133,123

 
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)

有形固定
資産・そ
の他

226,321 99,068 127,253

計 226,321 99,068 127,253

 
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)

有形固定
資産・そ
の他

237,078 113,621 123,457

投資その
他の資産
・その他

6,840 6,840 ―

計 243,918 120,461 123,457

(注)　取得価額相当額は、有

形固定資産の中間期末

残高等に占める未経過

リース料中間期末残高

の割合が低いため、

「支払利子込み法」に

より算定しております。

(注)　     同左 (注)　取得価額相当額は、有

形固定資産の期末残高

等に占める未経過リー

ス料期末残高の割合が

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

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年以内 37,210千円

１年超 95,912千円

計 133,123千円

１年以内 41,951千円

１年超 85,302千円

計 127,253千円

１年以内 37,271千円

１年超 86,186千円

計 123,457千円

(注)未経過リース料中間期

末残高相当額は、有形

固定資産の中間期末残

高等に占めるその割合

が低いため、「支払利

子込み法」により算定

しております。

(注)　   同左 (注)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。

３　支払リース料及び減価償

却費相当額

支払リース料

21,525千円

３　支払リース料及び減価償

却費相当額

支払リース料

20,510千円

３　支払リース料及び減価償

却費相当額

支払リース料

41,538千円

減価償却費相当額

21,525千円

減価償却費相当額

20,510千円

減価償却費相当額

41,538千円

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
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②　有価証券

　当中間会計期間末、前中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても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）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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