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１．平成19年1月中間期の業績（平成18年8月1日～平成19年1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 ％

19年1月中間期 5,622 （△65.5） 52 （△96.1） △621 （―）

18年1月中間期 16,303 ( 3.8) 1,360 （49.5) 912 （47.1)

18年7月期 32,640 3,404 2,361

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

19年1月中間期 △407 （―） △47 67

18年1月中間期 536 ( 46.1) 68 25

18年7月期 1,366 166 47

（注）①期中平均株式数 19年1月中間期 8,557,378株 18年1月中間期 7,864,483株 18年7月期8,207,594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

19年1月中間期 73,900 8,428 11.4 981 88

18年1月中間期 44,491 8,298 18.7 970 10

18年7月期 47,234 8,949 18.9 1,045 89

（注）①期末発行済株式数 19年1月中間期 8,558,300株 18年1月中間期 8,554,700株 18年7月期 8,556,700株

②期末自己株式数 19年1月中間期 200株 18年1月中間期 200株 18年7月期 200株

２．平成19年7月期の業績予想（平成18年8月1日～平成19年7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 35,000   2,500 1,378  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　161 円　04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７月期 ― ― ― 20 ― 20

19年７月期（中間） ― ― ― ― ―  

19年７月期（予想） ― ― ―  20 ―  20 

 

 

※　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。
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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18年１月31日）

当中間会計期間末
（平成19年１月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年７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  1,950,904 1,337,721 2,870,357

２　売掛金 2,216,917 118,585 665,619

３　たな卸資産 ※２ 37,019,391 62,598,873 38,653,504

４　前払費用 306,047 1,201,609 381,922

５　短期貸付金  ― 4,284,198 440,340

６　その他  901,505 2,371,626 2,194,197

貸倒引当金 △94 △326 △326

流動資産合計 42,394,671 95.3 71,912,288 97.3 45,205,616 95.7

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※1,2 95,700 336,891 354,845

(2）土地 ※２ 458,829 396,045 407,993

(3）その他 ※1,2 63,998 57,880 63,069

計 618,528 790,817 825,908

２　無形固定資産 17,816 17,859 15,630

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 1,123,553 696,606 747,769

(2）その他  392,222 538,137 494,483

貸倒引当金 △55,000 △55,000 △55,000

計 1,460,776 1,179,744 1,187,253

固定資産合計 2,097,121 4.7 1,988,421 2.7 2,028,792 4.3

資産合計 44,491,792 100.0 73,900,710 100.0 47,234,408 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年１月31日）

当中間会計期間末
（平成19年１月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年７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　買掛金 389,133 1,108,129 1,063,123

２　短期借入金 ※2,5 11,637,200 54,970,083 24,118,000

３　未払法人税等 401,000 11,114 547,517

４　前受金 2,722,137 1,742,693 574,696

５　役員賞与引当金 32,500 ― 32,500

６　その他  445,224 307,339 223,692

流動負債合計 15,627,195 35.1 58,139,360 78.7 26,559,530 56.2

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 ※２ 20,280,800 7,081,000 11,545,000

２　役員退職慰労引当
金

42,630 ― 49,563

 ３　その他 242,225 251,365 130,920

固定負債合計 20,565,655 46.2 7,332,365 9.9 11,725,483 24.9

負債合計 36,192,851 81.3 65,471,726 88.6 38,285,014 81.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,681,074 3.8 ― ― ― ―

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 1,871,064 ― ―

資本剰余金合計 1,871,064 4.2 ― ― ― ―

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 19,287 ― ―

２　任意積立金 1,700,000 ― ―

３　中間（当期）未処
分利益

2,800,791 ― ―

利益剰余金合計 4,520,078 10.2 ― ― ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

227,103 0.5 ― ― ― ―

Ⅴ　自己株式 △380 △0.0 ― ― ― ―

資本合計 8,298,941 18.7 ― ― ― ―

負債・資本合計 44,491,792 100.0 ― ― ― ―
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前中間会計期間末
（平成18年１月31日）

当中間会計期間末
（平成19年１月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年７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   － －  1,681,406 2.3  1,681,258 3.5

２　資本剰余金           

(1)資本準備金  －   1,871,396   1,871,248   

資本剰余金合計   － －  1,871,396 2.5  1,871,248 4.0

３　利益剰余金           

(1）利益準備金  －   19,287   19,287   

(2）その他利益剰余
金

          

別途積立金  －   1,800,000   1,700,000   

繰越利益剰余金  －   2,951,295   3,630,320   

利益剰余金合計   － －  4,770,582 6.5  5,349,607 11.3

４　自己株式   － －  △380 △0.0  △380 △0.0

株主資本合計   － －  8,323,004 11.3  8,901,734 18.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評
価差額金

  － －  80,194   47,659  

評価・換算差額等合
計

  － －  80,194 0.1  47,659 0.1

Ⅲ　新株予約権   － －  25,785 0.0  ― ―

純資産合計   － －  8,428,983 11.4  8,949,393 18.9

負債純資産合計   － －  73,900,710 100.0  47,234,408 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７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 16,303,273 100.0 5,622,700 100.0 32,640,854 100.0

Ⅱ　売上原価 13,525,852 83.0 4,739,844 84.3 26,723,569 81.9

売上総利益 2,777,421 17.0 882,855 15.7 5,917,285 18.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,417,328 8.7 829,996 14.8 2,512,406 7.7

営業利益 1,360,093 8.3 52,859 0.9 3,404,878 10.4

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息及び配当金 667 26,594 2,200

２　保険金収入 ― 8,840 3,575

３　匿名組合投資利益 35,308 13,847 56,584

４　その他 10,056 46,031 0.3 8,820 58,102 1.1 32,008 94,368 0.3

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 340,318 515,568 718,992

２　支払手数料 130,323 216,526 394,521

３　その他 23,161 493,803 3.0 41 732,136 13.0 24,005 1,137,519 3.5

経常利益又は経常損
失(△)

912,321 5.6 △621,174 △11.0 2,361,727 7.2

Ⅵ　特別利益

１　貸倒引当金戻入益 514 ― 282

２　投資有価証券売却益 27,000   ―   27,071   

３　役員退職慰労引当金戻
入

―   729   ―   

４　その他 ― 27,514 0.2 ― 729 0.0 13,779 41,133 0.1

Ⅶ　特別損失

１　固定資産売却損 ― 9,260 6,135

２　固定資産除却損 214 ― 214

３　その他 ― 214 0.0 ― 9,260 0.2 7,244 13,594 0.0

税引前中間(当期)純利
益又は中間純損失 
(△)

939,621 5.8 △629,705 △11.2 2,389,266 7.3

法人税、住民税及び
事業税

388,284 1,220 1,019,368

法人税等調整額 14,556 402,840 2.5 △223,035 △221,815 △3.9 3,588 1,022,957 3.1

中間（当期）純利益
又は中間純損失(△)

536,780 3.3 △407,890 △7.3 1,366,309 4.2

前期繰越利益 2,264,011 ― ―

中間（当期）未処分
利益

2,800,791 ― ―
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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８月１日　至　平成19年１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

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年７月31日　残高
（千円）

1,681,258 1,871,248 1,871,248 19,287 1,700,000 3,630,320 5,349,607 △380 8,901,734

中間会計期間中の変動額

新株の発行 147 147 147 ― ― ― ― ― 294

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △171,134 △171,134 ― △171,134

利益処分による別途積立金 ― ― ― ― 100,000 △100,000 ― ― ―

中間純利益 ― ― ― ― ― △407,890 △407,890 ― △407,890

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額
（純額）

― ― ― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

147 147 147 ― 100,000 △679,024 △579,024 ― △578,730

平成19年１月31日　残高
（千円）

1,681,406 1,871,396 1,871,396 19,287 1,800,000 2,951,295 4,770,582 △380 8,323,004

評価・換算差額等

新株予約権 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７月31日　残高
（千円）

47,659 47,659 ― 8,949,393

中間会計期間中の変動額

新株の発行 ― ― ― 294

剰余金の配当 ― ― ― △171,134

利益処分による別途積立金 ― ― ― ―

中間純利益 ― ― ― △407,890

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

32,534 32,534 25,785 58,319

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

32,534 32,534 25,785 △520,410

平成19年１月31日　残高
（千円）

80,194 80,194 25,785 8,428,983
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前事業年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７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

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成17年７月31日　残高
（千円）

812,074 1,002,324 1,002,324 19,287 1,600,000 2,580,105 4,199,392 △380 6,013,411

事業年度中の変動額

新株の発行 869,184 868,924 868,924 ― ― ― ― ― 1,738,108

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △151,094 △151,094 ― △151,094

役員賞与の支給 ― ― ― ― ― △65,000 △65,000 ― △65,000

利益処分による別途積立金 ― ― ― ― 100,000 △100,000 ― ― ―

当期純利益 ― ― ― ― ― 1,366,309 1,366,309 ― 1,366,309

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

― ― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計
（千円）

869,184 868,924 868,924 ― 100,000 1,050,215 1,150,215 ― 2,888,323

平成18年７月31日　残高
（千円）

1,681,258 1,871,248 1,871,248 19,287 1,700,000 3,630,320 5,349,607 △380 8,901,734

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７月31日　残高
（千円）

5,026 5,026 6,018,437

事業年度中の変動額

新株の発行 ― ― 1,738,108

剰余金の配当 ― ― △151,094

役員賞与の支給 ― ― △65,000

利益処分による別途積立金 ― ― ―

当期純利益 ― ― 1,366,309

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

42,633 42,633 42,633

事業年度中の変動額合計
（千円）

42,633 42,633 2,930,956

平成18年７月31日　残高
（千円）

47,659 47,659 8,949,393
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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８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７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）

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）

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

　匿名組合出資金は、個別

法に基づく原価法、その他

は移動平均法による原価法

によっております。 

時価のないもの

　匿名組合出資金は、純資産

における持分相当額、その他

は移動平均法による原価法に

よっております。 

時価のないもの

同左

(2)たな卸資産

販売用不動産、仕掛不動産

　個別法による原価法

(2)たな卸資産

販売用不動産、仕掛不動産

同左

(2)たな卸資産

販売用不動産、仕掛不動産

同左

匿名組合出資金

   個別法による原価法

 

 

 

 

貯蔵品

　移動平均法による原価法

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（建物附属設属

    を除く）については定額法によ

　　っております。　　　　

 　　 なお、主な耐用年数は以下の

    とおりであります。

 　   建物及び構築物　　７～36年

(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（建物附属設属

    を除く）については定額法によ

　　っております。　　　　

 　　 なお、主な耐用年数は以下の

    とおりであります。

 　   建物及び構築物　　７～50年

(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（建物附属

設備を除く）については 定額法に

よっております。

 　　 なお、主な耐用年数は以下の

    とおりであります。

建物　　　　　 ７～50年

構築物　　　　 15～20年

車両運搬具　　 ２～６年

工具器具備品　 ２～15年

(2)無形固定資産

　定額法

　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．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、個別の回収可

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
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

(2)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、当社規程に基づく中間期

末要支給額を計上しております。

(2)役員退職慰労引当金

　　　　―

 

（追加情報）

　当社は、平成18年10月27日の株

主総会の承認を得て平成18年7月

末までの在任期間に対応する役員

退職慰労金の支給を行い、役員退

職慰労金制度の廃止を行いまし

た。 

(2)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、当社規程に基づく期末要

支給額を計上しております。

（3）役員賞与引当金

 　　 役員の賞与の支給に備えるた

　　　め、支給見込額のうち当中間

　　　会計期間負担額を計上してお

　　　ります。

（3）役員賞与引当金

同左

（3）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額を

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。

同左 同左

５．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法

　当中間会計期間においては、特

例処理の要件を満たしている金利

スワップのみがヘッジ会計の対象

であり、この金利スワップについ

ては特例処理によっております。

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(1)ヘッジ会計の方法

　当事業年度においては、特例処

理の要件を満たしている金利ス

ワップのみがヘッジ会計の対象で

あり、この金利スワップについて

は特例処理によっております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

　当中間会計期間にヘッジ会計を

適用したヘッジ手段とヘッジ対象

は以下のとおりであります。

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

　当事業年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ手段とヘッジ対象は以

下のとおりであります。

 　　ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左

(3)ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限

規程等を定めた内部規程に基づき

金利変動リスクを一定の範囲内で

ヘッジしております。

(3)ヘッジ方針

同左

(3)ヘッジ方針

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

　当中間会計期間においては、特

例処理によっている金利スワップ

のみであり、これについては有効

性の評価を省略しております。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

当事業年度においては、特例処

理によっている金利スワップのみ

であり、これについては有効性の

評価を省略しております

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

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、固定資産に係る控除対象外

消費税は、一括して投資その他の資

産の「その他」に計上して５年間均

等償却し、販売費及び一般管理費に

計上しております。

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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会計処理の変更

前中間会計期間

 （自　平成17年８月１日

至　平成18年１月31日）

当中間会計期間

 （自　平成18年８月１日

至　平成19年１月31日）

前事業年度

 （自　平成17年８月１日

至　平成18年７月31日）

 （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） 

　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）

 会社法（平成17年法律第86号）が平成

18年５月を目途に施行されることが見

込まれるため、当中間会計期間より「役

員賞与に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 企業会計基準第４号 平成

17年11月29日）を適用しております。

 これにより、役員賞与支給見込額のう

ち当中間会計期間負担額32,500千円を

販売費及び一般管理費に計上しており

ます。　

  この結果、従来に比して、営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益が32,500

千円減少しております。

―　　　　　　
 

 　　　　　
 

 
 　
 

 ―　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　 　

 　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）

 当事業年度より、「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号 平成

17年11月29日）が適用されることとなっ

たため、同基準を適用しております。

これにより、従来の方法によった場合に

比べ営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益はそれぞれ32,500千円減少してお

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）

　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）が適用されることになったため、同

基準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8,949,393千円であります。

　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。

表示方法の変更

前中間会計期間 

 （自　平成17年８月１日

至　平成18年１月31日） 

当中間会計期間 

 （自　平成18年８月１日

至　平成19年１月31日） 

（中間損益計算書）

 前中間会計期間まで区分掲記していた「保険金収入」（当中間

会計期間3,575千円）は営業外収益の100分の10以下であるため、

当中間会計期間において営業外収益の「その他」に含めて表示し

ております。

（中間損益計算書）

  前中間会計期間において営業外収益の「その他」に含まれてい

た「保険金収入」（前中間会計期間 3,575千円）は営業外収益の

100分の10超であるため、当中間会計期間においては区分掲記し

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18年１月31日）

当中間会計期間末
（平成19年１月31日）

前事業年度末
（平成18年７月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

       45,746千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

            68,285千円

※１　有形固定遺産の減価償却累計額

46,962千円 

 

※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

※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

 ※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

たな卸資産 29,978,212千円

土地 289,066千円

有形固定資産の

「その他」

52,025千円

計 30,319,304千円

たな卸資産  60,907,457千円

建物及び構築物 258,985千円

土地 289,066千円

有形固定資産の

「その他」

31,599千円

計 61,487,108千円

たな卸資産 32,250,326千円

建物及び構築物 265,370千円

土地 289,066千円

有形固定資産の

「その他」

38,640千円

計 32,843,404千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

短期借入金 9,827,200千円

長期借入金 19,250,800千円

計 29,078,000千円

短期借入金 51,920,083千円

長期借入金 4,751,000千円

計 56,671,083千円

短期借入金 21,345,000千円

長期借入金 11,215,000千円

計 32,560,000千円

３　偶発債務

　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

　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

　　　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）

㈱東京テナントセンター 76,400千円

（保証先） （金額）

㈱明豊コーポレーション

㈱明豊プロパティーズ 

4,885,053千円

360,100千円

  　　　　　（保証先） 　　　　　 （金額）

　　㈱東京テナントセンター　　71,000千円

  ４　消費税等の会計処理

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

の上、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。

  ４　消費税等の会計処理

同左

　　― 

※５　運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行1行と貸出コミットメント契約を締

結しております。当該契約に基づく当中

間会計期間末の借入金実行残額は次のと

おりであります。

※５　運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行２行と貸出コミットメント契約を

締結しております。当該契約に基づく当

中間会計期間末の借入金実行残額は次の

とおりであります。

 ※５ 運転資金の効率的な調達を行うため取引

　　　銀行２行と貸出コミットメントライン契

　　　約を締結しております。当該契約に基づ

　　　く当事業年度末の借入金実行残額は次の

　　　通りであります。

貸出コミットメントラ

インの総額
1,000,000千円

借入実行残額 500,000千円

差引額 500,000千円

貸出コミットメントラ

インの総額
1,330,000千円

借入実行残額 1,330,000千円

差引額       ― 千円

貸出コミットメントライ

ンの総額

4,000,000千円

借入金実行残額   330,000千円

  差引金額 3,670,000千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年８月１日

　　至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日

　　至　平成19年１月31日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日

　　至　平成18年７月31日）

減価償却実施額 減価償却実施額 減価償却実施額

有形固定資産   5,127千円

無形固定資産      2,245千円

有形固定資産      22,472 千円

無形固定資産         2,479 千円

有形固定資産         23,618千円

無形固定資産       4,431千円
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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８月１日　至　平成19年１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 200 ― ― 200

合計 200 ― ― 200

前事業年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７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 100 100 ― 200

合計 100 100 ― 200

（注）自己株式の増加は平成17年７月15日開催の取締役会決議により、平成17年９月20日をもって、普通株式１株を

　　　２株に分割したことによるものです。

（リース取引関係)

前中間会計期間

（自　平成17年８月１日

至　平成18年１月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年８月１日

至　平成19年１月31日）

前事業年度

（自　平成17年８月１日

至　平成18年７月31日）

　内容の重要性が乏しく、契約１件当たり

の金額が少額なリース取引のため、中間財

務諸表等規則第５条の３において準用する

財務諸表等規則第８条の６第６項の規定に

より記載を省略しております。

同左 内容の重要性が乏しく、契約１件当たり

の金額が少額なリース取引のため、財務諸

表等規則第８条の６第６項の規定により記

載を省略しております。

（有価証券関係)

　前中間会計期間（自　平成17年８月１日　至　平成18年１月31日）、当中間会計期間（自　平成18年８月１日　

至　平成19年１月31日）及び前事業年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31日）において子会社株式及

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）

前中間会計期間

（自　平成17年８月１日

至　平成18年１月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年８月１日

至　平成19年１月31日）

前事業年度

（自　平成17年８月１日

至　平成18年７月31日）

１株当たり純資産額 970.10円

１株当たり中間純利益金額 68.25円

１株当たり純資産額       981.88円

１株当たり中間純利益金額      △47.67円

１株当たり純資産額 1,045.89円

１株当たり当期純利益金額 166.47円

潜在株式調整後

１株当たり当中間期純利益

金額

 

68.21円

 なお潜在株式調整後１株当たり中間純利益

は、１株当たり中間純損失を計上している

ため記載しておりません。

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額

 

  166.37円

 

 

注１．当中間会計期間の1株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

　金額の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間

(自　平成17年８月１日

至　平成18年１月31日)

当中間会計期間

(自　平成18年８月１日

至　平成19年１月31日)

前事業年度

(自　平成17年８月１日

至　平成18年７月31日)

1株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益金額又は中間純損失金額

（△）（千円）
536,780       △407,890 1,366,309

普通株主に帰属しない金額（千円）               ― ―                ―

（うち利益処分による役員賞与金）              (―)             (―)                   ―

普通株式に係る中間（当期）純利益金額又は中

間純損失金額（△）（千円）
536,780     △407,890 1,366,309
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前中間会計期間

(自　平成17年８月１日

至　平成18年１月31日)

当中間会計期間

(自　平成18年８月１日

至　平成19年１月31日)

前事業年度

(自　平成17年８月１日

至　平成18年７月31日)

期中平均株式数（株） 7,864,483 8,557,378 8,207,594

 

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額

中間(当期)純利益調整額（千円） 　　　　　　　― ―                ―

普通株式増加数（株） 5,622 　　　　　― 4,867

（うちストックオプションに係る潜在株式） (5,622)           ― (4,867)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

　　　　　  　― 　　　　　― 　　　　　　　―
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

           ────────

 

 

 

 

           ────────

 

 

 

 

 　　　　　────────
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