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（百万円未満切捨て） 
１．平成 19 年６月中間期の連結業績（平成 19 年１月１日～平成 19 年６月 30 日） 
(1)連結経営成績                              （％表示は対前年中間期増減率） 
 

売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年６月中間期 
18 年６月中間期 

  10,189 △10.5 
  11,388 166.2 

  △167   ― 
   185  33.6 

  △208   ― 
   163  32.6 

   △685   ― 
    34 △79.1 

18 年 12 月期   25,187    742    685     516 
 

 
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 

 円   銭 円   銭

19 年６月中間期 
18 年６月中間期 

   △23  40 
    1  13 

       ― 
    ― 

18 年 12 月期 17 01 ― 
(参考) 持分法投資損益 19 年６月中間期  ―百万円  18 年６月中間期  ―百万円  18 年 12 月期  ―百万円 
 
(2)連結財政状態 

 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

19 年６月中間期 
18 年６月中間期 

   12,852 
   15,744 

   1,584 
   2,245 

   11.0 
   13.0 

   52   01 
   67   42 

18 年 12 月期    17,607 2,759    14.3    83   22 
(参考) 自己資本   19 年６月中間期 1,412 百万円  18 年６月中間期 2,046 百万円  18 年 12 月期 2,526 百万円 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年６月中間期 
18 年６月中間期 

   2,427 
   △744 

   △338 
   △907 

  △2,564 
   1,716 

   1,599 
   2,744 

18 年 12 月期   △1,676    △425    1,498    2,076 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 期末 年間 

  円 銭  円 銭

18 年 12 月期 1 00 1 00

19 年 12 月期  

19 年 12 月期（予想） 1 00 1 00

 
３．19 年 12 月期の連結業績予想（平成 19 年１月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 

（％表示は対前期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり 

当期純利益 
 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円  ％ 円 銭

通 期 27,500  9.2 828  11.6 737   7.5 101 △80.4 3   71
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

新規    ２社（社名 ㈱ｱﾚｯｸｽ ㈱福岡ｸﾞﾚｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ）   除外   ０社（社名      ） 
(注) 詳細は、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

 
(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   無 

〔(注)詳細は、20 ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 
 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数(自己株式を含む) 19 年６月中間期 27,155,733 株 18 年６月中間期 30,360,011 株 18 年 12 月期 30,360,011 株 
②期末自己株式数          19 年６月中間期 .         －株 18 年６月中間期     5,278 株 18 年 12 月期      5,278 株 

 (注) 1 株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35 ページ「１株当たり
情報」をご覧ください。 

 
 
(参考)個別業績の概要 
 

１.19 年６月中間期の個別業績(平成 19 年１月１日～平成 19 年６月 30 日) 
(1)個別経営成績                           （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年６月中間期 
18 年６月中間期 

1,141  523.2 
183  40.8 

1,011   － 
67  552.4 

996   － 
55   － 

549  － 
18  － 

18 年 12 月期 343 117 92 28 
 

 １株当たり中間 
（当期）純利益 

 円  銭 

19 年６月中間期 
18 年６月中間期 

18  75 
0  62 

18 年 12 月期 0  95 
 

(2)個別財政状態 

 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

19 年６月中間期 
18 年６月中間期 

4,114 
4,446 

1,731 
1,603 

42.1 
36.1 

63  76
52  83

18 年 12 月期 4,814 1,613 33.5 53  16
(参考) 自己資本 19 年６月中間期 1,731 百万円 18 年６月中間期 1,603 百万円 18 年 12 月期 1,613 百万円 

 
２．19 年 12 月期の個別業績予想（平成 19 年１月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 

（％表示は対前期増減率）  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1 株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％  円 銭 
通    期 1,480 330.7 1,220 936.6 1,210  － 760  － 27  98

 
 
 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

通期の連結の業績予想につきましては現時点で入手可能な情報に基づいて算出したものであり、実際

の業績は今後発生するさまざまな要因により異なる結果となる可能性があります。 
なお、連結業績予想に関する事項につきましては、添付書類４ページをご参照ください。 
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１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析 

①当中間連結会計期間の経営成績（平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日） 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油・素材価格の高騰やゼロ金利政策

の解除による金利負担の上昇懸念の不安材料がありましたが、堅調な企業収益を背景

とした民間設備投資の増加、雇用・所得環境の改善による個人消費の持ち直しなどに

より、景気は穏やかながら回復基調で推移しました。 

建設業界におきましては、緊縮財政により公共工事は依然として減少傾向にあり、

また、民間建設投資は企業の堅調な設備投資により好調に推移し、住宅建設も大都市

圏のマンション建設を中心に堅調に推移しましたが、受注環境は総じて厳しい状況の

まま推移しました。 

このような市場環境の中、当社グループは得意分野を持つ専門特化型の建設会社

「プロフェッショナル・コントラクター（プロコン）」を核とした企業集団を志向し

ており、キャラクターの異なる複数の事業会社がそれぞれの経営資源を特定のターゲ

ットに絞り込むことで、よりコストパフォーマンスの高い商品を顧客に提供し、既存

ゼネコンに対し競争優位性を持った建築総合グループを確立することを目指してお

ります。 

当社グループの事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 
（鉄骨・プレハブ建築事業） 

    連結子会社日東工営株式会社及び株式会社日東リースサービスで展開しておりま

す鉄骨・プレハブ建築事業に関しましては、売上高が前年同期比 13.2％減収の 6,504

百万円となりました。 

利益面につきましては、営業損失が 1 百万円となりました。 

（一般建築事業） 

    連結子会社藤栄建設株式会社で展開しております一般建築事業に関しましては、

売上高が前年同期比 24.1％増収の 2,664 百万円となりました。 

利益面につきましては営業損失が 327 百万円となりました。 

（モデルル－ム事業） 

連結子会社株式会社グレースデザイン及び事業承継しました株式会社福岡グレー

スデザインで展開しておりますモデルルーム事業に関しましては、売上高が前年同

期比 11.8％減収の 780 百万円となりました。 

  利益面につきましては、営業損失が 35 百万円となりました。 

（建設資材関連事業） 

    連結子会社株式会社グレーストレーディング及び株式会社アレックスで展開して

おります建設資材関連事業に関しましては、売上高が前年同期比 72.2％減収の 233   

百万円となりました。 
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    利益面につきましては、営業損失が 10 百万円となりました。 

（金融事業） 

  連結子会社株式会社グレ－スインベストメントで展開しております金融事業に

関しましては、売上高が前年同期比 69.3％減収の 7 百万円となりました。 

利益面につきましては、営業利益が 5 百万円となりました。 

    

以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は10,189百万円（前年同期比10.5％減）、

営業損失は 167 百万円（前年同期比 353 百万円減）、経常損失は 208 百万円（前年同

期比 372 百万円減）、当期純損失は 685 百万円（前年同期比 719 百万円減）となりま

した。純損失の主な要因は、九州圏を除くモデルルーム事業から撤退したことによ

り、443 百万円の特別損失処理を行なったことによるものであります。 

 
 

②当期の見通し 

          下半期におきましても、民間建設需要は堅調に推移するものと思われますが、公

共工事については減少傾向であり、また、原油・素材価格の高騰などの不安材料も

あることから、建設業界は楽観視できない状況が続くものと思われます。 

このような経営環境のなか、当社グループは、新たな建築総合グループとして、

より一層の経営効率化を進め、経営基盤を強固にすることが至上命題であると考え

ます。 

今後とも売上高の増加に伴い適正な利益を確保できる収益構造の構築を目指して

まいります。 

平成 19 年 12 月期の連結業績見通しにつきましては、売上高 27,500 百万円（前年

比 9.2％増）、営業利益 828 百万円（前年比 11.6％増）、経常利益 737 百万円（前年

比 7.5％増）、当期純利益 101 百万円（80.4％減）を見込んでおります。 
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（２）財政状態に関する分析    
①資産、負債及び純資産の状況         

           （資産の部） 

当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 4,754 百万円

減少して 12,852 百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少 476 百万

円、受取手形及び完成工事未収入金の減少 3,765 百万円、短期・長期貸付金の減少

1,489 百万円、のれんの増加 617 百万円等によるものであります。 

（負債の部） 

当中間連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ 3,579 百万円減

少して 11,268 百万円となりました。これは主に、支払手形及び工事未払金の減少

996 百万円、短期・長期借入金の減少 2,061 百万円、未払法人税等の減少 219 百万

円、未成工事受入金の減少 222 百万円等によるものです。 

   （純資産の部） 

当中間連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ 1,174 百万円

減少して 1,584 百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少 1,119 百万円等

によるものであります。 

    株主資本は、前連結会計年度末に比べ 1,118 百万円減少して 1,414 百万円、自己資 

本比率は 11.0％となりました。 

 

   ②キャッシュ・フローの状況に関する分析 

         当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前期末残高と

比較して 476 百万円減少し、1,599 百万円となりました。 

         当中間連結会計期間における各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次

のとおりであります。 

       （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フロ－は、プラス 

2,427 百万円（前年同期 744 百万円マイナス）となりました。これは主として、税

金等調整前当期純損失の計上 656 百万円、貸倒損失の計上 443 百万円、売上債権

の減少 3,764 百万円、仕入債務の減少 996 百万円、未成工事受入金の減少 222 百

万円によるものであります。 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フロ－は、マイナス 

338 百万円（前年同期 907 百万円マイナス）となりました。これは主として、貸付

による支出 352 百万円と貸付金の回収による収入 710 百万円、のれんの取得によ

る支出 700 百万円によるものであります。 
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   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フロ－は、マイナス

2,564 百万円（前年同期 1,716 百万円プラス）となりました。これは主として、短

期借入による収入 1,850 百万円と短期借入金の返済による支出 2,929 百万円、長

期借入金の返済による支出 1,082 百万円、自己株式の取得による支出 403 百万円

によるものであります。 

   （キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

 平成 18 年 6 月期 平成 19 年 6 月期 平成 18 年 12 月期

自己資本比率（％） 13.0 11.0 14.4 

時価ベースの自己資本比率（％） 27.4 26.2 19.0 

ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ対有利子負債比率（％） ― ― 172.0 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ（倍） ― ― 57.1 

自己資本比率：自己資本／総資産 

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

     キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

     インタレス・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出してお

ります。 

※ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連

結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用

しております。 

※ 営業キャッシュ・フローがマイナスの場合は、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及び

インタレスト・カバレッジ・レシオを記載しておりません。 

 

 
（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社グループは、財務体質の強化を図るとともに、株主に対する利益還元を経営

の重要課題の一つと位置付けております。 
     利益配分については、財務体質の強化と将来の上位市場への進出に備えて、純

資産および将来価値の増大につなげることを基本としております。 
配当につきましては、市場政策、配当性向等を勘案の上、一定水準の利益に応じ

た配当を予定しております。 
なお、内部留保につきましては、財務体質の強化と将来の企業価値増大の為の

投資とを優先し、中長期的な企業価値の向上の視点に立って考えております。 
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（４）事業等のリスク 
 以下において、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因になる可能性

があると考えられる主な項目を記載しております。また、当社グループと致しまし

ては、必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資家の投資判

断上、重要であると考えられる場合には、投資家に対する情報開示の観点から積極

的に開示しております。 

 なお、文中における将来に関する事項は、提出日現在において、当社が判断した

ものであります。 

 

１．法的規制等について 

   当社グループは、建設工事を受注する上で建設業法、建築基準法、建築士法、

消防法などの関連の法的規制を受けております。また、不動産売買を行う上で

｢宅地建物取引業者｣として宅地建物取引業法、及び｢貸金業者｣として貸金業の

規制に関する法律に基づき、同法をはじめとしてそれに関連する各種法令によ

り規制を受けております。 

 

２．協力会社の倒産及び建設工事の遅延 

   当社グループの主力事業である建設事業において協力会社が倒産した場合、

工事の進捗に支障をきたす場合があります。このため、工事の遅延により経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

３．施工物件の品質・安全性及び事故について 

   当社グループの主力事業である建設事業において、施工物件の品質・安全性

に充分な配慮をいたしておりますが、完成工事物件における瑕疵の発生、瑕疵

を原因とする事故の発生、また、作業中における労働災害事故などが起こる可

能性を否定できません。このような瑕疵、事故が発生した場合、損害賠償によ

り経営成績に影響を及ぼす可能性があります 
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２．企業集団の状況 

 当社グループは、持株会社である当社と、連結子会社である事業会社７社によって企業集団を形成しておりま

す。また、各社の事業概要と事業系統図は以下の通りであります。 

 

（事業概要） 

１．日東工営株式会社 ： 鉄骨建築・プレハブ建築の設計・施工（業務用工場・倉庫建築に、実績と強みを持 

つ） 

２．藤栄建設株式会社 ： 一般建築の設計・施工（高級建築、コンバージョンに実績と強みを持つ）          

及び不動産事業 

３．株式会社グレーストレーディング ： 建設資材の販売、施工及びコーディネート、リフォーム 

  （注記）同社は、平成 19 年 7 月 12 日付で株式会社東京トレーディングに社名変更いたしました。 

  ４．株式会社福岡グレースデザイン ： 分譲マンションのモデルルーム設計・施工 

   （注記）同社は、株式会社グレースデザインの事業のうち、上記事業を展開することを目的として、平成 19 年 

6 月 1 日付にて株式会社グレーストレーディングの子会社として設立いたしました。 

５．株式会社アレックス ： 建設資材の販売・施工、モデルルームのコーディネート及び分譲マンションのオプ 

ション販売 

   （注記）同社は、株式会社グレースデザインの事業のうち、上記事業を展開することを目的として、平成 19 年 

6 月１日付にて株式会社グレーストレーディングの子会社として設立いたしました。 

６．株式会社日東リースサービス ： 仮設・プレハブ建築用資材の加工、修理並びに賃貸 

７．株式会社グレースインベストメント ： 当社グループ取引先への事業資金貸付・手形割引及び不動産事業 

  （注記）同社は、当中間期をもって金融事業及び不動産事業から撤退し、平成 19 年 7 月 27 日付で大川ス 

ティール株式会社に社名変更し、鉄骨事業及び金属製品事業を展開してまいります。 

８．株式会社グレースデザイン ： 分譲マンションのモデルルーム設計・施工及び建設資材の販売・施工、モデ 

ルルームのコーディネート、分譲マンションのオプション販売 

  （注記）同社は、平成 19 年 5 月 31 日をもって株式会社福岡グレースデザイン及び株式会社アレックスに事 

業を承継し、会社清算手続を行っております。 

９．株式会社グレースアーキテクト ： 高級建築を中心とした、企画設計及び設計監理              

  （注記）同社は、当期より事業を休止しており、平成 19 年 5 月 31 日をもって会社清算手続を行っておりま 
 

す。 
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（事業の系統図） 

 

連結子会社 

株式会社 

グレーストレーディング 

連結子会社 

株式会社 

アレックス 

連結子会社 

株式会社 

福岡グレースデザイン 

連結子会社 

 

藤栄建設株式会社 

当   社 

株式会社 グレース 

経営・管理  営業資金貸付 

企画・設計監理・モデルルーム施工 

モデルルームのコーディネート 

分譲マンションのオプション販売 

建設資材販売・施工 

連結子会社 

株式会社 グレースインベストメント 

企画・設計監理 

一般建築施工 
建設工事施工 

協力会社（稲和会） 協力会社（稲寿会） 

経営・管理  営業資金貸付

 建設工事施工 

手形割引  営業資金貸付 

企画・設計監理 

鉄骨・プレハブ建築施工 

連結子会社 

 

日東工営株式会社 

連結子会社 

株式会社 

日東リースサービス 

仮設・プレハブ建設資材の加工・修理・賃貸 

協力会社（日稲会） 

 建設工事施工 建設工事施工 

顧           客 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、純粋持株会社である当社を中心としたグループ経営体制を強化することにより、

企業価値の向上に努めております。 

当社グループの掲げるビジョンは、特定分野に専門特化した建設会社＝プロフェッショ

ナル・コントラクター（脚注参照 以下「プロコン」）を中心とする建築総合グループの

確立です。 

当社が目指す「プロコン」とは、大手ゼネコンが不得手とする中小規模の建築工事（工

事費 3～5 億円程度）を主力とする建設会社を複数持ち、それぞれの会社が特定のターゲ

ットに特化し、専門性による強みを発揮することにより、コスト・パフォーマンスの高い

商品を、良質のサービスと共に提供する建設会社群を形成することを指しております。 

現在、グループ内に３社（日東工営株式会社：法人需要の業務用鉄骨建築及びプレハブ

建築が主力、藤栄建設株式会社：高級建築及びコンバージョンが主力、株式会社グレース

トレーディング〈平成 19 年 7 月株式会社東京トレーディングに社名変更〉：建設資材の販

売・施工及びコーディネート、リフォーム）ある「プロコン」を最終的に 5社程度まで増

やし、経営環境や建設需要の変化等の経営リスクに対して、違ったターゲットのクライア

ントを持つ建設会社が互いに補完する強みを持つことにより、グレースグループとしてリ

スクヘッジが可能な事業ポートフォリオの構築を目指してまいります。 

 
脚注）『プロコン』（Professional Contractor = 専門特化型建設業）とは、当社の目指す

建設会社の新業態である。従来型のゼネコン（General Contractor=総合建設業）と比較

して、ある一定の事業領域に専門・特化することにより、品質・コスト・工期等において

競争優位性を持つことができる。 

 

（２）目標とする経営指標 
当社グループは、「成長性」および「収益性」の双方に目を配り、強固な経営基盤作り

に取り組み、企業価値の向上を目指してまいります。 

    具体的な中期目標は、以下のとおりであります。 

   2009 年度末グループ連結目標 
売上高 350 億円 純資産額 45 億円 

経常利益 15 億円 総資産額 225 億円 

純利益 9 億円 自己資本比率 20％ 

     また、当社グループは、2010 年以降の次期長期ビジョンとして、グループ全体とし 

 て売上高 1,000 億円を目指しております。 
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（３）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 
当社グループは、持株会社である当社を中心とした、建築総合グループとして、長期的

に安定した発展が持続出来る礎を固めたいと考えております。 

 

以下の 3 点を基本的な考え方として、具体的な中期経営計画「Dream2009」を策定しま

す。 

①資本と経営の分離 

   ・ガバナンス機能の強化と健全化 

   ・長期的に持続可能なグループ経営体制の確立 

   ・持株会社と各事業会社の役割分担の明確化 

  ②新しい建設会社「プロコン」の基盤確立 

   ・工事ボリューム確保による調達コストの引き下げ 

   ・M＆A の目的を明確化し、プロコンへの方向性についての認識を共有する 

   ・持株会社による事業会社の管理スキームを確立し、文書として規定化する 

  ③ステークホルダーとの協調 

   ・Equity、Debt 共に状況に応じた、機動的な資金調達可能なスキームを作る 

   ・外部統制を最大限活用し、内部統制機能の充実を図る 

   ・外部環境によるリスクに対して、迅速かつ適正な対応が出来る組織を作る 

   ・顧客に満足され、協力会社に信頼される人材と製品を作る 

  

（４）その他、会社の経営上重要な事項 
    該当事項はありません。 
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１ 中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

(単位：千円) 

前中間連結会計期間 

平成18年６月30日現在 

当中間連結会計期間 

平成19年６月30日現在 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

平成18年12月31日現在 
科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

  ％ ％  ％

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産    

   現金及び預金   2,744,401 1,599,975  2,076,589

   受取手形及び 
完成工事未収入金 

  4,786,427 5,582,812  9,348,316

   未成工事支出金   1,455,491 1,549,367  1,656,150

   販売用不動産(※2)   2,658,218 974,734  722,248

   その他の流動資産   1,078,140 510,269  1,078,965

   貸倒引当金   △4,641 △57,010  △15,596

  流動資産合計   12,718,038 80.8 10,160,149 79.1  14,866,675 84.4

    

Ⅱ 固定資産    

   有形固定資産(※1)    

    賃貸用資産  879,939 584,690 648,238 

    その他  369,781 1,249,721 7.9 306,866 891,557 6.9 316,507 964,746 5.5

   無形固定資産    

    連結調整勘定  447,732 ― 414,765 

    のれん  ― 1,032,403 ― 

    その他  8,341 456,073 2.9 6,183 1,038,587 8.1 7,133 421,899 2.4

   投資その他の資産    

    その他(※2)  1,427,338 890,447 1,473,135 

    貸倒引当金  △113,788 1,313,549 8.3 △130,273 760,173 5.9 △123,996 1,349,138 7.7

  固定資産合計   3,019,345 19.1 2,690,317 20.9  2,735,784 15.6

    

Ⅲ 繰延資産   7,382 0.1 2,302 0.0  4,604 0.0

 資産合計   15,744,766 100.0 12,852,769 100.0  17,607,063 100.0

    

（注）千円未満を切捨てて表示しております。 
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                                                           (単位：千円) 

前中間連結会計期間 

平成18年６月30日現在 

当中間連結会計期間 

平成19年６月30日現在 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

平成18年12月31日現在 科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

  ％ ％  ％

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

   支払手形及び工事未払金   4,646,172 5,403,902  6,400,772

   短期借入金(※2.4)  3,705,000 2,840,000  3,919,420

   １年以内返済予定 
長期借入金(※2) 

 1,926,550 747,250  1,494,750  

   未払法人税等  22,339 7,499  227,077

    未成工事受入金  1,261,960 753,123  975,785

    賞与引当金  35,909 35,234  19,432

    完成工事補償引当金  14,665 2,350  1,873

    受注損失引当金  ― 4,050  7,252

   その他の流動負債  268,245 127,983  189,007

  流動負債合計  11,880,842 75.4 9,921,393 77.2  13,235,370 75.1

   

Ⅱ 固定負債   

   社債  100,000 100,000  100,000

      長期借入金(※2)  719,150 487,900  722,500

   繰延税金負債  6,065 7,097  4,590

   退職給付引当金  785,320 744,341  777,541

   その他の固定負債  7,446 7,280  7,446

  固定負債合計  1,617,982 10.3 1,346,618 10.5  1,612,077 9.2

 負債合計  13,498,824 85.7 11,268,012 87.7  14,847,447 84.3

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

  １ 資本金  1,100,000 7.0 1,500,000 11.7  1,100,000 6.2

  ２ 資本剰余金  400,000 2.5 ― ―  400,000 2.3

  ３ 利益剰余金  551,946 3.5 △85,878 △0.7  1,033,949 5.9

  ４ 自己株式  △1,134 △0.0 ― ―  △1,134 △0.0

    株主資本合計  2,050,812 13.0 1,414,121 11.0  2,532,815 14.4

Ⅱ 評価・換算差額等   

   その他有価証券評価差額金  △4,401 △1,869  △6,575

    評価・換算差額等合計  △4,401 △0.0 △1,869 △0.0  △6,575 △0.0

Ⅲ 少数株主持分  199,530 1.3 172,505 1.3  233,375 1.3

 純資産合計  2,245,941 14.3 1,584,757 12.3  2,759,615 15.7

 負債純資産合計  15,744,766 100.0 12,852,769 100.0  17,607,063 100.0

   

（注）千円未満を切捨てて表示しております。 
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② 中間連結損益計算書 

(単位：千円) 

前中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日 科目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

  ％ ％  ％

Ⅰ 売上高   11,388,835 100.0 10,189,805 100.0  25,187,838 100.0

Ⅱ 売上原価   10,124,143 88.9 9,435,208 92.6  22,476,830 89.3

  売上総利益   1,264,692 11.1 754,596 7.4  2,711,008 10.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費(※1)   1,078,743 9.5 922,332 9.0  1,968,909 7.8

  営業利益（△損失）   185,948 1.6 △167,736 △1.6  742,099 2.9

Ⅳ 営業外収益     

   受取利息  5,242 3,641  16,586 

   受取配当金  312 374  483 

   還付加算金  5,862 1,624  4,440 

   預託金返還益  ― 1,320  ― 

   スクラップ売却収入  ― 2,224  ― 

   その他営業外収益  1,947 13,365 0.1 2,981 12,165 0.1 4,303 25,814 0.1

Ⅴ 営業外費用     

   支払利息  30,952 43,955  69,771 

   手形売却損  1,206 81  ― 

   新株発行費償却  1,186 ―  ― 

   株式交付費償却  ― 827  2,373 

   社債発行費償却  1,591 2,525  3,183 

   貸倒引当金繰入額  ― ―  2,700 

   その他営業外費用  658 35,595 0.3 5,386 52,774 0.5 4,085 82,114 0.3

  経常利益（△損失）   163,718 1.4 △208,345 △2.0  685,799 2.7

Ⅵ 特別利益     

   貸倒引当金戻入益  7,583 ―  3,468 

   関係会社株式売却益  28,816 ―  28,816 

   固定資産売却益（※2）  11,213 43,635  306,643 

   投資有価証券売却益  37,729 ―  37,729 

   その他特別利益  1,813 87,156 0.8 3,300 46,935 0.5 41,634 418,292 1.7

Ⅶ 特別損失     

   固定資産売却損（※3）  ― 2,170  56,742 

   減損損失（※4）  ― ―  11,182 

   固定資産除却損（※5）  123 1,060  5,566 

   設備移転費用  ― ―  30,808 

   貸倒損失  ― 443,000  ― 

   訴訟関連損失  4,954 ―  4,954 

   その他特別損失  13,365 18,443 0.2 48,397 494,628 4.9 40,766 150,019 0.6

税金等調整前 
中間(当期)純利益（△損失） 

 232,431 2.0 △656,038 △6.4  954,072 3.8

   法人税、住民税及び事業税(※6) 134,907 3,058  349,022 

   法人税等調整額(※6)  50,364 185,271 1.6 16,824 19,882 0.2 41,720 390,742 1.6

   少数株主利益（△損失）   12,808 0.1 △9,344 △0.1  46,975 0.2

   中間(当期)純利益（△損失）  34,351 0.3 △685,265 △6.7  516,354 2.0

     

（注）千円未満を切捨てて表示しております。 
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③ 中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間（自 平成18年1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 

平成17年12月31日残高（千円） 1,100,000 400,000 547,950 △1,134 2,046,816

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当 ― ― △30,354 ― △30,354

 中間純利益 ― ― 34,351 ― 34,351

 株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 

― ― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円） 

― ― 3,996 ― 3,996

平成18年6月30日残高（千円） 1,100,000 400,000 551,946 △1,134 2,050,812

 

評価・換算差額等 

 

その他有価証券評価差額金 

少数株主持分 純資産合計 

平成17年12月31日残高（千円） 17,567 ― 2,064,383

中間連結会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 ― ― △30,354

 中間純利益 ― ― 34,351

 株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 

△21,968 199,530 177,561

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円） 

△21,968 199,530 181,558

平成18年6月30日残高（千円） △4,401 199,530 2,245,941
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当中間連結会計期間（自 平成19年1月1日 至 平成19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 

平成18年12月31日残高（千円） 1,100,000 400,000 1,033,949 △1,134 2,532,815

中間連結会計期間中の変動額   

 資本準備金の資本金組入 400,000 △400,000 ― ― ―

 剰余金の配当 ― ― △30,354 ― △30,354

 中間純利益 ― ― △685,265 ― △685,265

 自己株式の取得 ― ― ― △403,074 △403,074

 自己株式の消却 ― ― △404,208 404,208 ―

 株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 

― ― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円） 

400,000 △400,000 △1,119,828 1,134 △1,118,694

平成19年6月30日残高（千円） 1,500,000 ― △85,878 ― 1,414,121

 

評価・換算差額等 

 

その他有価証券評価差額金 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年12月31日残高（千円） △6,575 233,375 2,759,615

中間連結会計期間中の変動額 

 資本準備金の資本金組入 ― ― ―

 剰余金の配当 ― ― △30,354

 中間純利益 ― ― △685,265

 自己株式の取得 ― ― △403,074

 自己株式の消却 ― ― ―

 株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 

4,706 △60,870 △56,163

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円） 

4,706 △60,870 △1,174,858

平成19年6月30日残高（千円） △1,869 172,505 1,584,757
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前連結会計年度（自 平成18年1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 

平成17年12月31日残高（千円） 1,100,000 400,000 547,950 △1,134 2,046,816

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当 ― ― △30,354 ― △30,354

 当期純利益 ― ― 516,354 ― 516,354

 株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 

― ― 485,999 ― 485,999

平成18年12月31日残高（千円） 1,100,000 400,000 1,033,949 △1,134 2,532,815

 

評価・換算差額等 

 

その他有価証券評価差額金 

少数株主持分 純資産合計 

平成17年12月31日残高（千円） 17,567 ― 2,064,383

連結会計年度中の変動額 

 剰余金の配当 ― ― △30,354

 当期純利益 ― ― 516,354

 株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 

△24,143 233,375 209,232

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 

△24,143 233,375 695,232

平成18年12月31日残高（千円） △6,575 233,375 2,759,615
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④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

       （単位：千円） 

前中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

前連結会計年度の要約 

連結キャッシュ･フロー計算書

自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日 
科目 

金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

   税金等調整前中間(当期)純利益 232,431 △656,038 954,072

   減価償却費 129,029 96,376 250,964

   減損損失 ― ― 11,182

   連結調整勘定償却額 32,749 ― 65,715

   のれん償却額 ― 82,361 ―

   貸倒引当金の増加額（△減少額） 71,149 47,691 92,312

   完成工事補償引当金の増加額（△減少額） △9,723 477 △22,515

   退職給付引当金の増加額（△減少額） 24,160 △33,199 16,381

   役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） ― ― △17,059

   受注損失引当金の増加額（△減少額） ― △3,202 7,252

   賞与引当金の増加額（△減少額） 9,955 15,802 △6,522

   受取利息及び受取配当金 △5,555 △4,015 △17,069

   支払利息 30,952 43,955 69,771

   新株発行費償却 1,186 ― ―

   株式交付費償却 ― 710 2,373

   社債発行費償却 1,591 1,591 3,183

   固定資産売却益 △11,213 ― △306,643

   固定資産売却損 ― ― 56,742

   固定資産除却損 123 ― 5,566

   投資有価証券売却益 △37,729 ― △37,729

   関係会社株式売却益 △28,816 ― △28,816

   有形固定資産売却益 ― △43,635 ―

   有形固定資産売却損 ― 2,170 ―

   貸倒損失 ― 443,000 ―

   売上債権の減少額（△増加額） 1,785,588 3,764,087 △2,788,153

   たな卸資産の減少額（△増加額） 214,664 △147,708 1,935,861

   仕入債務の増加額（△減少額） △1,735,982 △996,870 △34,353

   未成工事受入金の増加額（△減少額） △1,651,830 △222,662 △1,938,005

   未払消費税等の増加額（△減少額） 180,341 △97,464 243,703

   営業貸付けによる支出 △600,000 △17,850 △707,034

   営業貸付金の回収による収入 700,000 707,034 700,000

   その他営業支出 41,613 △131,200 △26,687

   小計 △625,314 2,851,412 △1,515,511

   利息及び配当金の受取額 3,788 2,653 15,526

   利息の支払額 △37,000 △42,482 △74,860

   法人税等の支払額 △85,889 △384,387 △102,029

   営業活動によるキャッシュ・フロー △744,415 2,427,195 △1,676,875
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前中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

前連結会計年度の要約 

連結キャッシュ･フロー計算書

自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日 
科目 

金額 金額 金額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

   有形固定資産の取得による支出 △29,893 △48,558 △132,662

   有形固定資産の売却による収入 35,973 63,666 514,294

   無形固定資産取得による支出 ― △109 ―

   投資有価証券の取得による支出 △25,451 △5,200 △25,749

   投資有価証券の売却による収入 43,544 ― 43,544

   貸付による支出 △24,000 △352,500 △524,000

   貸付金の回収による収入 15,494 710,330 300,585

   差入保証金の増加による支出 △77,324 △5,650 △167,291

   差入保証金の減少による収入 1,712 1,144 45,430

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

取得による支出（※2） 
△248,992 ― △248,992

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

売却による支出（※3） 
△597,148 ― △229,148

   のれんの取得による支出 ― △700,000 ―

   その他投資支出 △1,132 △2,000 △1,132

   投資活動によるキャッシュ・フロー △907,217 △338,876 △425,121

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   短期借入れによる収入 5,095,866 1,850,000 7,635,866

   短期借入金の返済による支出 △4,487,085 △2,929,420 △6,812,665

   長期借入れによる収入 1,498,000 100,000 1,998,000

   長期借入金の返済による支出 △363,050 △1,082,100 △1,291,500

   配当金の支払額 △27,304 △29,739 △30,621

   少数株主への配当金の支払額 ― △70,600 △100

   自己株式の取得による支出 ― △403,074 ―

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,716,426 △2,564,933 1,498,980

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 64,794 △476,614 △603,017

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,679,607 2,076,589 2,679,607

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高（※1） 
2,744,401 1,599,975 2,076,589

（注）千円未満を切捨てて表示しております。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 

前中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日 

１ 連結の範囲に関する

事項 

全ての子会社（7社）を連結し

ております。 

日東工営㈱ 

藤栄建設㈱ 

㈱グレーストレーディング 

㈱グレースデザイン 

㈱グレースインベストメン

ト 

㈱グレースアーキテクト 

 ㈱日東リースサービス 

なお、日東工営㈱及び㈱日東

リースサービスについては、

株式取得に伴い当中間連結会

計年度より連結の範囲に含め

ております。また、㈱日東リ

ースサービスは、日東工営㈱

の子会社であります。 

前連結会計年度において連結

子会社でありました、㈱グレ

ースデザイン（福岡市）につ

きましては、平成18年６月30

日付で、全株式を売却したた

め、連結子会社ではなくなり

ました。また、譲渡日同日付

にて連結子会社藤栄建設㈱の

子会社として新たに㈱グレー

スデザイン（東京都渋谷区）

を設立したため連結の範囲に

含めております。 

全ての子会社（9社）を連結し

ております。 

日東工営㈱ 

藤栄建設㈱ 

㈱東京トレーディング 

㈱アレックス 

㈱福岡グレースデザイン 

㈱グレースインベストメン

ト 

㈱日東リースサービス 

㈱グレースデザイン 

㈱グレースアーキテクト 

なお、㈱東京トレーディング

は、平成19年７月12日付にて

㈱グレーストレーディングが

社名変更した会社でありま

す。 

また、連結子会社㈱東京トレ

ーディングの子会社として新

たに平成19年６月１日付で、

㈱アレックス及び㈱福岡グレ

ースデザインを設立したため

連結の範囲に含めておりま

す。 

全ての子会社（7社）を連結し

ております。 

日東工営㈱ 

藤栄建設㈱ 

㈱グレーストレーディング 

㈱グレースデザイン 

㈱グレースインベストメン

ト 

㈱グレースアーキテクト 

 ㈱日東リースサービス 

なお、日東工営㈱及び㈱日東

リースサービスについては、

株式取得に伴い当連結会計年

度より連結の範囲に含めてお

ります。また、㈱日東リース

サービスは、日東工営㈱の子

会社であります。 

前連結会計年度において連結

子会社でありました、㈱グレ

ースデザイン（福岡市）につ

きましては、平成18年６月30

日付で、全株式を売却したた

め、連結子会社ではなくなり

ました。また、譲渡日同日付

にて連結子会社藤栄建設㈱の

子会社として新たに㈱グレー

スデザイン（東京都渋谷区）

を設立したため連結の範囲に

含めております。 

２ 持分法の適用に関す

る事項 

該当事項はありません。 同  左 同  左 

３ 連結子会社の中間決

算日（決算日）等に

関する事項 

連結子会社の中間決算日は中

間連結決算日と一致しており

ます。 

なお、日東工営㈱及び㈱日東

リースサービスの中間決算日

を当中間連結会計年度におい

て中間連結決算日と同じ６月

30日に変更しております。ま

た、日東工営㈱及び㈱日東リ

ースサービスについては、平

成17年12月31日に行った仮決

算をもとに株式を取得してい

るため、中間連結財務諸表の

作成にあたっては平成18年１

月１日から平成18年６月30日

までの期間に係る損益計算書

を使用しております。 

連結子会社の中間決算日は中

間連結決算日と一致しており

ます。 

連結子会社の決算日は連結決

算日と一致しております。 

なお、日東工営㈱及び㈱日東

リースサービスの決算日を当

連結会計年度において連結決

算日と同じ12月31日に変更し

ております。また、日東工営

㈱及び㈱日東リースサービス

については、平成17年12月31

日に行った仮決算をもとに株

式を取得しているため、連結

財務諸表の作成にあたっては

平成18年１月１日から平成18

年12月31日までの期間に係る

損益計算書を使用しておりま

す。 
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項目 

前中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日 

４ 会計処理基準に関す

る事項 

   

 (1)重要な資産の評価

基準及び評価方法 

①有価証券の評価基準及び評価

方法 

  満期保有目的の債券 

   償却原価法（定額法） 

  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） 

   時価のないもの 

    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 

  未成工事支出金 

   個別法に基づく原価法 

  販売用不動産 

   個別法に基づく原価法 

①有価証券の評価基準及び評価

方法 

  満期保有目的の債券 

   同 左 

  その他有価証券 

   同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

  未成工事支出金 

   同 左 

  販売用不動産 

    同 左 

①有価証券の評価基準及び評

価方法 

  満期保有目的の債券 

   同 左 

  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 

②たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

  未成工事支出金 

   同 左 

  販売用不動産 

   同 左 

 (2)重要な減価償却資

産の減価償却の方

法 

①有形固定資産 

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物（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。 

賃貸用資産     7年 

建物      7～37年 

構築物       7～30年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

おける利用見込可能期間

（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

①有形固定資産 

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物（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。 

賃貸用資産     7年 

建物及び構築物 7～30年 

 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正((所得税法

等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第

６号)及び(法人税法施行令

の一部を改正する政令 平

成19年３月30日 政令第83

号))に伴い、平成19年４月

１日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更して

おります。 

 これによる損益に与える

影響は軽微であります。 

②無形固定資産 

同 左 

①有形固定資産 

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日

以降に取得した建物（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。 

賃貸用資産     7年 

建物及び構築物 7～37年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②無形固定資産 

同 左 
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項目 

前中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日 

 (3)重要な繰延資産の

処理方法 

新株発行費 

 ３年間で均等償却しておりま

す。 

― 

 

 

社債発行費 

 ３年間で均等償却しておりま

す。 

― 

 

 

株式交付費 

３年間で均等償却しておりま

す。 

社債発行費 

同 左 

― 

 

 

株式交付費 

同 左 

 

社債発行費 

同 左 

 (4)重要な引当金の計

上基準 

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

は個別に回収不能見込額を検

討し、回収不能見込額を計上

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、当中間連結会計期間にお

ける退職給付債務見込額及び

年金資産の額に基づき計上し

ております。 

貸倒引当金 

同 左 

 

 

 

 

 

賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額のうち、当中間連結会計

期間に負担する額を計上して

おります。 

受注損失引当金 

 受注工事にかかる将来の損失

に備えるため、当中間連結会

計期間末時点で将来の損失が

見込まれ、かつ、当該損失額

を合理的に見積もることが可

能なものについては、当中間

連結会計期間以降に発生が見

込まれる損失を計上しており

ます。 

退職給付引当金 

同 左 

 

貸倒引当金 

同 左 

 

 

 

 

 

賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額のうち、当連結会計年度

に負担する額を計上しており

ます。 

受注損失引当金 

 受注工事にかかる将来の損失

に備えるため、当連結会計年

度末時点で将来の損失が見込

まれ、かつ、当該損失額を合

理的に見積もることが可能な

ものについては、翌連結会計

年度以降に発生が見込まれる

損失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、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務見込額及び年

金資産の額に基づき計上して

おります。 

  (5)重要なリース取引

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 

  (6)完成工事高の計上

基準 

完成工事高の計上は、工事完

成基準によっておりますが、

連結子会社藤栄建設㈱におい

ては、工期12ヶ月超かつ請負

金額1億円以上の工事について

は、工事進行基準によってお

ります。 

なお、工事進行基準によった

完成工事高は、838,893千円で

あります。 

完成工事高の計上は、工事完

成基準によっておりますが、

連結子会社藤栄建設㈱におい

ては、工期12ヶ月超かつ請負

金額1億円以上の工事について

は、工事進行基準によってお

ります。 

なお、工事進行基準によった

完成工事高は、1,498,295千円

であります。 

完成工事高の計上は、工事完

成基準によっておりますが、

連結子会社藤栄建設㈱におい

ては、工期12ヶ月超かつ請負

金額1億円以上の工事につい

ては、工事進行基準によって

おります。 

なお、工事進行基準によった

完成工事高は、2,502,707千

円であります。 
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項目 

前中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日 

  (7)その他中間連結財

務諸表（連結財務

諸表）作成のため

の重要な事項 

消費税等（消費税及び地方消

費税）の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

支払利息の取得原価算入 

 支払利息は、原則として期

間費用処理を行っております

が、不動産事業のうち、工事

着工時より工事完成時までの

期間が1年を超えるものについ

ては、当該期間に該当する支

払利息を取得原価に算入する

こととしております。 

 当中間連結会計期間におい

て取得原価に算入した支払利

息の金額は、4,467千円であり

ます。 

消費税等（消費税及び地方消

費税）の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

支払利息の取得原価算入 

 支払利息は、原則として期

間費用処理を行っております

が、不動産事業のうち、工事

着工時より工事完成時までの

期間が1年を超えるものについ

ては、当該期間に該当する支

払利息を取得原価に算入する

こととしております。 

 当中間連結会計期間におい

て取得原価に算入した支払利

息の金額はありません。 

消費税等（消費税及び地方消

費税）の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

支払利息の取得原価算入 

 支払利息は、原則として期

間費用処理を行っております

が、不動産事業のうち、工事

着工時より工事完成時までの

期間が1年を超えるものにつ

いては、当該期間に該当する

支払利息を取得原価に算入す

ることとしております。 

 当連結会計年度において取

得原価に算入した支払利息の

金額はありません。 

５ 中間連結キャッシ

ュ･フロー計算書(連

結キャッシュ・フロ

ー計算書)における

資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金及び

現金同等物)は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっており

ます。 

同 左 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっており

ます。 
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 会計処理の変更 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日) 

1.固定資産の減損に係る会計基準 

当中間連結会計期間から｢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。 

2.貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準 

  当中間連結会計期間から｢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。 

  従来の｢資本の部｣の合計に相当す

る金額は、2,046,411千円でありま

す。 

  なお、中間連結財務諸表等規則の

改正により、当中間連結会計期間に

おける中間貸借対照表の純資産の部

については、改正後の中間連結財務

諸表規則により作成しております。 

― 1.固定資産の減損に係る会計基準 

当連結会計年度から｢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

により税金等調整前当期純利益が

11,182千円減少しております。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基づ

き当該各資産の金額から直接控除して

おります。 

2.貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準 

  当連結会計年度から｢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。 

  従来の｢資本の部｣の合計に相当する

金額は、2,526,239千円であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計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

連結財務諸表規則により作成しており

ます。 

3.繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い 

  当連結会計年度から「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」（企業

会計基準委員会 平成18年8月11日

実務対応報告第19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｢新株発行費｣及び｢新

株発行費償却｣については、｢株式交付

費｣及び｢株式交付費償却｣として記載

しております。 
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日) 

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において区分掲記しておりました｢営業

貸付金｣（当中間連結会計期間612,640千円）については、資

産総額の100分の5以下となったため、当中間連結会計期間よ

り流動資産の｢その他の流動資産｣に含めて表示しておりま

す。 

 

（中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間において、営業外収益の｢その他営業外

収益｣に含めて表示しておりました「スクラップ売却収入」

（前中間連結会計期間63千円）については、営業外収益の総

額の100分の10超となったため、当中間連結会計期間より区分

掲記しております。 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 最終改正平成18年12月22日 企業会計基準適

用指針第10号）を適用しております。 

中間連結財務諸表規則の改正による中間連結財務諸表の表

示に関する変更は以下のとおりであります。 

 （中間連結貸借対照表） 

 「連結調整勘定」は当中間連結会計期間から「のれん」と

して表示しております。 

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 「連結調整勘定償却額」は、当中間連結会計期間から「の

れん償却額」として表示しております。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間 

（平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（平成19年６月30日） 
前連結会計年度 

（平成18年12月31日） 

（※1）有形固定資産減価償却累計額 

             767,339千円 

（※1）有形固定資産減価償却累計額 

            3,121,458千円

（※1）有形固定資産減価償却累計額 

            3,118,391千円 

（※2）担保に供している資産 

    販売用不動産  2,067,097千円 

（担保対応債務）  

    短期借入金    670,000千円 

    一年以内返済予定 

    長期借入金   1,748,000千円 

なお、上記のほか投資有価証券

9,893千円を宅地建物取引業の営

業保証供託金に供しております。 

（※2）担保に供している資産 

投資有価証券9,941千円を宅地建物取

引業の営業保証供託金に供しており

ます。 

（※2）担保に供している資産 

    販売用不動産   604,842千円 

    （担保対応債務）  

    長期借入金    598,000千円 

なお、上記のほか投資有価証券

9,917千円を宅地建物取引業の営

業保証供託金に供しております。

（3）受取手形割引残高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高    65,866千円 

受取手形裏書譲渡高 133,193千円 

（3）受取手形割引残高及び裏書譲渡高 

受取手形裏書譲渡高 17,577千円 

（3）受取手形割引残高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高    98,137千円 

受取手形裏書譲渡高 33,325千円 

（※4）当社グループにおいては、運転資 

金の効率的な調達を行うため取引銀行 

３行と当座貸越契約を締結しておりま 

す。当該契約に基づく当中間連結会計 

期間末の借入未実行残高は次のとおり 

であります。 

  当座貸越限度額   700,000千円 

  借入実行残高    700,000千円 

     差引借入未実行残高  ― 千円 

（※4）当社グループにおいては、運転資

金の効率的な調達を行うため取引銀行

４行と当座貸越契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく当中間連結会計

期間末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

  当座貸越限度額 2,200,000千円

  借入実行残高  2,200,000千円

     差引借入未実行残高  ― 千円

（※4）当社グループにおいては、運転資 

金の効率的な調達を行うため取引銀行

５行と当座貸越契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく当連結会計年度

末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

 当座貸越限度額   2,300,000千円 

 借入実行残高    1,850,000千円 

 差引借入未実行残高  450,000千円 

 

― （5）中間連結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、当中間連結会計期間末日が金

融機関の休日であったため、次の中間

連結会計期間末日満期手形が、中間連

結会計期間末残高に含まれておりま

す。 

  受取手形        9,975千円 

  支払手形       86,707千円 

― 

 債務保証 

 藤栄建設㈱は、㈱パルスクリエイトと

の手付金等保証委託契約に伴う連帯保

証を行っております。 

  ㈱パルスクリエイト 

保証債務残高   13,700千円 

当社は連結子会社以外の会社の金融機関

からの借入金に対して、債務保証を行っ

ております。 

㈱グレースデザイン 

保証債務残高  121,600千円 

― 

 

 債務保証 

 藤栄建設㈱は、㈱パルスクリエイトとの

手付金等保証委託契約に伴う連帯保証を

行っております。 

  ㈱パルスクリエイト 

保証債務残高 24,800千円
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（中間連結損益計算書関係） 

 

前中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日 

(※１)このうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

役員報酬            64,380千円 

給料手当          326,420千円 

賃借料           120,875千円 

退職給付引当金繰入額   19,826千円 

役員退職慰労引当金繰入  3,100千円 

完成工事補償引当金繰入 12,800千円 

貸倒引当金繰入額      77,185千円 

(※１)このうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

役員報酬           79,730千円

給料手当          271,839千円

賞与引当金繰入額      20,843千円

貸倒引当金繰入額      1,899千円

 

 

(※１)このうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

役員報酬          123,560千円

給料手当          608,515千円

賃借料          245,034千円

賞与引当金繰入額      10,932千円

貸倒引当金繰入額     78,481千円

退職給付引当金繰入額 38,496千円

役員退職慰労引当金繰入 2,613千円

(※２)固定資産売却益の内訳 

土地            100千円 

賃貸用資産       11,113千円

       計          11,213千円 

 

(※２)固定資産売却益の内訳 

賃貸用資産     43,635千円

 

(※２)固定資産売却益の内訳 

賃貸用資産      273,492千円

建物及び構築物     1,795千円

土地         31,296千円

その他有形固定資産     58千円

       計         306,643千円

 

― (※３)固定資産売却損の内訳 

   建物及び構築物     988千円

土地         1,181千円

     計        2,170千円

 

(※３)固定資産売却損の内訳 

   賃貸用資産     56,742千円

     計       56,742千円 
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前中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日 

― ― (※４) 

当事業年度において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上し

ております。 

(1)減損損失を認識した資産または資産

グループの概要 

   

(2)減損損失を認識するに至った経緯 

  賃貸用資産については不動産価格等

が帳簿価格に対して著しく下落してい

るため、帳簿価格を回収可能額まで減

額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上し、同額を建物及び土地

から直接控除しております。 

 (3)減損損失の内訳 

   建 物   3,173千円  

   土 地   8,008千円  

     計    11,182千円 

(4)資産のグルーピングの方法 

  当社グループにおける資産のグルー

ピング方法は、事業資産、賃貸資産、

遊休資産にグループ化し、事業資産に

ついては、事業別セグメントを基準に

行い、賃貸資産及び遊休資産について

は、それぞれ個別の物件ごとに区分し

ております。 

(5)回収可能価格の算定方法 

  当該資産の回収可能額は正味売却価

格により算定しており、固定資産税評

価額等を合理的に調整した価格に基づ

き評価しております。 

 

用途 種類 場所 

賃貸 建物･土地 埼玉県戸田市

(※５)固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物       123千円 

 

(※５)固定資産除却損の内訳 

   原状回復費       1,060千円 

(※５)固定資産除却損の内訳 

   建物及び構築物      4,276千円

   その他の有形固定資産 1,289千円

(※６)中間連結会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、提出会社

の当期において予定している利益

処分による特別償却準備金の取崩

しを前提として、当中間連結会計

期間に係る金額を計算しておりま

す。 

 

― ― 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自平成18年1月1日 至平成18年6月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当中間連結会計期間末(株) 

普通株式 30,360,011 ― ― 30,360,011

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当中間会計期間末(株) 

普通株式 5,278 ― ― 5,278

 

３．配当金に関する事項 

配当金支払額 

決  議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 

１株当たり 

配当金(円) 
基 準 日 効力発生日 

平成18年3月24日 

定時株主総会 
普通株式 30,354 1 平成17年12月31日 平成18年3月25日

 

当中間連結会計期間（自平成19年1月1日 至平成19年6月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当中間会計期間末(株) 

普通株式 30,360,011 ― 3,204,278 27,155,733

（変動事由の概要） 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   自己株式の償却による減少   3,204,278株 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当中間会計期間末(株) 

普通株式 5,278 3,199,000 3,204,278 ―

（変動事由の概要） 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   自己株式の償却による減少   3,204,278株 

 

３．配当金に関する事項 

配当金支払額 

決  議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 

１株当たり 

配当金(円) 
基 準 日 効力発生日 

平成19年3月28日 

定時株主総会 
普通株式 30,354 1 平成18年12月31日 平成19年3月29日
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前連結会計期間（自平成18年1月1日 至平成18年12月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計期間末(株) 増加(株) 減少(株) 当連結会計期間末(株) 

普通株式 30,360,011 ― ― 30,360,011

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当連結会計期間末(株) 

普通株式 5,278 ― ― 5,278

 

３．配当金に関する事項 

配当金支払額 

決  議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 

１株当たり 

配当金(円) 
基 準 日 効力発生日 

平成18年3月24日 

定時株主総会 
普通株式 30,354 1 平成17年12月31日 平成18年3月25日

 

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決 議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

平成19年３月28日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 30,354 １ 平成18年12月31日 平成19年３月29日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日 

(※1)現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表の現

金及び預金残高は一致しており

ます。 

(※2)株式の取得により新たに連結子会社

となった会社の資産及び負債の主な

内訳 

 当連結会計年度において新たに連

結子会社となった日東工営㈱の連

結開始時における資産及び負債の

内訳並びに同社株式の取得による

支出（純額）との関係は次のとお

りであります。 

流動資産         6,686,693千円 

固定資産        1,417,851千円 

連結調整勘定     330,460千円 

流動負債         △6,097,186千円 

固定負債         △792,885千円 

少数株主持分    △184,933千円

日東工営㈱の 

株式の取得価額   1,360,000千円 

日東工営㈱の現金及び 

現金同等物        1,111,007千円 

差引：日東工営㈱の株式の 

取得による支出    248,992千円

(※3)株式の売却により連結の範囲から除

かれた連結子会社の資産及び負債の

主な内訳 

株式の売却により㈱ｸﾞﾚｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ

を連結の範囲から除いたことに伴

う連結除外時の資産及び負債の内

訳並びに同社株式の売却額と同社

株式売却による支出（純額）との

関係は次の通りであります。 

流動資産         2,899,253千円 

固定資産          447,440千円 

流動負債         △3,007,510千円 

株式売却益         28,816千円

㈱ｸﾞﾚｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ 

株式の売却価額       368,000千円 

未収入額       △368,000千円 

㈱ｸﾞﾚｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝの現金 

及び現金同等物   △597,148千円

差引：㈱ｸﾞﾚｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝの売却による

支出        △597,148千円

 

(※1)現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

同  左 

(※1)現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表の現金及び預金残

高は一致しております。 

 

(※2)株式の取得により新たに連結子会社

となった会社の資産及び負債の主な

内訳 

 当連結会計年度において新たに連

結子会社となった日東工営㈱の連

結開始時における資産及び負債の

内訳並びに同社株式の取得による

支出（純額）との関係は次のとお

りであります。 

流動資産         6,686,693千円

固定資産        1,417,851千円

連結調整勘定     332,635千円

流動負債         △6,097,186千円

固定負債         △792,885千円

少数株主持分    △187,108千円

日東工営㈱の 

株式の取得価額   1,360,000千円

日東工営㈱の現金及び 

現金同等物        1,111,007千円

差引：日東工営㈱の株式の 

取得による支出   △248,992千円

(※3)株式の売却により連結の範囲から除

かれた連結子会社の資産及び負債の

主な内訳 

株式の売却により㈱ｸﾞﾚｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ

を連結の範囲から除いたことに伴

う連結除外時の資産及び負債の内

訳並びに同社株式の売却額と同社

株式売却による支出（純額）との

関係は次の通りであります。 

流動資産         2,899,253千円

固定資産          447,440千円

流動負債         △3,007,510千円

株式売却益         28,816千円

㈱ｸﾞﾚｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ 

株式の売却価額       368,000千円

㈱ｸﾞﾚｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝの現金 

及び現金同等物   △597,148千円

差引：㈱ｸﾞﾚｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝの売却による

支出        △229,148千円
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(リース取引関係) 

 

前中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31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) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

その他
有形固
定資産 

83,422 54,439 28,982 

その他
無形固
定資産 

147,615 68,033 79,581 

合計 231,037 122,472 108,564 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 41,397千円 

１年超 67,167千円 

合計 108,564千円 

   なお、取得価額相当額及び未経過

リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占

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 22,901千円 

減価償却費 

相当額 
22,901千円 

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。 
 

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)

期末残高
相当額
(千円)

その他
有形固
定資産

54,120 33,392 20,727

その他
無形固
定資産

143,577 93,383 50,193

合計 197,697 126,776 70,920

 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 38,700千円

１年超 32,220千円

合計 70,920千円

   なお、取得価額相当額及び未経過

リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占

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 20,620千円

減価償却費 

相当額 
20,620千円

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。 
 

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) 

期末残高
相当額
(千円)

その他
有形固
定資産

60,480 33,758 26,721

その他
無形固
定資産

147,615 82,794 64,820

合計 208,095 116,553 91,541

 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 40,188千円

１年超 51,353千円

合計 91,541千円

   なお、取得価額相当額及び未経過

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 44,520千円

減価償却費 

相当額 
44,520千円

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。 
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 (有価証券関係) 

前中間連結会計期間(平成18年６月30日現在) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

区分 
中間連結貸借対照表 
計上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

 国債・地方債等 9,893 9,802 △91

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表  
計上額（千円） 

差額（千円） 

 株式 69,388 62,436 △6,951

合計 69,388 62,436 △6,951

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

区分 中間連結貸借対照表計上額   （千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 0 

 投資事業組合出資 6,194 

計 6,194 

 

当中間連結会計期間(平成19年６月30日現在) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

区分 
中間連結貸借対照表 
計上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

 国債・地方債等 9,941 9,894 △46

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表  
計上額（千円） 

差額（千円） 

 株式 70,932 67,404 △3,528

合計 70,932 67,404 △3,528

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

区分 中間連結貸借対照表計上額   （千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 0 

 投資事業組合出資 10,093 

計 10,093 
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前連結会計年度(平成18年12月31日現在) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

区分 
中間連結貸借対照表 
計上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

 国債・地方債等 9,917 9,875 △42

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価（千円） 
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

 株式 70,632 58,525 △12,106

合計 70,632 58,525 △12,106

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式（店頭売買株式を除く） 0 

 投資事業組合出資 5,702 

計 5,702 

 

(デリバティブ取引関係) 

 

前中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日 

当社グループは、デリバティブ取引
を全く行っておりませんので、該当
事項はありません。 

 

同  左 

 

同  左 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日)

１株当たり純資産額 67円42銭 52円01銭 83円22銭

１株当たり中間(当期)純利益 1円13銭 △23円40銭 17円01銭

   
 
潜在株式調整後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。 

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。 

 

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。 

 

 

(注) 算定上の基礎 

 

１ １株当たり純資産額 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

純資産の部の合計額（千円） 2,245,941 1,584,757 2,759,615  

純資産の部の合計額から控除する金
額（千円） 

199,530 172,505 233,375  

（うち少数株主持分（千円）） （199,530） （172,505） （233,375） 

普通株式に係る中間期末（期末）の
純資産額（千円） 

2,046,411 1,412,252 2,526,240  

普通株式の発行済株式数（千株） 30,360 27,155 30,360  

普通株式の自己株式数（千株） 5 ― 5  

１株当たり純資産の算定に用いられ
た中間期末（期末）普通株式の数
（千株） 

30,354 27,155 30,354  
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２ １株当たり中間(当期)純利益 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金
額 

 

中間(当期)純利益(千円) 34,351 △685,265 516,354 

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) 

34,351 △685,295 516,354 

普通株式の期中平均株式数(千株) 30,354 29,288 30,354 

  

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益 

 

中間（当期）純利益調整額(千円) ― ― ― 

普通株式増加数(千株) ― ― ― 

（うち新株予約権） (―) (―) (―)

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり当期純利益
の算定に含めなかった潜在株式の
概要 

― ― ― 

 

    (重要な後発事象) 

 

     該当事項ございません。 
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２ 中間個別財務諸表 

① 中間貸借対照表 

(単位：千円) 

前中間会計期間 

平成18年6月30日現在 

当中間会計期間 

平成19年6月30日現在 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

平成18年12月31日現在 科目 

構成比 構成比 構成比 構成比 金額 構成比
  ％  ％

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産    

   現金及び預金   537,632 141,789  272,920

   前払費用   8,516 6,448  8,081

   繰延税金資産   1,883 384  2,224

   短期貸付金   600,000 830,000  1,540,000

   未収入金   368,000 ―  10,500

   未収還付法人税等   ― 158,531  ―

   その他の流動資産   153 2,039  336

  流動資産合計   1,516,185 34.1 1,139,194 27.7  1,834,063 38.1

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

    建物  49,967 40,447 48,423 

    減価償却累計額  8,472 41,494 6,284 34,162 9,720 38,703

    工具器具及び備品  4,253 4,253 4,253 

    減価償却累計額  2,816 1,436 3,102 1,150 2,978 1,274

    土地   11,833 ―  3,824

    その他  ― 5,190 5,190 

    減価償却累計額  ― ― 1,738 3,451 957 4,232

   有形固定資産計   54,764 1.2 38,764 0.9  48,035 1.0

 ２ 無形固定資産    

    ソフトウェア   583 80  242

    電話加入権   72 72 0.0  72

   無形固定資産計   656 0.0 153  315 0.0

 ３ 投資その他の資産    

    投資有価証券   26,669 34,234  25,592

    関係会社株式   2,324,658 2,324,658  2,324,658

    出資金   600 600  600

    長期前払費用   4,118 2,979  3,548

    繰延税金資産   1,916 410  2,136

    リゾート施設会員権   4,080 4,080  4,080

    差入保証金   505,128 566,657  566,657

   投資その他の資産計   2,867,171 64.5 2,933,620 71.3  2,927,273 60.8

  固定資産合計   2,922,592 65.7 2,972,539 72.2  2,975,624 61.8

Ⅲ 繰延資産    

   新株発行費   2,607 ―  ―

   株式交付費   ― 710  1,420

   社債発行費   4,775 1,591  3,183

  繰延資産合計   7,382 0.2 2,302 0.1  4,604 0.1

 資産合計   4,446,160 100.0 4,114,035 100.0  4,814,292 100.0
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                                                                                                                        (単位：千円) 

前中間会計期間 

平成18年6月30日現在 

当中間会計期間 

平成19年6月30日現在 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

平成18年12月31日現在 科目 

構成比 構成比 構成比 構成比 金額 構成比

  ％  ％

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債    

   短期借入金(※1)   1,200,000 1,540,000  1,940,000

   1年以内返済予定長期借入金   788,550 530,250  728,750

   未払金   6,920 8,018  4,676

   未払費用   612 558  361

   未払法人税等   16,280 ―  27,617

   未払消費税等   4,848 11,122  6,316

   預り金   2,786 3,633  2,521

   その他の流動負債   3,255 ―  ―

  流動負債合計   2,023,254 45.5 2,093,583 50.9  2,710,242 56.3

    

Ⅱ 固定負債    

   社債   100,000 100,000  100,000

   長期借入金   719,150 188,900  390,500

   長期預り保証金   166 ―  166

  固定負債合計   819,316 18.4 288,900 7.0  490,666 10.2

 負債合計   2,842,570 63.9 2,382,483 57.9  3,200,908 66.5
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(単位：千円) 

前中間会計期間 

平成18年6月30日現在 

当中間会計期間 

平成19年6月30日現在 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

平成18年12月31日現在 科目 

構成比 構成比 構成比 構成比 金額 構成比

  ％ ％  ％

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   1,100,000 24.7 1,500,000 36.5  1,100,000 22.8

２ 資本剰余金    

   (1)資本準備金  400,000 ― 400,000 

   資本剰余金合計   400,000 9.0 ― ―  400,000 8.3

３ 利益剰余金    

   (1) 利益準備金  7,139 7,139 7,139 

   (2) その他利益剰余金    

     特別償却準備金  140 ― ― 

     繰越利益剰余金  100,221 225,012 110,503 

   利益剰余金合計   107,501 2.4 232,152 5.6  117,643 2.4

  ４ 自己株式   △1,134 △0.0 ― ―  △1,134 △0.0

    株主資本合計   1,606,367 36.1 1,732,152 42.1  1,616,508 33.5

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金   △2,777 △600  △3,125

   評価・換算差額等合計   △2,777 △0.0 △600 △0.0  △3,125 △0.0

 純資産合計   1,603,589 36.1 1,731,551 42.1  1,613,383 33.5

 負債純資産合計   4,446,160 100.0 4,114,035 100.0  4,814,292 100.0
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② 中間損益計算書                               (単位：千円) 

前中間会計期間 

自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前事業年度の 
要約損益計算書 

自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日 科目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

  ％ ％  ％

Ⅰ 営業収益   183,215 100.0 1,141,749 100.0  343,592 100.0

Ⅱ 営業費用   115,243 62.9 130,282 11.4  225,899 65.7

  営業利益   67,971 37.1 1,011,466 88.6  117,692 34.3

Ⅲ 営業外収益    

   受取利息  7,761 14,777 17,901 

   受取配当金  183 140 300 

   その他営業外収益  270 8,214 4.5 586 15,504 1.4 270 18,471 5.4

Ⅳ 営業外費用     

   支払利息  16,603 22,620 35,677 

   社債利息  280 280 560 

   新株発行費償却  1,186 ― ― 

   株式交付費償却  ― 827 2,373 

   社債発行費償却  1,591 2,525 3,183 

   その他営業外費用  587 20,249 11.1 4,158 30,411 2.7 1,504 43,299 12.6

  経常利益   55,936 30.5 996,559 87.3  92,864 27.1

Ⅴ 特別利益    

   投資有価証券売却益  36,522 36,522 19.9 ― ― 36,522 36,522 10.6

Ⅵ 特別損失    

   関係会社株式売却損  56,162 ― 56,162 

   固定資産売却損  ― 2,170 ― 

   貸倒損失  ― 443,000 ― 

   減損損失(※3)  ― ― 11,182 

   訴訟関連損失  3,100 59,262 32.3 ― 445,170 39.0 3,100 70,444 20.5

  税引前中間(当期)純利益   33,196 18.1 551,389 48.3  58,942 17.2

   法人税、住民税及び事業税(※2) 14,076 476 30,005 

   法人税等調整額(※2)  370 14,447 7.9 1,840 2,316 0.2 46 30,051 8.7

  中間(当期)純利益   18,749 10.2 549,072 48.1  28,891 8.5

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 



㈱グレース(4790)平成19年12月期中間決算短信 

③ 中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６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17年12月31日残高(千円) 1,100,000 400,000 400,000

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 ― ― ―

 当期純利益 ― ― ―

 特別償却準備金の取崩 ― ― ―

 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) 
― ― ―

平成18年６月30日残高(千円) 1,100,000 400,000 400,000

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
特別償却準備金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高(千円) 7,139 297 111,669 119,106 △1,134 1,617,972

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当 ― ― △30,354 △30,354 ― △30,354

 当期純利益 ― ― 18,749 18,749 ― 18,749

 特別償却準備金の取崩 ― △156 156 ― ― ―

 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) 
― △156 △11,448 △11,605 ― △11,605

平成18年６月30日残高(千円) 7,139 140 100,221 107,501 △1,134 1,606,367

 

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 

純資産合計 

平成17年12月31日残高(千円) 16,899 16,899 1,634,871

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 ― ― △30,354

 当期純利益 ― ― 18,749

 特別償却準備金の取崩 ― ― ―

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額) 

△19,677 △19,677 △19,677

中間会計期間中の変動額合計(千

円) 
△19,677 △19,677 △31,282

平成18年６月30日残高(千円) △2,777 △2,777 1,603,589
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当中間会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６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12月31日残高(千円) 1,100,000 400,000 400,000

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 ― ― ―

 資本準備金の資本組入 400,000 △400,000 △400,000

 当期純利益 ― ― ―

 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) 
400,000 △400,000 △400,000

平成19年６月30日残高(千円) 1,500,000 ― ―

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金
 

利益準備金 
繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計 

平成18年12月31日残高(千円) 7,139 110,503 117,643 △1,134 1,616,508

中間会計期間中の変動額  

 資本準備金の資本組入 ― ― ― ― ―

 剰余金の配当 ― △30,354 △30,354 ― △30,354

 当期純利益 ― 549,072 549,072 ― 549,072

自己株式の取得 ― ― ― △403,074 △403,074

自己株式の償却 ― △404,208 △404,208 404,208 ―

 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) 
― 114,509 114,509 1,134 115,644

平成19年６月30日残高(千円) 7,139 225,012 232,152 ― 1,732,152

 

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 

純資産合計 

平成18年12月31日残高(千円) △3,125 △3,125 1,613,383

中間会計期間中の変動額 

 資本準備金の資本組入 ― ― ―

 剰余金の配当 ― ― △30,354

 当期純利益 ― ― 549,072

自己株式の取得 ― ― △403,074

自己株式の消却 ― ― ―

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額) 

2,525 2,525 2,525

中間会計期間中の変動額合計(千

円) 
2,525 2,525 118,168

平成19年６月30日残高(千円) △600 △600 1,731,551
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前事業年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12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12月31日残高(千円) 1,100,000 400,000 400,000

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 ― ― ―

 当期純利益 ― ― ―

 特別償却準備金の取崩 ― ― ―

 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) ― ― ―

平成18年12月31日残高(千円) 1,100,000 400,000 400,000

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
特別償却準備金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高(千円) 7,139 297 111,669 119,106 △1,134 1,617,972

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当 ― ― △30,354 △30,354 ― △30,354

 当期純利益 ― ― 28,891 28,891 ― 28,891

 特別償却準備金の取崩 ― △297 297 ― ― ―

 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) ― △297 △1,166 △1,463 ― △1,463

平成18年12月31日残高(千円) 7,139 ― 110,503 117,643 △1,134 1,616,508

 

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 

純資産合計 

平成17年12月31日残高(千円) 16,899 16,899 1,634,871

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 ― ― △30,354

 当期純利益 ― ― 28,891

 特別償却準備金の取崩 ― ― ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△20,024 △20,024 △20,024

事業年度中の変動額合計(千円) △20,024 △20,024 △21,487

平成18年12月31日残高(千円) △3,125 △3,125 1,613,383
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前事業年度 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日 

１ 資産の評価基準

及び評価方法 

有価証券 

 関係会社株式 

  移動平均法に基づく原価法 

 

 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) 

  時価のないもの 

   移動平均法に基づく原価法

有価証券 

 関係会社株式 

同 左 

 

その他有価証券 

同 左 

有価証券 

 関係会社株式 

同 左 

 

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 

  移動平均法に基づく原価法 

２ 固定資産の減価

償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(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 24～37年 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(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   24年 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(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 24～37年 

 (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)に基づく

定額法を採用しております。

(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 

  均等償却によっております。

(3) 長期前払費用 

同 左 

(3) 長期前払費用 

同 左 

３ 繰延資産の処理

方法 

株式交付費 

― 

 

新株発行費 

 ３年間で均等償却しておりま

す。 

社債発行費 

３年間で均等償却しておりま

す。 

株式交付費 

 ３年間で均等償却しておりま

す。 

新株発行費 

― 

 

社債発行費 

同 左 

株式交付費 

同 左 

 

新株発行費 

― 

 

社債発行費 

同 左 

 

４ 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(消費税及び地方消費税)

の会計処理 

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

税等は相殺のうえ、未払消費税等

として表示しております。 

消費税等(消費税及び地方消費税)

の会計処理 

同 左 

消費税等(消費税及び地方消費税)

の会計処理 

税抜方式によっております。 
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  （会計処理の変更） 

前中間会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日 

1.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。 

 

 

2.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。 

 従来の｢資本の部｣の合計に相当する金額

は1,603,589千円であります。 

  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中間貸借対

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。 

 

 

1. ― 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い 

前事業年度の下半期から「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成18年8月11

日 実務対応報告第19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「新株発行費」及び

「新株発行費償却」については、「株

式交付費」及び「株式交付費償却」と

して記載しております。 

1.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

11,182千円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各資産

の金額から直接控除しております。 

2.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。 

 従来の｢資本の部｣の合計に相当する金

額は1,613,383千円であります。 

 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。 

 

 

 

 

3.繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い 

当事業年度から「繰延資産の会計処

理に関する当面の取扱い」（企業会計基

準委員会 平成18年8月11日 実務対応

報告第19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「新株発行費」及び

「新株発行費償却」については、「株式

交付費」及び「株式交付費償却」として

記載しております。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間 

平成18年6月30日現在 

当中間会計期間 

平成19年6月30日現在 

前事業年度 

平成18年12月31日現在 

(※1)  

 当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行2行と当座貸

越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

未実行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越限度額 400,000千円 

借入実行残高 400,000千円 

差引借入 

未実行残高 
－千円 

 

(※1)  

 当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行2行と当座貸

越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

未実行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越限度額 400,000千円

借入実行残高 400,000千円

差引借入 

未実行残高 
－千円

 

(※1)  

 当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行2行と当座貸

越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未実

行残高は次のとおりであります。 

 

当座貸越限度額 400,000千円

借入実行残高 400,000千円

差引借入 

未実行残高 
―千円

 
(2) 保証債務 

 藤栄建設㈱の金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。 

借入債務 2,518,000千円 

 ㈱グレースデザイン（福岡市）の金融

機関からの借入に対し債務保証を行

っております。 

借入債務 121,600千円 
 

(2) 保証債務 

 藤栄建設㈱の金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。 

借入債務 100,000千円

 日東工営㈱の金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。 

借入債務 500,000千円
 

(2) 保証債務 

 藤栄建設㈱の金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。 

借入債務 1,327,420千円

 日東工営㈱の金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。 

借入債務 500,000千円
 

 

(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日 

(1) 

 減価償却実施額 

有形固定資産 1,300千円

無形固定資産 340千円
 

(1) 

 減価償却実施額 

有形固定資産 2,100千円

無形固定資産 161千円
 

(1) 

 減価償却実施額 

有形固定資産 3,671千円

無形固定資産 681千円
 

(※2) 

 中間会計期間に係る納付税額及び法人

税等調整額は、当期において予定し

ている利益処分による特別償却準備

金の取崩しを前提として、当中間会

計期間に係る金額を計算しておりま

す。 

 

― 

 

― 
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前中間会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日 

 

― 

 

― 

(※3) 

 当事業年度において、当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上しており

ます。 

(1)減損損失を認識した資産または資産グ

ループの概要 

   

(2)減損損失を認識するに至った経緯 

  賃貸用資産については不動産価格等が

帳簿価格に対して著しく下落しているた

め、帳簿価格を回収可能額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失に

計上し、同額を建物及び土地から直接控

除しております。 

 (3)減損損失の内訳 

   建 物   3,173千円  

   土 地   8,008千円  

     計    11,182千円 

(4)資産のグルーピングの方法 

  当社グループにおける資産のグルーピ

ング方法は、事業資産、賃貸資産、遊休

資産にグループ化し、事業資産について

は、事業別セグメントを基準に行い、賃

貸資産及び遊休資産については、それぞ

れ個別の物件ごとに区分しております。

(5)回収可能価格の算定方法 

  当該資産の回収可能額は正味売却価格

により算定しており、固定資産税評価額

等を合理的に調整した価格に基づき評価

しております。 

 

用途 種類 場所 

賃貸 建物･土地 埼玉県戸田市 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自平成18年1月1日 至平成18年6月30日） 

１．自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当中間会計期間末(株)

普通株式 5,278 ― ― 5,278

 

当中間会計期間（自平成19年1月1日 至平成19年6月30日） 

１．自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当中間会計期間末(株)

普通株式 5,278 3,199,000 3,204,278 ―

 

前会計期間（自平成18年1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(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末(株) 

普通株式 5,278 ― ― 5,278

 

(リース取引関係) 
 

前中間会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31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 

 

 当社のリース取引はすべて、企業の事

業内容に照らして重要性の乏しいリ

ース取引でリース契約１件当たりリ

ース料総額が300万円未満であるた

め、注記すべき事項はありません。 

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 

 

同  左 

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 

 

同  左 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年１月１日 

至 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

るものはありません。 

同  左 同  左 

 

(重要な後発事象) 

 

   該当事項はございません。 
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