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（百万円未満切捨て） 
１．平成19年９月中間期の業績（平成19年３月21日～平成19年９月20日） 
（１）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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円   ％ 
6,228（△21.8） 
7,965（△11.8） 

百万円   ％ 
△147（ － ） 
△378（ － ） 

百万円   ％ 
△140（ － ） 
△357（ － ） 

百万円   ％ 
△154（ － ） 
△266（ － ） 

19年３月期 14,896（△ 8.2） △463（ － ） △440（ － ） △446（ － ） 
 
 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 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円 銭 
△10 30 
△17 72 

円 銭 
－ － 
－ － 

19年３月期 △29 73 － － 

(参考) 持分法投資損益 19年９月中間期    － 百万円  18年９月中間期   － 百万円  19年３月期   －  百万円 
 
（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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
6,879 
8,297 

百万円 
4,077 
4,414 

％ 
59.3 
53.2 

円 銭 
271 59 
293 99 

19年３月期 7,714 4,234 54.9 282 01 

(参考) 自己資本 19年９月中間期  4,077百万円  18年９月中間期  4,414百万円  19年３月期  4,234百万円 

 
（３）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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
△ 42 
486 

百万円 
40 
915 

百万円 
△140 
△789 

百万円 
1,251 
1,454 

19年３月期 487 1,044 △980 1,394 
 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金  

(基準日) 第 １ 
四半期末 中間期末 第 ３ 

四半期末 期 末 年 間 

 
19年９月期 

円 銭 
－ － 

円 銭 
－ － 

円 銭 
－ － 

円 銭 
－ － 

円 銭 
00 00 

20年３月期（実績） － － － －   

 

20年３月期（予想）   － － － － 
00 00 

 

 

 
 
３．20年３月期の業績予想（平成19年３月21日～平成20年３月20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 15,300（2.7） 60（ － ） 80（ － ） 60（ － ） 4 00 
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４．その他 
（１）中間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、17ページ「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」をご覧ください。〕 

 
（２）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９月中間期 15,280,000株 18年９月中間期 15,280,000株 19年３月期 15,280,000株 

② 期末自己株式数          
19年９月中間期   264,800株 18年９月中間期   264,800株 19年３月期   264,800株 

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧
ください。 

 
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合
理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可
能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

 ①当中間期の経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、個人消費が力強さを欠くものの、企業部門は好調であり、設備投資

も底堅く、引き続き緩やかに拡大して推移いたしました。 

 当業界におきましては、景気回復に伴い大型の複合商業施設の出店が続いており、また、再編される百貨店

の改装も増えるなど、内装工事の需要は増加基調で推移いたしました。しかしながら、受注競争は厳しく、原

材料価格の値上がりなど、経営環境は予断を許さない状況が続いております。 

 このような状況のもとで、当社は、総合工事業務の再構築として、人材の補強、エンタテインメント分野の

受注拡大、原価低減を図るとともに、専業工事業務の人材強化、重点顧客への対応強化、情報通信業務の収益

改善を方針として、制作体制を改め、収益の改善を図ってまいりました。 

 しかしながら、総合工事業務の粗利率は改善いたしましたが、優良案件の選別受注、エンタテインメント分

野の不振により、売上高が計画を下回り、諸経費の抑制に努めたものの営業損失となりました。専業工事業務、

情報通信業務は、計画を上回り堅調に推移いたしました。 

この結果、当中間会計期間の業績は、売上高は6,228百万円(前年同期比21.8％減)、営業損失147百万円(前

年同期は378百万円の損失)、経常損失140百万円(前年同期は357百万円の損失)、中間純損失154百万円(前年同

期は266百万円の損失)となりました。 

 

業務別の営業概況は次のとおりであります。 

 

（専業工事業務） 

専業工事業務におきましては、旺盛な百貨店、ショッピングセンターの新装・改装などを受注することがで

きました。また、人材強化、重点顧客への対応強化、原材料高への対応を図り、利益率改善、受注拡大に努め

てまいりました。しかしながら、人材の補強が充分でなく、前年同期の売上・利益実績を下回りましたが、期

初計画の売上・利益は達成いたしました。 

この結果、専業工事業務の売上高は2,263百万円（前年同期比9.8％減）、営業利益は74百万円（前年同期比

30.8％減）となりました。 

 

（総合工事業務） 

総合工事業務におきましては、人材補強による利益の出る体制の再構築、エンタテインメント分野の受注拡

大、商業系デベロッパーへの取り組み強化などに努めてまいりましたが、受注競争の激化及び優良案件の選別

受注、パチンコホールの出店延期などにより受注が減少し、計画を下回りました。 

この結果、総合工事業務の売上高は2,720百万円（前年同期比35.4％減）、営業損失219百万円（前年同期は

465百万円の損失）となりました。 

 

（情報通信業務） 

情報通信業務におきましては、販売拠点の再構築、顧客満足度の向上、情報管理体制の向上などにより収益

改善に努めてまいりました。 

この結果、情報通信業務の売上高は1,195百万円（前年同期比0.4％増）、営業損失2百万円（前年同期は20

百万円の損失）となりました。 

 

（不動産業務） 

不動産業務におきましては、不動産の賃貸収入が主であり、不動産業務の売上高は50百万円（前年同期比

7.4％減）となりました。 

 

   ②通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、米国経済の減速懸念、原油価格の高騰など先行き不透明感は増しております

が、景気は不安材料を抱えながらも回復を続けていくものと予測されております。 

  当業界におきましては、大型商業施設の新設、百貨店の改装など、流通業部門の設備投資は続くものと推察

され、景気回復に伴う出店工事の受注が見込まれております。一方、原油価格の高騰による原材料価格の値上

がり、受注競争の激化など厳しい経営環境は続くと思われます。 

このような状況のもと、当社は、専業工事業務におきましては、現場管理の徹底により利益率の改善に注力

し、人材の補強により受注体制を強化してまいります。総合工事業務におきましては、新規顧客の獲得と既存

顧客への提案を強化し、増加が見込まれる出店需要の獲得を確実なものにしてまいります。これらを徹底して、

収益の改善を図り、上期の損失を補う計画を達成するよう努めてまいります。 

通期(平成20年3月期)の業績見通しにつきましては、上期が計画未達ではありましたが、下期は業績の回復

が見込まれ、期初の業績予想から変更はありません。 

売上高15,300百万円（前期比2.7％増）、営業利益60百万円（前期は463百万円の損失）、経常利益80百万円

（前期は440百万円の損失）、当期純利益60百万円（前期は446百万円の損失）を見込んでおります。 
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(注)上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績は今後様々な要因により予想値と異なる結果となる可能性があります。 

 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

当中間会計期間末の資産につきましては、前事業年度末に比べ835百万円減少し、6,879百万円となりました。

これは、主に現金及び預金が142百万円、完成工事未収入金が451百万円及びたな卸資産が126百万円減少した

ことによるものであります。 

負債につきましては、前事業年度末に比べ679百万円減少し、2,801百万円となりました。これは、主に支払

手形・工事未払金が315百万円、借入金、社債が135百万円減少したことによるものであります。 

純資産につきましては、前事業年度に比べ156百万円減少し、4,077百万円となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、借入金の返済があったこと等に

より、前事業年度に比べて142百万円減少し、当中間会計期間末には1,251百万円(前年同期は1,454百万円)と

なりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フロー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） 

 営業活動の結果使用した資金は42百万円(前年同期は486百万円の獲得)となりました。 

これは主に、税引前中間純損失148百万円に売上債権の減少額419百万円、たな卸資産の減少額121百万円、

仕入債務の減少額402百万円および未払金の減少額35百万円等を反映したものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により得られた資金は40百万円(前年同期は915百万円の獲得)となりました。 

これは主に、投資有価証券の売却による収入が38百万円あったこと等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は140百万円(前年同期は789百万円の使用)となりました。 

これは主に、借入の返済110百万円及び社債の償還25百万円の支出があったこと等によるものです。 

 

③キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成18年３月期 平成19年３月期 平成19年９月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 45.7 49.7 53.2 54.9 59.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 85.4 70.1 52.7 38.1 24.7 

債務償還年数（年） － － 1.0 0.6 － 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ － － 56.3 25.4 － 

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（期末株価終値×期末発行済株式総数）／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 ※いずれの指標も財務数値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すべての負債を対象としております。なお、平成18年３月期及び平成19年

９月期は営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシ

オは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 

当社は、株主への長期的利益還元を重要な課題のひとつと考え、安定した配当を行うことを基本としたうえで、

配当性向と企業体質の強化及び内部留保の充実を勘案して決定することを基本方針としております。 

内部留保による資金につきましては、今後の事業発展を推進するための研究・開発・人材育成及び財務体質の

改善、その他の資金需要を賄う原資として活用してまいります。 

当中間期は、誠に遺憾ながら中間純損失の計上を余儀なくされました。 

当中間期の配当につきましては、配当原資がないため、無配とさせていただきました。また、通期の配当につ

きましても、無配を予定しております。 
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(4）事業等のリスク 

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、記載した 

事項における将来に関する事項は当中間会計期間末現在において当社が判断したものであります。 

①受注について 

当社は、飲食業向けの店舗内装工事の売上高比率が高く、個人消費の伸び縮みなどにより、飲食業の新規 

出店、設備投資が増加・減少する影響を受ける可能性があります。 

 

②経営成績について 

当社の業務別概況において、総合工事業務が売上の伸び悩みなどにより営業損失を計上しております。 

当社は、総合工事業務の利益改善が 重要課題と認識しており、様々な改善施策を実施しておりますが、そ

の進展状況により当社の経営成績に影響を与える場合があります。 

 

③法的規制等について 

当社は、店舗内装の請負工事を受注する上で建設業法、建築基準法、建築士法、消防法などの建設関連の

法的規制を受けております。これらの規制を遵守できなかった場合、営業停止などの制限がなされて、当社

の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④施工物件の品質・安全性及び事故について 

当社は、施工物件・製品など、製造物の品質・安全性に充分な配慮をいたしておりますが、完工物件にお

ける瑕疵の発生、瑕疵を原因とする事故の発生、また、工事作業中における労働災害事故などが起きる可能

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、損害賠償等により経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

⑤保有資産の価格変動について 

 販売用不動産・投資有価証券等の保有資産の時価が著しく下落した場合には、経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。また、事業用不動産の収益性が著しく低下した場合には、経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。 

 

⑥訴訟について 

 現在、当社は業務提携先より工事請負契約に基づく瑕疵の修補に代わる損害賠償請求として下記の訴訟の

提起を受けております。当社は提携先に業務提携の期間満了による預託金5,000万円の返還を求めており、

正当な論拠を示し、原告に対する損害賠償義務は無いものとして、その旨を主張してまいります。訴訟の推

移如何によっては当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

石の癒株式会社からの金5,424万3,607円の損害賠償請求 

 平成19年9月28日付にて福岡地方裁判所に提起され、進行中であります。 
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２．企業集団の状況 
   当社は、親会社となるセガサミーホールディングス株式会社（当社の議決権所有割合の51.39％を保有）を中

心とした企業グループに属しております。 

セガサミーホールディングス株式会社は「総合エンタテインメント企業グループの持株会社として、グループ

の経営管理及びそれに附帯する業務」を主な事業内容とし「世界的な総合エンタテインメント企業」としてプレ

ゼンス確立を目指しております。 

グループの主な会社として、株式会社セガは「アミューズメント機器の開発・製造・販売」「アミューズメン

ト施設運営」「コンシューマソフトの開発・製造・販売」を主な事業内容とし、サミー株式会社は「パチスロ遊

技機・パチンコ遊技機・周辺機器」の開発・製造・販売を主な事業内容とし、国内外で事業活動を展開しており

ます。 

当社は、「ディスプレイ、商業施設、文化施設、建築等の企画・設計・監理及び施工」を主な事業内容として

おり、セガサミーグループにおける「その他事業」の中に位置付けられております。 

事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注）当社は、子会社を有しておりません。 

 

関係会社の状況は次のとおりであります。 

（1）親会社 

名 称 住 所 資 本 金 主要な 事業 内容
議 決 権 の 

被所有割合 
関 係 内 容

セガサミーホールディ

ングス株式会社 
東京都港区 29,953百万円 

総合エンタテインメ

ント企業グループの

持株会社として、グ

ループの経営管理及

びそれに附帯する業

務 

 

51.39％ 

 

監査役の兼任 

（注）１．有価証券報告書提出会社であります。 

２．資本金は、平成19年９月30日現在であります。 

 

（2）関連会社 

    該当事項はありません。 

得意先・ユーザー・遊技場 

親会社  セガサミーホールディングス株式会社 

及びグループ各社 

当                    社 

アミューズメント機器、パチスロ・パチンコ遊技機等の 

開発・製造・販売 

商業施設等の企画・設計・施工・監理、情報通信機器の販売 
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３．経営方針 
(1）会社の経営の基本方針 

当社は、平成19年3月期より『私たちは、あらゆる人々に感動と喜び溢れる快適空間を提供し、社会に貢献い

たします』を新たな経営理念といたしました。総合エンタテインメント企業グループの一員として、子供から高

齢者まであらゆる世代にエンタテインメントがもたらす感動と喜びを、店舗・施設を造ることを通して表現し、

お客様に快適な空間を提供することが、私たちの目指すものであります。 

また、経営の指針として、「人を大切にする経営」「豊かな価値を創造する経営」「人社一体で目標を追求す

る経営」を実践してまいります。 

 

(2）目標とする経営指標 

当社は、株主価値の増大に向け、収益性を高める経営指標として、売上高営業利益率３％以上、売上総利益率

16％以上を中長期的な目標としております。 

 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、平成19年3月期を「新生日商インターライフのスタート元年」と位置付け、「物造りの会社」を基本

とし、制作基盤強化を図りながら筋肉体質への転換を行っております。 

また、セガサミーグループに関連するアミューズメント・パチスロ・パチンコ施設の店舗内装工事の受注とい

うエンタテインメント分野を中心とした事業領域の拡大を図り、グループシナジーを発揮できる体制を構築する

とともに、収益力のアップ、利益の確保に努めてまいります。 

 

(4）会社の対処すべき課題 

当社は営業力の強化と原価管理の徹底を 重要課題として認識し、お客様へ店舗開発の優良な情報を提供する

とともに、業務の効率化・合理化により経費削減を一層進めて、原価・在庫・債権・与信などの管理を徹底し、

キャッシュ・フローの改善を目指してまいります。 

専業工事業務においては、人材の確保と育成による営業基盤の強化、総合工事業務においては、セガサミーグ

ループ企業とのネットワーク強化、新台展示会・イベントなどのプロモーション事業の拡大、商業系デベロッ

パーとの関係強化などを実行してまいります。また、情報通信業務においては、携帯電話販売の拠点再構築、

コーポレート業務では、内部統制システムの構築を通じた業務改善を推し進めるなど、全社一丸となり、収益の

改善を図ってまいります。 
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【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成18年９月20日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月20日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月20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  1,454,539 1,251,770 1,394,375 

２．受取手形  690,618 547,016 498,773 

３．完成工事未収入金  2,793,791 1,959,614 2,411,513 

４．売掛金  149,868 201,696 267,131 

５．たな卸資産  867,623 927,400 1,054,292 

６．その他  40,448 38,292 28,730 

貸倒引当金  △1,817 △5,145 △1,270 

流動資産合計   5,995,072 72.3 4,920,644 71.5  5,653,545 73.3

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物  517,679 454,441 464,358 

(2）土地  442,685 328,302 328,302 

(3）その他  30,748 18,307 19,803 

有形固定資産合計  991,113 11.9 801,051 11.7 812,463 10.5

２．無形固定資産    

(1）借地権  464,600 464,600 464,600 

(2）その他  18,199 15,631 16,281 

無形固定資産合計  482,799 5.8 480,231 7.0 480,881 6.2

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  527,131 476,570 523,155 

(2）破産債権、再生
債権、更生債権
その他これらに
準ずる債権 

 475,579 467,890 455,942 

(3）その他  323,937 250,977 287,071 

貸倒引当金  △498,322 △517,970 △498,155 

投資その他の資産
合計 

 828,325 10.0 677,468 9.8 768,013 10.0

固定資産合計   2,302,238 27.7 1,958,751 28.5  2,061,358 26.7

資産合計   8,297,310 100.0 6,879,396 100.0  7,714,904 100.0
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前中間会計期間末 

（平成18年９月20日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月20日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月20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．支払手形  1,398,843 936,131 1,104,536 

２．工事未払金  1,122,304 1,049,925 1,196,917 

３．買掛金  106,934 141,205 228,083 

４．１年以内返済予定
長期借入金 

 270,000 100,000 160,000 

５．１年以内償還予定
社債 

 50,000 － 25,000 

６．未払法人税等  14,733 12,469 26,052 

７．未払消費税等 ※２ 33,202 12,213 28,062 

８．賞与引当金  66,463 63,712 65,853 

９．完成工事補償引当
金 

 4,631 7,574 8,126 

10．その他  560,733 324,167 405,211 

流動負債合計   3,627,846 43.7 2,647,399 38.5  3,247,844 42.1

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  150,000 50,000 100,000 

２．役員退職慰労引当
金 

 23,296 15,474 26,013 

３．執行役員退職慰労
引当金 

 17,471 17,471 19,545 

４．退職給付引当金  19,098 6,940 8,956 

５．その他  45,317 64,150 78,161 

固定負債合計   255,183 3.1 154,036 2.2  232,676 3.0

負債合計   3,883,029 46.8 2,801,435 40.7  3,480,520 45.1
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前中間会計期間末 

（平成18年９月20日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月20日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月20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   5,018,625 60.5 5,018,625 72.9  5,018,625 65.0

２ 資本剰余金    

(1）資本準備金  224,261 224,261 224,261 

資本剰余金合計   224,261 2.7 224,261 3.3  224,261 2.9

３ 利益剰余金    

(1）その他利益剰余
金 

   

繰越利益剰余金  △664,077 △999,153 △844,507 

利益剰余金合計   △664,077 △8.0 △999,153 △14.5  △844,507 △10.9

４ 自己株式   △164,996 △2.0 △164,996 △2.4  △164,996 △2.1

株主資本合計   4,413,813 53.2 4,078,737 59.3  4,233,383 54.9

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評価
差額金 

  467 0.0 △776 0.0  1,000 0.0

評価・換算差額等合
計 

  467 0.0 △776 0.0  1,000 0.0

純資産合計   4,414,280 53.2 4,077,960 59.3  4,234,383 54.9

負債純資産合計   8,297,310 100.0 6,879,396 100.0  7,714,904 100.0
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②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20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   7,965,111 100.0 6,228,542 100.0  14,896,873 100.0

Ⅱ 売上原価   7,151,412 89.8 5,330,634 85.6  13,115,514 88.0

売上総利益   813,699 10.2 897,908 14.4  1,781,359 12.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  1,192,471 15.0 1,044,958 16.8  2,244,744 15.1

営業損失   378,772 △4.8 147,050 △2.4  463,385 △3.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  37,725 0.5 18,152 0.3  50,156 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  16,139 0.2 11,317 0.2  27,300 0.2

経常損失   357,186 △4.5 140,215 △2.3  440,529 △3.0

Ⅵ 特別利益 ※３  126,629 1.6 － －  134,541 0.9

Ⅶ 特別損失 ※４.５  27,236 0.3 8,371 0.1  120,829 0.8

税引前中間(当期)
純損失 

  257,793 △3.2 148,586 △2.4  426,817 △2.9

法人税、住民税及
び事業税 

  8,247 0.1 6,059 0.1  19,652 0.1

中間(当期)純損失   266,040 △3.3 154,646 △2.5  446,470 △3.0
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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3月21日 至平成18年9月20日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益
 剰余金 

 
資本金 

資本準備金
資本剰余金

合計 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3月20日 残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △397,472 △397,472 △166,242 4,679,172

中間会計期間中の変動額    

中間純利益  △266,040 △266,040  △266,040

自己株式の処分  △564 △564 1,246 682

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） 

－ － － △266,604 △266,604 1,246 △265,358

平成18年９月20日 残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △664,077 △664,077 △164,996 4,413,813

    
 

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３月20日 残高（千円） 1,468 1,468 4,680,641

中間会計期間中の変動額  

中間純利益  △266,040

自己株式の処分  682

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△1,001 △1,001 △1,001

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△1,001 △1,001 △266,360

平成18年９月20日 残高（千円） 467 467 4,414,280
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当中間会計期間（自平成19年3月21日 至平成19年9月20日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益
 剰余金 

 
資本金 

資本準備金
資本剰余金

合計 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19年3月20日 残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △844,507 △844,507 △164,996 4,233,383

中間会計期間中の変動額    

中間純利益  △154,646 △154,646  △154,646

自己株式の処分    －

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） 

－ － － △154,646 △154,646 － △154,646

平成19年９月20日 残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △999,153 △999,153 △164,996 4,078,737

    
 

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19年３月20日 残高（千円） 1,000 1,000 4,234,383

中間会計期間中の変動額  

中間純利益  △154,646

自己株式の処分  －

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△1,777 △1,777 △1,777

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△1,777 △1,777 △156,423

平成19年９月20日 残高（千円） △776 △776 4,077,960
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年3月21日 至平成19年3月20日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益
 剰余金 

 
資本金 

資本準備金
資本剰余金

合計 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3月20日 残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △397,472 △397,472 △166,242 4,679,172

事業年度中の変動額    

当期純利益  △446,470 △446,470  △446,470

自己株式の処分  △  564 △  564 1,246 682

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） － － － △447,034 △447,034 1,246 △445,788

平成19年３月20日 残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △844,507 △844,507 △164,996 4,233,383

    
 

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３月20日 残高（千円） 1,468 1,468 4,680,641

事業年度中の変動額  

当期純利益  △446,470

自己株式の処分  682

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△468 △468 △468

事業年度中の変動額合計（千円） △468 △468 △446,257

平成19年３月20日 残高（千円） 1,000 1,000 4,234,383
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間会計期間 
 
 

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日）

当中間会計期間 
 
 

（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー 

計算書 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税引前中間（当期）
純損失 

 △257,793 △148,586 △426,817 

減価償却費  24,109 17,340 48,568 

減損損失  － － 40,398 

貸倒引当金の増減額  42,667 23,689 41,954 

役員退職慰労引当金
の増減額 

 △19,779 △1,779 △17,062 

執行役員退職慰労引
当金の増減額 

 △14,085 △10,833 △12,011 

受取利息及び受取配
当金 

 △3,250 △4,983 △9,289 

支払利息  12,443 4,844 19,306 

固定資産売却益  △95,708 － △101,420 

固定資産売却損  3,585 － 11,101 

固定資産除却損  3,408 2,393 6,901 

投資有価証券評価損  6,325 5,052 11,232 

売上債権の増減額  685,102 419,488 1,149,112 

たな卸資産の増減額  175,713 121,038 △10,955 

仕入債務の増減額  △80,132 △402,275 △176,314 

未払消費税等の増減
額 

 9,167 △15,849 4,027 

未払金の増減額  80,521 △35,494 △31,623 

その他  △60,454 1,956 △31,553 

小計  511,839 △23,998 515,553 

利息及び配当金の受
取額 

 3,238 5,028 9,220 

利息の支払額  △12,234 △4,780 △19,200 

法人税等の支払額  △16,475 △18,833 △17,605 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 486,367 △42,584 487,968 

 



 

 

 

㈱日商インターライフ（1986）平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

－  － - 16 -

  

前中間会計期間 
 
 

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日）

当中間会計期間 
 
 

（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー 

計算書 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

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 

 △13,795 △933 △29,360 

有形固定資産の売却
による収入 

 917,739 － 1,059,474 

投資有価証券の取得
による支出 

 △618 △653 △1,245 

投資有価証券の売却
による収入 

 － 38,780 － 

貸付金の回収による
収入 

 4,931 990 6,277 

その他  7,303 2,580 9,539 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 915,561 40,764 1,044,685 

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 

 1,700,000 250,000 2,500,000 

短期借入金の返済に
よる支出 

 △2,300,000 △250,000 △3,100,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △160,000 △110,000 △320,000 

社債の償還による支
出 

 △25,000 △25,000 △50,000 

自己株式の売却によ
る収入 

 682 － 682 

配当金の支払額  △148 △267 △266 

その他  △5,395 △5,651 △11,046 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △789,861 △140,918 △980,631 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増加額（△減少額） 

 612,067 △142,738 552,022 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 842,232 1,394,255 842,232 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 1,454,300 1,251,516 1,394,255 
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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18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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）

……同左 

 

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 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 商品、原材料 商品、原材料 商品、原材料 

 ……移動平均法による原価法

ただし、移動体通信事業

に係る商品については総

平均法による原価法 

……同左 

 

 

 

……同左 

 

 

 

 販売用不動産、未成工事支出

金 

販売用不動産、未成工事支出

金 

販売用不動産、未成工事支出

金 

 ……個別法による原価法 ……同左 ……同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 …… 終仕入原価法 ……同左 ……同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  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）を採用しております。

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

 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）を採用しております。

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

 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）を採用しております。

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

  建物   ３年～58年 

 その他  ２年～20年 

 建物   ３年～50年 

 その他  ３年～20年 

 建物   ３年～58年 

 その他  ２年～20年 

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

 当該変更に伴う損益に与える

影響は軽微であります。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

 (2）無形固定資産及び長期前払費

用 

(2）無形固定資産及び長期前払費

用 

(2）無形固定資産及び長期前払費

用 

  定額法を採用しております。

 ただし、ソフトウェア（自社

利用）については、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しておりま

す。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権等の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

同左 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）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

額に基づき計上しております。

同左 同左 

 (3）完成工事補償引当金 (3）完成工事補償引当金 (3）完成工事補償引当金 

  商業施設制作業務に係る瑕疵

担保の費用については、当中間

期に至る６ヶ月間の商業施設制

作業務完成工事高に対し、前２

事業年度の実績率を基礎に将来

の支払見込を加味して計上して

おります。 

同左  商業施設制作業務に係る瑕疵

担保の費用については、当期に

至る１年間の商業施設制作業務

完成工事高に対し、前２事業年

度の実績率を基礎に将来の支払

見込を加味して計上しておりま

す。 

 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

同左  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。 

 (5）役員退職慰労引当金及び執行

役員退職慰労引当金 

(5）役員退職慰労引当金及び執行

役員退職慰労引当金 

(5）役員退職慰労引当金及び執行

役員退職慰労引当金 

  役員及び執行役員への退職慰

労金支給に備えるため、内規に

よる必要額を計上しておりま

す。 

同左 同左 

４．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５．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 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 ───────── (1）ヘッジ会計の方法 

  金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を満たして

おりますので、特例処理を採用

しております。 

 同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象   (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…金利スワップ取

引 

 ヘッジ対象…借入利息 

 同左 

 (3）ヘッジ方針   (3）ヘッジ方針 

  借入金利の将来の金利変動リ

スクをヘッジする目的にのみ取

引を限定する方針であります。

 同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法   (4）ヘッジ有効性評価の方法 

  当社の行っている金利スワッ

プ取引は、その全てが特例処理

の要件を満たしているため、そ

の判定をもってヘッジ有効性評

価の判定に代えております。 

 同左 

７．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 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 同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ８．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は税抜方式

を採用しております。 

同左 同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年 3月21日 
至 平成18年 9月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年 3月21日 
至 平成19年 9月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年 3月21日 
至 平成19年 3月20日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

───────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 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4,414,280千円でありま

す。 

 なお、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、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

  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」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日企業会計基準適用指針第８号）を

適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は4,234,383千円で

あります。 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

（中間貸借対照表） ───────── 

  前中間会計期間において投資その他の資産「その

他」に含めて表示しておりました「破産債権、再生

債権、更生債権その他これらに準ずる債権」は資産

の総額の100分の5を超えたため、当中間会計期間よ

り区分掲記することといたしました。 

  なお、前中間会計期間の「その他」に含まれてい

る「破産債権、再生債権、更生債権その他これらに

準ずる債権」は418,936千円であります。 

 

 

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９月20日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月20日） 

前事業年度 
（平成19年３月20日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

658,868千円 582,575千円 567,533千円

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．    ───── 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、流動負債の「未払消費

税等」として表示しております。 

同左  
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

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

受取利息 577千円

受取配当金 2,672千円
  

 
受取利息 2,112千円

受取配当金 2,871千円
  

 
受取利息 1,871千円

受取配当金 7,418千円
  

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

支払利息 12,443千円
  

 
支払利息 4,844千円

  

 
支払利息 19,306千円

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

固定資産売却益 

 土地・建物 95,708千円

役員退職慰労引当金 

戻入額 

26,159千円

  

 
   ─────

 

 
  

 
固定資産売却益 101,420千円

役員退職慰労引当金 

戻入額 

26,159千円

 

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

 
投資有価証券評価損 6,325千円

  

 
投資有価証券評価損 5,052千円

 
  

 
投資有価証券評価損 11,232千円

減損損失 40,398千円
  

 ５．    ─────  ５．    ───── ※５．減損損失 

    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い

たしました。 

用途 種類 場所 
減損損失
（千円）

総合工
事業務

リース
資産他 

東京都豊
島区他 

40,398

 当社は、事業の業務別を基礎とし、資

産のグルーピングしております。総合工

事業務については、当初の想定と比べ収

益性が著しく低下し、営業活動から生じ

る損益が継続してマイナスとなってお

り、かつキャッシュ・フローの見積総額

が事業用資産の帳簿価額を下回るため、

当該資産グループの帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（40,398千円）として特別損失に計上い

たしました。その内訳は、リース資産 

35,911千円、建物685千円、工具・器具・

備品2,972千円、ソフトウエア783千円及

び長期前払費用46千円であります。 

 なお、当該資産グループの回収可能価

額は使用価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローは4.6％の割引率を想

定しております。 

 ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額 
 

有形固定資産 18,540千円

無形固定資産 1,265千円

長期前払費用 4,303千円
  

 
有形固定資産 16,015千円

無形固定資産 649千円

長期前払費用 675千円
  

 
有形固定資産 37,361千円

無形固定資産 2,399千円

長期前払費用 8,806千円
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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３月21日 至 平成18年９月20日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに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） 

発行済株式     

普通株式 15,280,000 － － 15,280,000 

合計 15,280,000 － － 15,280,000 

自己株式     

普通株式 266,800 － 2,000 264,800 

合計 266,800 － 2,000 264,800 

（注）普通株式の自己株式の株式数の減少2,000株は、新株予約権（ストック・オプション）の権利行使によるもの

であります。 

 

２．新株予約権等に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

前事業年度
末 

当中間会計
期間増加 

当中間会計
期間減少 

当中間会計
期間末 

当中間会計
期間末残高
（円） 

提出会社 平成14年新株予約権 普通株式 144,300 － 15,000 129,300 －

平成15年新株予約権 普通株式 135,000 － 19,500 115,500 －
 

平成16年新株予約権 普通株式 215,500 － 29,500 186,000 －

合計 － 494,800 － 64,000 430,800 －

（注）平成14年新株予約権の減少は、退職によるものであります。 

   平成15年新株予約権の減少は、権利行使によるものが2,000株、退職によるものが17,500株であります。 

   平成16年新株予約権の減少は、退職によるものであります。 

 

３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに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） 

発行済株式     

普通株式 15,280,000 － － 15,280,000 

合計 15,280,000 － － 15,280,000 

自己株式     

普通株式 264,800 － － 264,800 

合計 264,800 － － 264,800 
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２．新株予約権等に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

前事業年度
末 

当中間会計
期間増加 

当中間会計
期間減少 

当中間会計
期間末 

当中間会計
期間末残高
（円） 

提出会社 平成14年新株予約権 普通株式 118,300 － 118,300 0 －

平成15年新株予約権 普通株式 105,500 － 4,500 101,000 －
 

平成16年新株予約権 普通株式 172,500 － 13,500 159,000 －

合計 － 396,300 － 136,300 260,000 －

（注）平成14年新株予約権の減少は、権利行使期間満了による失効が112,100株、退職によるものが6,200株でありま

す。 

   平成15年新株予約権の減少は、退職によるものであります。 

   平成16年新株予約権の減少は、退職によるものであります。 

 

３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに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） 

発行済株式     

普通株式 15,280,000 － － 15,280,000 

合計 15,280,000 － － 15,280,000 

自己株式     

普通株式 266,800 － 2,000 264,800 

合計 266,800 － 2,000 264,800 

（注）普通株式の自己株式の株式数の減少2,000株は、新株予約権（ストック・オプション）の権利行使によるもの

であります。 

 

２．新株予約権等に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

前事業年度
末 

当事業年度
増加 

当事業年度
減少 

当事業年度
末 

当事業年度
末残高 
（円） 

提出会社 平成14年新株予約権 普通株式 144,300 － 26,000 118,300 －

平成15年新株予約権 普通株式 135,000 － 29,500 105,500 －
 

平成16年新株予約権 普通株式 215,500 － 43,000 172,500 －

合計 － 494,800 － 98,500 396,300 －

（注）平成14年新株予約権の減少は、退職によるものであります。 

   平成15年新株予約権の減少は、権利行使によるものが2,000株、退職によるものが27,500株であります。 

   平成16年新株予約権の減少は、退職によるものであります。 

   上記の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 
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３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

※  現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間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貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成18年９月20日現在） （平成19年９月20日現在） （平成19年３月20日現在）
 

 （千円）

現金及び預金勘定 1,454,539 

別段預金 △239 

現金及び現金同等物 1,454,300 
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 1,251,770

別段預金 △253

現金及び現金同等物 1,251,516
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 1,394,375

別段預金 △120

現金及び現金同等物 1,394,255
  

 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額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 

108,369 39,555 68,814 

合計 108,369 39,555 68,814 

  

 

 

取得価
額相当
額 
(千円)

減価
償却
累計
額相
当額
(千円)

減損損
失累計
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

109,757 52,148 23,837 33,771

合計 109,757 52,148 23,837 33,771

  

 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価
償却
累計
額相
当額 
(千円) 

減損損
失累計
額相当
額（千
円）

期末
残高
相当
額 
(千円)

(有形固
定資産)
その他

113,510 48,468 35,911 29,130

合計 113,510 48,468 35,911 29,130

  

（注）取得価額相当額は、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。 

（注） 

同左 

（注）取得価額相当額は、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。 

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年内 22,340千円

１年超 46,474千円

 合計 68,814千円
  

 
１年内 14,133千円

１年超 19,638千円

 合計 33,771千円

リース資産減損勘定の

残高 
23,837千円

  

 
１年内 21,940千円

１年超 43,101千円

 合計 65,042千円

リース資産減損勘定の

残高 
35,911千円

 

（注）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。 

（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。 
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前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 
 

支払リース料 11,414千円

減価償却費相当額 11,414千円
  

 
支払リース料 11,719千円

リース資産減損勘定の取

崩額 
4,372千円

減価償却費相当額 7,347千円
  

 
支払リース料 23,033千円

減価償却費相当額 23,033千円

減損損失 35,911千円
  

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

同左 同左 

 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年９月20日現在） 

 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 6,101 9,444 3,343 

合計 6,101 9,444 3,343 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 516,375 

その他 1,311 

（注） 当中間会計期間において6,325千円の減損処理を行っております。 

 
当中間会計期間末（平成19年９月20日現在） 

 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 7,028 7,768 739 

合計 7,028 7,768 739 

（注） 当中間会計期間において458千円の減損処理を行っております。 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 468,802 

その他 － 

（注） 当中間会計期間において4,594千円の減損処理を行っております。 
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前事業年度末（平成19年３月20日現在） 
 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 6,728 10,487 3,759 

合計 6,728 10,487 3,759 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 511,827 

その他 839 

（注） 当事業年度において11,232千円の減損処理を行っております。 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成18年３月21日 至 平成18年９月20日）、 

１．取引の状況に関する事項 

①取引の内容及び利用目的等 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。借入金利の将来の金利市場にお

ける利率変動リスクを回避する目的で利用しております。 

ａ．ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しており

ます。 

ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ取引 

ヘッジ対象・・・借入利息 

ｃ．ヘッジ方針 

当社は、借入金利の将来の金利変動リスクをヘッジする目的にのみ取引を限定する方針であります。 

ｄ．ヘッジ有効性評価の方法 

当社の行っている取引は金利スワップ取引のみであり、その全てが特例処理の要件を満たしている

ため、その判定をもってヘッジ有効性評価の判定に代えております。 

②取引に対する取組方針 

当社は、現在及び将来の金利変動リスクを軽減または回避することを目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。 

③取引に係るリスク内容 

当社が利用している金利スワップ取引については、市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、

当社の金利スワップ取引の契約先は、信用度の高い国内の取引金融機関であるため、相手方の契約不履行

によるリスクはほとんどないと認識しております。 

④取引に係るリスク管理体制 

金利スワップ取引の契約は、すべて社長決裁に基づき行われ、取引の実行及び管理は経理部において行っ

ております。 

 

２．取引の時価等に関する事項 

ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 
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当中間会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

１．取引の状況に関する事項 

①取引の内容及び利用目的等 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。借入金利の将来の金利市場にお

ける利率変動リスクを回避する目的で利用しております。 

ａ ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しておりま

す。 

ｂ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引 

ヘッジ対象…借入利息 

ｃ ヘッジ方針 

当社は、借入金利の将来の金利変動リスクをヘッジする目的にのみ取引を限定する方針であります。 

ｄ ヘッジ有効性評価の方法 

当社の行っている取引は金利スワップ取引のみであり、その全てが特例処理の要件を満たしているた

め、その判定をもってヘッジ有効性評価の判定に代えております。 

②取引に対する取組方針 

当社は、現在及び将来の金利変動リスクを軽減または回避することを目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。 

③取引に係るリスクの内容 

当社が利用している金利スワップ取引については、市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、

当社の金利スワップ取引の契約先は、信用度の高い国内の取引金融機関であるため、相手方の契約不履行

によるリスクはほとんどないと認識しております。 

④取引に係るリスク管理体制 

金利スワップ取引の契約は、全て社長決裁に基づき行われ、取引の実行及び管理は経理部において行って

おります。 

 

２．取引の時価等に関する事項 

該当事項はありません。。 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

前中間会計期間（自 平成18年３月21日 至 平成18年９月20日）、 

当中間会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日） 

及び前事業年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

 該当事項はありません。 

 

 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成18年３月21日 至 平成18年９月20日）、 

当中間会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日） 

及び前事業年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

 
 
１株当たり純資産額 293.99円

１株当たり中間純損失 17.72円

  

 
 
１株当たり純資産額 271.59円

１株当たり中間純損失 10.30円

  

 
 
１株当たり純資産額 282.01円

１株当たり当期純損失 29.73円

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損

失であるため記載しておりません。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

（注） １株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年３月21日
至 平成18年９月20日)

当中間会計期間 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月21日
至 平成19年３月20日)

１株当たり中間（当期）純損失金額    

中間（当期）純損失（千円） 266,040 154,646 446,470 

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）純損失

（千円） 
266,040 154,646 446,470 

期中平均株式数（千株） 15,014 15,015 15,015 

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 

新株予約権３種類（新

株予約権の数4,308

個）。 

新株予約権２種類（新

株予約権の数2,600

個）。 

新株予約権３種類（新

株予約権の数3,963

個）。 

 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成18年３月21日 至 平成18年９月20日）、 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日） 

 当社は、平成19年9月28日付で、福岡地方裁判所において、次の内容による訴訟の提起を受けました。 

① 訴訟の経緯及び内容 

当社は、石の癒株式会社に対し工事請負契約及び業務提携覚書により岩盤浴施設の施工を請負、納入い

たしました。しかしながら、同社は工事に瑕疵があると主張し、当該契約に基づく瑕疵の修補に代わる

損害賠償請求の提訴に至った次第であります。 

 

② 損害賠償請求額 

      54,243千円 

 

③ 当社といたしましては、工事請負契約及び業務提携覚書に従って施設を施工、納入しており、損害賠償

責任を負う原因は無いと考えております。裁判では当社の正当性を主張していく方針であります。 

  

 

前事業年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

 該当事項はありません。 

 

 

 


