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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９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９月中間期 23,620 △14.6 3,397 97.3 2,984 138.1 1,777 145.7

18年９月中間期 27,643 △12.3 1,721 △56.9 1,253 △64.7 723 －

19年３月期 76,166 － 8,181 － 7,105 － 4,084 －

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９月中間期 69 53 －  

18年９月中間期 28 30 －  

19年３月期 159 75 －  

（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）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９月中間期 140,103 38,273 27.3 1,497 10

18年９月中間期 130,198 33,951 26.1 1,328 00

19年３月期 143,584 37,287 26.0 1,458 51

（参考）自己資本 19年９月中間期 38,273百万円 18年９月中間期 33,951百万円 19年３月期 37,287百万円

(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９月中間期 △20,688 △409 11,405 37,129

18年９月中間期 △22,182 106 20,048 37,199

19年３月期 △7,075 31 14,638 46,822

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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － － 30 00 30 00

20年３月期 － － － －

20年３月期（予想） － － － 30 00 30 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３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 71,800 △5.7 11,600 41.8 9,400 32.3 5,500 34.7 215 13
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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）　無

 

(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、19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」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９月中間期 26,000,000株 18年９月中間期 26,000,000株 19年３月期 26,000,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 434,607株 18年９月中間期 434,440株 19年３月期 434,550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、34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．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９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９月中間期 21,307 △16.8 3,308 112.1 3,008 149.8 1,801 152.3

18年９月中間期 25,600 △13.9 1,559 △59.0 1,204 △65.4 713 10.6

19年３月期 71,732 － 7,797 － 6,824 － 4,006 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 70 47

18年９月中間期 27 93

19年３月期 156 70

(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９月中間期 133,753 37,263 27.9 1,457 57

18年９月中間期 123,898 32,984 26.6 1,290 21

19年３月期 138,338 36,252 26.2 1,418 04

（参考）自己資本 19年９月中間期 37,263百万円 18年９月中間期 32,984百万円 19年３月期 36,252百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３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 66,600 △7.2 11,000 41.1 9,000 31.9 5,300 32.3 207 31

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提としています。実際の業績は、

今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。
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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

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景とした設備投資や雇用情勢の改善などから、緩

やかな景気回復基調が継続する一方、原油を始めとする原材料価格の上昇による企業収益の圧迫懸念やサブプライム

ローン問題の顕在化による金融市場への影響などを受け、景気の先行きに対する不透明感が広がっております。

　不動産業界におきましては、都心部におけるオフィス需要の増加による賃料上昇や全国平均路線価が前年比+8.6％

と2年連続の上昇を示すなど、改善の動きが継続しております。しかしながら、利便性や住環境などの観点からのユー

ザーによる物件選別が進んでおり、二極化の傾向とこれに伴う用地取得競争が一層厳しいものとなっております。

  このような環境下、当社グループは、高い利便性、セキュリティ機能や耐震性強化などユーザー層のニーズを先取

りした高品質な商品開発に注力するとともに、設計段階での二重チェック体制（ピアチェック）を始めとした建設品

質管理システム（トリニティ・アイズ）を導入し、ユーザー層に安心を提供する施策を推進してまいりました。

　当中間期につきましては、販売スケジュール見直しにより中間期末引渡し予定物件の一部が下期にずれ込んだ結果、

前中間期実績に比べ、売上高におきましては、連結・単体とも減少となりましたが、利益率の見直しなどにより

営業利益、経常利益及び中間純利益におきましては、大幅な増益となりました。　

 

（連結）

区分
当中間期実績
（百万円）

前中間期実績
（百万円）

増減

金額（百万円） 増減率（％）

売上高 23,620 27,643 △4,022 △14.6

営業利益 3,397 1,721 1,675 97.3

経常利益 2,984 1,253 1,731 138.1

中間純利益 1,777 723 1,053 145.7

（単体）

区分
当中間期実績
（百万円）

前中間期実績
（百万円）

増減

金額（百万円） 増減率（％）

売上高 21,307 25,600 △4,293 △16.8

営業利益 3,308 1,559 1,748 112.1

経常利益 3,008 1,204 1,803 149.8

中間純利益 1,801 713 1,087 152.3
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　　②連結セグメント別の業績

　　　各セグメントの売上高は、外部顧客に対する売上を記載しております。

　　◆不動産販売事業（マンション等の開発分譲）

　　　不動産販売事業におきましては、鶴ヶ峰駅直結、超高層タワー型マンション「クリオレジダンスタワー横濱鶴ヶ峰

　　」、自分スタイルの暮らしを愉しむ「クリオ黄金町参番館」など、当中間期に638戸を販売いたしましたが、一部物

　　件の引渡が下期にずれ込んだものの、利益率の見直しなどにより、売上高は206億42百万円（前年同期比17.6％減）

　　営業利益33億88百万円（同124.6％増）となりました。　

　　　売上の状況は次のとおりであります。

区分
当中間期実績

（Ａ）
前中間期実績

（Ｂ）
（Ａ）－（Ｂ）

中高層住宅
戸数（戸） 638 880 △242

売上高（百万円） 20,566 25,037 △4,471

土地・建物
戸数（戸） － － －

売上高（百万円） － 1 △1

計
戸数（戸） 638 880 △242

売上高（百万円） 20,566 25,039 △4,473

　　　契約実績及び契約残高実績は次のとおりであります。

区分

平成19年３月期 平成19年９月期

期首契約残高 期中契約高 期末契約残高 期中契約高 期末契約残高

数量
金額

(百万円)
数量

金額
(百万円)

数量
金額

(百万円)
数量

金額
(百万円)

数量
金額

(百万円)

中高層住宅
戸

1,637 44,025

戸

1,655 49,495

戸

932 25,519

戸

432 13,874

戸

726 18,828

オフィスビ

ル等

棟

－ －

棟

－ －

棟

－ －

棟

4 19,690

棟

4 19,690

土地・建物

戸

－

㎡

1,488.62

624

戸

－

㎡

2,715.69

1,817

戸

－

㎡

－

－

戸

－

㎡

－

－

戸

－

㎡

－

－

計

戸

1,637

棟

－

㎡

1,488.62

44,649

戸

1,655

棟

－

㎡

2,715.69

51,312

戸

932

棟

－

㎡

－

25,519

戸

432

棟

4

㎡

－

33,565

戸

726

棟

4

㎡

－

38,519

　（注）１.土地・建物の数量㎡は、土地の実測面積を記載しております。

　　　　２.金額には消費税等は含まれておりません。

 

　　◆不動産賃貸事業（不動産賃貸及び付随業務）

　　　不動産賃貸事業におきましては、売上高は９億60百万円（前年同期比4.1％増）、営業利益３億93百万円（同12.4

　　％減）となりました。 

 

　　◆その他事業

　　　その他事業におきましては、不動産管理事業、住設企画販売事業を中心に、売上高は20億18百万円（前年同期比

　　20.0％増）、営業利益97百万円（同191.2％増）となりました。
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　　③平成20年３月期の業績見通し

　　　当不動産業界における仕入・販売競争はさらに激化することが予想されますが、当社グループ一丸となり、業績

    確保に努めてまいります。

　　  通期業績予想についての変更はございません。

（連結）

区分 当期予想（百万円） 前期実績（百万円）
増減

金額（百万円） 増減率（％）

売上高 71,800 76,166 △4,366 △5.7

営業利益 11,600 8,181 3,418 41.8

経常利益 9,400 7,105 2,294 32.3

当期純利益 5,500 4,084 1,415 34.7

（単体）

区分 当期予想（百万円） 前期実績（百万円）
増減

金額（百万円） 増減率（％）

売上高 66,600 71,732 △5,132 △7.2

営業利益 11,000 7,797 3,202 41.1

経常利益 9,000 6,824 2,175 31.9

当期純利益 5,300 4,006 1,293 32.3
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(2）財政状態に関する分析

　　①資産、負債、純資産の状況

（連結）

当中間期実績（百万円） 前中間期実績（百万円） 増減（百万円）

総資産 140,103 130,198 9,905

総負債 101,829 96,246 5,582

純資産 38,273 33,951 4,322

有利子負債 85,612 78,849 6,763

（単体）

当中間期実績（百万円） 前中間期実績（百万円） 増減（百万円）

総資産 133,753 123,898 9,855

総負債 96,490 90,913 5,576

純資産 37,263 32,984 4,278

有利子負債 81,513 74,582 6,931

　　②キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計

年度末比96億92百万円減少し、371億29百万円となりました。

　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）

　営業活動による資金の減少は206億88百万円（前年同期比14億94百万円増）となりました。これは、仕掛販売用不動

産の増加による資金の減少及び建設工事代金にかかる支払手形決済による中間期末仕入債務の減少を主たる要因とす

るものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金の減少は４億９百万円（前中間連結会計期間は１億６百万円の増加）となりました。これは主

に定期預金の預入による支出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）

　財務活動による資金の増加は114億５百万円（前年同期比86億42百万円減）となりました。これは主に不動産販売事

業に伴う用地取得のための借入によるものであります。
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　　③キャッシュ・フロー指標の推移

項目 平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 34.8 26.1 27.3 29.6 26.0

時価ベースの自己資本比率

（％）
38.3 35.8 23.7 42.0 32.4

債務償還年数（年） － － － 6.7 －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
－ － － 9.0 －

　※各指標の基準は下記の通りであります。いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　　　自己資本比率：純資産／総資産

　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／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

　　　株式時価総額：決算期末月の月平均株価×期末発行済株式数（自己株式控除後）

　　　営業キャッシュ・フロー：連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　利払い：連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額

　（注）　平成17年９月期、平成18年９月期、平成19年９月期及び平成19年３月期における債務償還年数及びインタレス

　　　　ト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、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

 当社は株主への利益還元を経営の重要政策の一つとして位置付けております。当社の利益配分に関しましては、安定

した配当を継続するとともに、将来の積極的な事業展開や経営環境の変化に備えた経営基盤の強化に必要な内部留保

の充実を基本方針としております。平成20年３月期（第22期）につきましても安定した配当水準を維持することを予

定しております。
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(4）事業等のリスク

  当社及び当社の関係会社（以下「当社グループ」といいます。）の経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす

リスクには以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は平成19年９月30日現在において、当社グループが判断したものであります。

 

①経済環境の変化による影響

　当社グループの営業収入は、87％が不動産販売事業、４％が不動産賃貸事業、９％が住宅設備機器販売等のその他

事業という構成です。このように不動産販売事業が重要な部分を占めており、消費者向け高額商品という性質上、国

内経済の好不況により大きな影響を受けます。

　お客様がマンションを購入する動機としては、実需と投資の２つが考えられます。

　実需の場合には、戸建住宅や賃貸住宅との競合が存在するほか、潜在的な需要は根強いものの景気後退局面やデフ

レ傾向の続く経済環境下では消費者心理が低迷し、購入を控える傾向が現れます。また、景気回復期において雇用情

勢は改善に向かうものの個人所得の伸び悩みが生じた場合には、購入行動が活発化しないことがあります。

  投資対象としてのマンション取得はさらに経済環境の影響を受けやすく、一般的には景気後退局面では投資が減少

しますが、金利水準との比較から利回り商品として投資対象となります。景気回復期においては、不動産の価格上昇

が期待される一方で、金利上昇による収支悪化懸念があることから、必ずしも投資活動が活発化しない可能性があり

ます。

　当社グループは経済環境の変化に対応するために様々な経営努力を傾注しておりますが、経済環境の変化は当社グ

ループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

②金融環境の変化による影響

　当社グループの土地取得のための資金調達は、プロジェクト毎の銀行借入を基本としております。金利上昇リスク

やアベイラビリティ・リスク等に対処できるように高い手許流動性を維持しているほか、開発型証券化による調達や

コミットメントラインの設定等種々の金融手法を検討しております。

　しかしながら、金融環境の変化により資金調達が困難になることは皆無とはいえず、また金利上昇期においては資

金調達コストが増大することになり、業績に影響を与えます。

　また住宅ローン金利の上昇による住宅購入意欲の減退や不動産投資市場への資金流入の変化等の要因から販売面に

対する影響が懸念されます。

　これら金融環境の変化は、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

③法令及び会計基準の改正等による影響

　当社グループは、現行の法令及び会計基準に則り決算を行い、適切に財務開示を行っております。しかしながら、

将来的に税制及び会計基準等の変更が実施された場合には、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性が

あります。

　また、個人のお客様の不動産取得にかかる税制や不動産投資ファンドに関する会計基準や税制の変更が実施された

場合には、これらのお客様の購入意欲に影響を与え、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

④訴訟事件による影響

　不動産事業は、あらゆる法的規制及び行政指導を遵守し、近隣住民への説明義務を果たしたとしても、事業計画通

りにプロジェクトが遂行できるとは限りません。

　当社グループには建物瑕疵に関するものや契約不履行等を理由とするものなど数件の訴訟事件があります。このよ

うな訴訟の存在自体が企業イメージを悪化させ、企業活動に対する制約要件となる恐れがあります。また、訴訟案件

については、直接・間接を問わずコスト増加要因となり、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があ

ります。
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⑤公的規制等による影響

　当社グループは、不動産事業を遂行するうえで、土地取得、建設、販売という各プロセスにおいて種々の法的規制

及び行政指導を受けることになります。当社グループとしては、事前の調査を尽くすことによりプロジェクトの遂行

可能性に関する確認を行っていますが、将来において現在予期できない法的規制が設けられることも皆無とは言えま

せん。

　こうした規制が設けられた場合には当社グループの事業活動自体が制約される可能性があるほか、これらの規制を

遵守できなかった場合には、予測困難な事業コストの増加が生じる懸念があり、当社グループの業績と財務状況に影

響を及ぼす可能性があります。

 

⑥災害による影響

　当社グループが建設中あるいは完成引渡し前のマンションが、火災や地震等の災害に遭遇した場合、修復工事に加

え、工期の延長を余儀なくされるため、販売計画に大きな差異が生じます。また、大規模な修復工事を余儀なくされ

る事態の発生は多額の補償を伴うことも在り得ます。

　増加したコストについては、保険により求償することになりますが、最終的に全ての損失を補填できるとは限らず、

当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

２．企業集団の状況
　　最近の有価証券報告書（平成19年６月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

　から重要な変更がないため開示を省略します。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、1986年の創業以来「お客様に夢のある住まいを提供して社会に貢献する」を基本理念として、ク

リオシリーズの分譲マンション事業とその関連事業を展開しております。

　当社グループでは、経営理念の一つである「お客様第一主義」を基軸とした「企業価値の継続的拡大」を経営課題

に据え、お客様第一主義に徹することこそが社会の信頼を獲得し、業績の向上につながるものと認識しております。

　お客様の個性化・多様化した住まいのニーズに適切に対応するために、徹底した調査による用地の取得、マーケティ

ングを重視した商品企画による高品質のマンション供給と末永いご満足を頂くためのアフターサービス体制の充実に

努めております。

　また、適正利益確保のため、事業資本回転率の向上、商品在庫の徹底した管理を実施しております。特に事業エリ

アは住宅需要の旺盛な首都圏に照準を合わせ効率的な資本投下を心がけております。

　このように当社グループではお客様のご満足を実現することを通じ、最大の利益が確保できるよう健全な事業運営

を遂行し、株主の皆様のご期待にお応えすることを最重視しております。

 

(2）中長期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標、対処すべき課題 

　　①新中期経営計画「ＭＭ（Meiwa Metamorphose）2010」

　　　前中期経営計画「ＭＭチャレンジ21」のスタートから２年が経過し、国内経済・金融などの当社を取り巻く事業環

　　境が変化し、当社の事業ポートフォリオについても変容が生じている現在、改めて自らの足元を見直し、さらなる進

　　化を遂げるべく、新中期経営計画「ＭＭ2010」を策定いたしました。

　　計画の最終年度は、「ＭＭチャレンジ21」と同じ平成21年度とし、次のような指標を目標として、今後の事業展開

　を進めてまいります。

　＜目標とする指標（単体ベース）＞

　　◆売上高経常利益率　　　　　　12.5%  （当中間連結会計期間実績　 14.1%）

　　◆3期の累積経常利益　　　　 　300億円（当中間連結会計期間実績　 30億円）

　　◆最終年度における純資産額　　500億円（当中間連結会計期間実績　372億円）

 

　②成熟社会への移行など経済・社会環境が変化する中で、お客さまのニーズはそのライフスタイルに合わせてますま

　す多様化・個性化しております。一方では、リートやファンド等による不動産投資市場の拡大など不動産業界を取り

　巻く環境は変化を続けています。

　　当社グループは、不動産のプロフェッショナルとしてお客様のニーズに的確に応えるとともに、こうした環境の変

　化をビジネスチャンスと捉え、次のような施策遂行により業績の拡大に取り組んでまいります。

　　◆グループ総合力の発揮によるお客様の視点にたった良質な商品開発やサービスの提供

　　◆社員教育の充実をベースとした営業力の強化による早期完売体制の構築とこれに伴う資金効率の改善

　　◆適正利潤の確保と効率的な業務運営による収益力の強化

　　◆不動産投資市場における物件の供給及び関連事業の推進　
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※２  37,471   37,970    47,203  

２．受取手形及び
売掛金

※３  2,448   257    343  

３．販売用不動産 ※２  1,919   5,469    7,858  

４．仕掛販売用不
動産

※２  63,261   72,345    63,001  

５．営業貸付金   1,457   1,462    1,278  

６．繰延税金資産   863   132    1,047  

７．その他   839   614    1,024  

貸倒引当金   △11   △12    △11  

流動資産合計   108,250 83.1  118,239 84.4 9,989  121,744 84.8

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1) 建物及び構
築物

※1,2 6,098   5,817    5,954   

(2) 土地 ※２ 12,884   12,884    12,884   

(3) その他 ※１ 157 19,141 14.7 136 18,838 13.4 △303 133 18,972 13.2

２．無形固定資産   144 0.1  153 0.1 9  152 0.1

３．投資その他の
資産

           

(1) 投資有価証
券

 441   1,569    1,619   

(2) 繰延税金資
産

 215   359    110   

(3) その他  2,966   1,817    1,947   

貸倒引当金  △960 2,662 2.1 △874 2,872 2.1 209 △962 2,714 1.9

固定資産合計   21,947 16.9  21,864 15.6 △83  21,839 15.2

資産合計   130,198 100.0  140,103 100.0 9,905  143,584 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形及び
買掛金

※３  12,663   11,800    25,120  

２．短期借入金 ※２  2,740   2,230    1,950  

３．１年以内返済
予定長期借入
金

※２  25,215   33,142    24,378  

４．未払法人税等   73   496    2,496  

５．前受金 ※２  2,280   1,843    1,380  

６．役員賞与引当
金

  66   40    110  

７．賞与引当金   －   194    －  

８．役員退職慰労
引当金

  －   －    1,501  

９．その他   1,428   1,134    1,540  

流動負債合計   44,467 34.1  50,882 36.3 6,415  58,478 40.7

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※２  50,893   50,239    47,111  

２．退職給付引当
金

  74   79    77  

３．役員退職慰労
引当金

  317   110    109  

４．その他   492   517    520  

固定負債合計   51,779 39.8  50,947 36.4 △832  47,818 33.3

負債合計   96,246 73.9  101,829 72.7 5,582  106,296 74.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   3,537 2.7  3,537 2.5 －  3,537 2.5

２．資本剰余金   5,395 4.1  5,395 3.8 －  5,395 3.7

３．利益剰余金   25,320 19.5  29,691 21.2 4,371  28,681 20.0

４．自己株式   △436 △0.3  △436 △0.3 △0  △436 △0.3

　株主資本合計   33,817 26.0  38,188 27.2 4,370  37,178 25.9

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  133 0.1  85 0.1 △48  109 0.1

　評価・換算差額
等合計

  133 0.1  85 0.1 △48  109 0.1

Ⅲ　少数株主持分   － －  － － －  － －

　純資産合計   33,951 26.1  38,273 27.3 4,322  37,287 26.0

　負債純資産合計   130,198 100.0  140,103 100.0 9,905  143,584 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   27,643 100.0  23,620 100.0 △4,022  76,166 100.0

Ⅱ　売上原価   23,001 83.2  17,338 73.4 △5,663  60,976 80.1

売上総利益   4,641 16.8  6,282 26.6 1,640  15,190 19.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  2,919 10.6  2,884 12.2 △34  7,009 9.2

営業利益   1,721 6.2  3,397 14.4 1,675  8,181 10.7

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  8   45    35   

２．受取配当金  1   2    1   

３．違約金収入  10   15    119   

４．匿名組合分配金  32   69    193   

５．その他営業外収益  88 143 0.5 440 573 2.4 430 59 410 0.5

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  558   926    1,349   

２．その他営業外費用  52 611 2.2 59 985 4.2 374 136 1,485 1.9

経常利益   1,253 4.5  2,984 12.6 1,731  7,105 9.3

Ⅵ　特別利益            

１．前期損益修正益 ※２ 5   －    11   

２．貸倒引当金戻入益  25   27    －   

３．過年度償却債権取
立益

 0   0    0   

４．固定資産売却益 ※３ － 31 0.1 0 27 0.1 △4 － 11 0.0

Ⅶ　特別損失            

１．前期損益修正損 ※４ 3   －    6   

２．投資有価証券評価
損

 －   45    －   

３．固定資産除却損  3   0    9   

４．固定資産売却損 ※５ 0   0    0   

５．建物診断手数料  23   3    26   

６．貸倒引当金繰入額 － 30 0.1 0 49 0.2 19 52 94 0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益

  1,255 4.5  2,962 12.5 1,707  7,022 9.2

法人税、住民税及
び事業税

 50   503    2,521   

法人税等調整額  480 531 1.9 681 1,185 5.0 653 417 2,938 3.8

少数株主利益   － －  － － －  － －

中間（当期）純利
益

  723 2.6  1,777 7.5 1,053  4,084 5.4
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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４月１日　至平成18年９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3月31日　残高

（百万円）
3,537 5,395 25,753 △436 34,250

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △1,022  △1,022

役員賞与（注）   △133  △133

中間純利益   723  723

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（百万円）
－ － △432 － △432

平成18年9月30日　残高

（百万円）
3,537 5,395 25,320 △436 33,817

評価・換算差額等

少数株主持分 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3月31日　残高

（百万円）
145 145 － 34,395

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）    △1,022

役員賞与（注）    △133

中間純利益    723

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）

△11 △11 － △11

中間連結会計期間中の変動額合

計（百万円）
△11 △11 － △444

平成18年9月30日　残高

（百万円）
133 133 － 33,951

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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　当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９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19年3月31日　残高

（百万円）
3,537 5,395 28,681 △436 37,178

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △766  △766

中間純利益   1,777  1,777

自己株式の取得    △0 △0

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（百万円）
－ － 1,010 △0 1,010

平成19年9月30日　残高

（百万円）
3,537 5,395 29,691 △436 38,188

評価・換算差額等

少数株主持分 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19年3月31日　残高

（百万円）
109 109 － 37,287

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当    △766

中間純利益    1,777

自己株式の取得    △0

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）

△24 △24 － △24

中間連結会計期間中の変動額合

計（百万円）
△24 △24 － 986

平成19年9月30日　残高

（百万円）
85 85 － 38,273
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　前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３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18年3月31日　残高

（百万円）
3,537 5,395 25,753 △436 34,250

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △1,022  △1,022

役員賞与（注）   △133  △133

当期純利益   4,084  4,084

自己株式の取得    △0 △0

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

（百万円）
－ － 2,928 △0 2,927

平成19年3月31日　残高

（百万円）
3,537 5,395 28,681 △436 37,178

評価・換算差額等

少数株主持分 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3月31日　残高

（百万円）
145 145 － 34,395

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △1,022

役員賞与（注）    △133

当期純利益    4,084

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額）
△35 △35 － △35

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△35 △35 － 2,891

平成19年3月31日　残高

（百万円）
109 109 － 37,287

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

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４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

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

 1,255 2,962  7,022

減価償却費  188 178  380

貸倒引当金の増減
（減少：△）

 △104 △87  △103

退職給付引当金の増
減（減少：△）

 2 2  5

賞与引当金の増減
（減少：△）

 － 194  －

役員賞与引当金の増
減（減少：△）

 66 △69  110

役員退職慰労引当金
の増減（減少：△）

 11 △1,500  1,304

受取利息及び受取配
当金

 △10 △48  △37

匿名組合分配金  △32 △69  △193

支払利息  558 926  1,349

投資有価証券評価損  － 45  －

固定資産除却損  3 0  9

固定資産売却損  0 0  0

固定資産売却益  － △0  －

役員賞与支払額  △133 －  △133

売上債権の増減（増
加：△）

 △1,049 △11  1,255

たな卸資産の増減
（増加：△）

 △15,239 △6,948  △20,891

その他資産の増減
（増加：△）

 △189 392  △519

未収消費税の増減
（増加：△）

 11 △1  11

仕入債務の増減（減
少：△）

 △5,113 △13,319  7,343

その他負債の増減
（減少：△）

 △1,020 59  △1,582

未払消費税の増減
（減少：△）

 47 △36  △117

小計  △20,749 △17,329 3,420 △4,784

利息及び配当金の受
取額

 9 57  25

利息の支払額  △585 △935  △1,394

法人税等の支払額  △857 △2,480  △921

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △22,182 △20,688 1,494 △7,075
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

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４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

定期預金の預入によ
る支出

 △66 △523  △372

定期預金の払戻によ
る収入

 213 63  410

有形固定資産の取得
による支出

 △62 △21  △83

有形固定資産の売却
による収入

 0 0  0

無形固定資産の取得
による支出 

 △8 △4  △29

匿名組合分配金の受
取額 

 30 33  113

その他資産の増減額
（増加：△）

 △0 42  △6

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 106 △409 △516 31

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入金の純増減
額（減少：△）

 1,470 280  680

長期借入れによる収
入

 31,810 24,300  44,750

長期借入金の返済に
よる支出

 △12,208 △12,406  △29,768

自己株式取得による
支出

 － △0  △0

配当金の支払額  △1,022 △766  △1,022

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 20,048 11,405 △8,642 14,638

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減（減少：△）

 △2,027 △9,692 △7,664 7,594

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 39,227 46,822 7,594 39,227

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 37,199 37,129 △70 46,822
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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４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社　４社

　　 明和ファイナンス株式会社

　　 明和管理株式会社

　　 明和総合商事株式会社

　　 明和ライフサポート株式会社

(1) 連結子会社　５社

　　 明和ファイナンス株式会社

　　 明和管理株式会社

　　 明和リアルネット株式会社

　　 明和総合商事株式会社

　　 明和ライフサポート株式会社

(1) 連結子会社　５社

 　　明和ファイナンス株式会社

　　 明和管理株式会社

　　 明和リアルネット株式会社

 　　明和総合商事株式会社

　　 明和ライフサポート株式会社

 　　　　　　 　　　　　　 　このうち明和総合商事株式会社に

ついては、当連結会計年度において

新たに設立し、連結子会社に含めて

おります。

　なお、上記の新会社設立に伴い、

従来の明和総合商事株式会社につき

ましては当連結会計年度において明

和リアルネット株式会社に社名変更

をしております。　　　　　

(2) 主な非連結子会社　

明和地所住宅販売株式会社

有限会社ＧＳＰ

有限会社ＦＳＳ

　当中間連結会計期間より、「投

資事業組合に対する支配力基準及

び影響力基準の適用に関する実務

上の取扱い」（実務対応報告第20

号　平成18年9月8日）の公表に伴

い、有限会社ＧＳＰ及び有限会社

ＦＳＳが非連結子会社となってお

ります。

(2) 主な非連結子会社　

明和地所住宅販売株式会社

有限会社ＧＳＰ

有限会社ＦＳＳ

(2) 主な非連結子会社

明和地所住宅販売株式会社

有限会社ＧＳＰ

有限会社ＦＳＳ

　当連結会計年度より、「投資事

業組合に対する支配力基準及び影

響力基準の適用に関する実務上の

取扱い」（実務対応報告第20号　

平成18年9月8日）の公表に伴い、

有限会社ＧＳＰ及び有限会社ＦＳ

Ｓが非連結子会社となっておりま

す。

(3) 非連結子会社について、連結の

範囲から除いた理由

　非連結子会社の総資産・売上

高・中間純利益及び利益剰余金等

はいずれも僅少であり、中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

(3) 非連結子会社について、連結の

範囲から除いた理由

同左

(3) 非連結子会社について、連結の

範囲から除いた理由

　非連結子会社の総資産・売上

高・当期純損益及び利益剰余金等

はいずれも僅少であり、連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。

２．持分法の適用に関する事

項

　上記非連結子会社及び関連会社

（株式会社アキシオン）については、

中間連結純利益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ重要

性がないため、これらの会社に対す

る投資勘定については、持分法を適

用しておりません。

同左 　上記非連結子会社及び関連会社

（株式会社アキシオン）については、

当期純損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、重要性がない

ため、これらの会社に対する投資勘

定については、持分法を適用してお

りません。

３．連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項

　連結子会社の中間期の末日は中間

連結決算日と同一であります。

同左 　連結子会社の決算日は連結決算日

と同一であります。

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

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

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

…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

　なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資について

は、組合契約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最近の決算書

を基礎とし、持分相当額を純額で取

り込む方法によっております。

時価のないもの

…同左

 

　なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資について

は、組合契約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最近の決算書

等を基礎とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっております。

時価のないもの

…同左

 

同左
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

②　たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用

不動産

…個別法による原価法

②　たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用

不動産

…同左

②　たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用

不動産

…同左

その他のたな卸資産

…最終仕入原価法

その他のたな卸資産

…同左

その他のたな卸資産

…同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

有形固定資産

…定率法を採用しております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

有形固定資産

…定率法を採用しております。

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

有形固定資産

…定率法を採用しております。

　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

を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物…10～50年

　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、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物…10～47年

 （会計方針の変更）

　　法人税法の改正に伴い、当中間

　連結会計期間より、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。　　

　　なお、この変更に伴う営業利益

　、経常利益及び税金等調整前中間

　純利益に与える影響は軽微であり

　ます。

（追加情報）

　　法人税法の改正に伴い、平成19

　年３月31日以前に取得した資産に

　ついては、改正前の法人税法に基

　づく減価償却の方法の適用により

　取得価額の５％に到達した連結会

　計年度の翌連結会計年度より、取

　得価額の５％相当額と備忘価額と

　の差額を５年間にわたり均等償却

　し、減価償却費に含めて計上して

　おります。

　　なお、この変更に伴う営業利益

　、経常利益及び税金等調整前中間

　純利益に与える影響は軽微であり

　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

を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物…10～50年

無形固定資産

…定額法を採用しております。

無形固定資産

…同左

無形固定資産

…同左

　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。

同左 同左
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　受取手形・売掛金・貸付金等

の貸倒れの損失に備えるために、

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。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

─────

②　賞与引当金

　当社及び連結子会社は従業員

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

き当中間連結会計期間負担額を

計上しております。

②　賞与引当金

─────

③　役員賞与引当金

　　当社は役員賞与の支出に備

　えて、当連結会計年度におけ

　る支給見込額の当中間連結会

　計期間負担額を計上しており

　ます。

(会計方針の変更)

　当中間連結会計期間より、「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)を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益は、

それぞれ66百万円減少しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。 

③　役員賞与引当金

　　当社は役員賞与の支出に備

　えて、当連結会計年度におけ

　る支給見込額の当中間連結会

　計期間負担額を計上しており

　ます。

③　役員賞与引当金

　　当社は役員賞与の支出に備

　えて、当連結会計年度におけ

　る支給見込額を計上しており

  ます。

 

 (会計方針の変更)

　当連結会計年度より、「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)を

適用しております。

　これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益は、

それぞれ110百万円減少しており

ます。

　なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。 

④　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

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。なお、数理計算上の差異は

その発生時の翌連結会計年度に

て一括費用処理することとして

おります。

④　退職給付引当金

同左

④　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

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

なお、数理計算上の差異はその

発生時の翌連結会計年度にて一

括費用処理することとしており

ます。

⑤　役員退職慰労引当金

　当社は役員の退職慰労金の支

出に充てるため、内規に基づく

中間期末要支給額の全額を計上

しております。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

⑤　役員退職慰労引当金

　当社は役員の退職慰労金の支

出に充てるため、内規に基づく

期末要支給額の全額を計上して

おります。

(4）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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて、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。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

…金利スワップ

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

…同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

…同左

ヘッジ対象

…借入金の利息

ヘッジ対象

…同左

ヘッジ対象

…同左

③　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回

避する目的で金利スワップ取引

を行っております。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要

件を満たしているので中間連結

決算日における有効性の評価を

省略しております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要

件を満たしているので連結決算

日における有効性の評価を省略

しております。

(6)消費税等の処理方法

　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。ただし、資産に係る控除対象

外消費税及び地方消費税は当中間

連結会計期間の費用としておりま

す。

(6)消費税等の処理方法

同左

(6)消費税等の処理方法

　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。ただし、資産に係る控除対象

外消費税及び地方消費税は当連結

会計年度の期間費用としておりま

す。

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

　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
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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の変更

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　　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より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第

5号　平成17年12月9日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第8号　平成

17年12月9日）を適用しておりま

す。

　これまでの資本の部の合計に相

当する金額は33,951百万円であり

ます。

　なお、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産

の部については、中間連結財務諸

表規則の改正に伴い、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。

─────  　当連結会計年度より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第5号

　平成17年12月9日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業

会計基準適用指針第8号　平成17

年12月9日）を適用しておりま

す。

　これまでの資本の部の合計に相

当する金額は37,287百万円であり

ます。

　なお、当連結会計年度における

連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。

追加情報

　　　　該当事項はありません。
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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末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

 5,373百万円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

 5,652百万円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

 5,497百万円であります。

※２．担保資産

(1) 担保に供している資産

※２．担保資産

(1) 担保に供している資産

※２．担保資産

(1) 担保に供している資産

現金及び預金  140百万円

販売用不動産 －百万円

仕掛販売用不動産   60,500百万円

建物及び構築物    4,527百万円

土地   10,418百万円

計   75,587百万円

現金及び預金     460百万円

販売用不動産 2,367百万円

仕掛販売用不動産   70,581百万円

建物及び構築物   4,185百万円

土地  10,230百万円

計   87,825百万円

現金及び預金     3百万円

販売用不動産    5,455百万円

仕掛販売用不動産  57,722百万円

建物及び構築物   4,421百万円

土地   10,418百万円

計  78,021百万円

(2) 担保資産に対応する債務 (2) 担保資産に対応する債務 (2) 担保資産に対応する債務

短期借入金      770百万円

１年以内返済予定長

期借入金
  24,343百万円

前受金      137百万円

長期借入金   49,893百万円

計   75,144百万円

短期借入金      280百万円

１年以内返済予定長

期借入金
  33,139百万円

前受金     456百万円

長期借入金   48,439百万円

計   82,316百万円

１年以内返済予定長

期借入金
 24,365百万円

長期借入金   46,111百万円

計   70,476百万円

※３．中間連結会計期間末日満期手形

　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

済処理をしております。なお、当中間連

結会計期間の末日は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。

※３．中間連結会計期間末日満期手形

同左

 

 

 

 

 

  　

※３．連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度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

理をしております。なお、当連結会計年

度の末日は金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会

計年度末残高に含まれております。

　　受取手形　　　　　　　838百万円

　　支払手形　　　　　　4,405百万円

　　支払手形　　　　　　6,483百万円 　　支払手形　　　　　　1,268百万円

　４．偶発債務

　当社顧客の住宅ローンに関して、抵当

権設定登記完了までの間、金融機関及び

住宅金融専門会社等９社に対し、次のと

おり連帯債務保証を行っております。

     2,748百万円

　４．偶発債務

　当社顧客の住宅ローンに関して、抵当

権設定登記完了までの間、金融機関及び

住宅金融専門会社等８社に対し、次のと

おり連帯債務保証を行っております。

          1,956百万円

　４．偶発債務

　当社顧客の住宅ローンに関して、抵当

権設定登記完了までの間、金融機関及び

住宅金融専門会社等12社に対し、次のと

おり連帯債務保証を行っております。

          9,257百万円

　５．連結子会社（明和総合商事株式会社）

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３行と当座貸越契約を

締結しております。この契約に基づく当

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。

　５．連結子会社（明和リアルネット株式会

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３行と当座貸越契

約を締結しております。この契約に基づ

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。

　５．連結子会社（明和リアルネット株式会

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３行と当座貸越契

約を締結しております。この契約に基づ

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。

当座貸越極度額の総額 1,100百万円

借入実行残高   300百万円

差引額   800百万円

当座貸越極度額の総額 1,100百万円

借入実行残高  300百万円

差引額   800百万円

当座貸越極度額の総額 1,100百万円

借入実行残高  300百万円

差引額  800百万円
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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４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。

広告宣伝費   351百万円

給料手当 1,076百万円

退職給付費用   17百万円

役員賞与引当金繰入額   66百万円

役員退職慰労引当金繰入額    11百万円

支払手数料   195百万円

広告宣伝費   319百万円

貸倒引当金繰入額   0百万円

給料手当   965百万円

退職給付費用   15百万円

役員賞与引当金繰入額   40百万円

賞与引当金繰入額   159百万円

役員退職慰労引当金繰入額     0百万円

支払手数料   174百万円

広告宣伝費  736百万円

貸倒引当金繰入額   5百万円

給料手当 2,038百万円

退職給付費用   38百万円

役員賞与引当金繰入額   110百万円

役員退職慰労引当金繰入額 1,304百万円

支払手数料   420百万円

※２．前期損益修正益の内訳は、次のとおり

であります。

※２．　　　　───── ※２．前期損益修正益の内訳は、次のとおり

であります。

過年度売上原価修正益  5百万円 過年度売上高修正益 6百万円

過年度売上原価修正益  5百万円

計 11百万円

※３．　　　　───── ※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

※３．　　　　─────

車両運搬具売却益  0百万円

※４．前期損益修正損の内訳は、次のとおり

であります。

※４．　　　　───── ※４．前期損益修正損の内訳は、次のとおり

であります。

過年度売上高修正損  2百万円

過年度売上原価修正損  1百万円

計  3百万円

過年度売上高修正損  3百万円

過年度売上原価修正損  3百万円

計  6百万円

※５．固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

※５．固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

※５．固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

車両運搬具売却損  0百万円 車両運搬具売却損 0百万円 車両運搬具売却損  0百万円
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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４月１日　至平成18年９月30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

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 26,000 － － 26,000

合計 26,000 － － 26,000

自己株式

普通株式 434 － － 434

合計 434 － － 434

２．配当に関する事項

　配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 1,022 40 平成18年３月31日 平成18年６月29日

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30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

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 26,000 － － 26,000

合計 26,000 － － 26,000

自己株式

普通株式 434 0 － 434

合計 434 0 － 434

２．配当に関する事項

　配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 766 30 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 26,000 － － 26,000

合計 26,000 － － 26,000

自己株式

普通株式 434 0 － 434

合計 434 0 － 434

２．配当に関する事項

　（1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 1,022 40 平成18年３月31日 平成18年６月30日

　（2）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連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 766  利益剰余金 30 平成19年３月31日 平成19年６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４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　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

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定     37,471百万円

預入期間が３ヶ月を越え

る定期預金及び担保に供

している定期預金

  △271百万円

現金及び現金同等物     37,199百万円

現金及び預金勘定     37,970百万円

預入期間が３ヶ月を越え

る定期預金及び担保に供

している定期預金

 　  △840百万円

現金及び現金同等物     37,129百万円

現金及び預金勘定     47,203百万円

預入期間が３ヶ月を越え

る定期預金及び担保に供

している定期預金

  　 △380百万円

現金及び現金同等物     46,822百万円

明和地所㈱（8869）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 28 －



（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（借主側） （借主側） （借主側）

１．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、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

有形固定資産
その他

62 50 12

合計 62 50 12

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

有形固定資産
その他

31 12 19

合計 31 12 19

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

有形固定資産
その他

34 19 15

合計 34 19 15

　（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。

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等

　　　未経過リース料中間期末残高相当額

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

　　　未経過リース料中間期末残高相当額

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

　　　未経過リース料期末残高相当額 

１年内   5百万円

１年超   6百万円

合計   12百万円

１年内    6百万円

１年超    12百万円

合計     19百万円

１年内    5百万円

１年超    9百万円

合計     15百万円

　（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。

同左 　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失

支払リース料  6百万円

減価償却費相当額  6百万円

支払リース料   3百万円

減価償却費相当額   3百万円

支払リース料     10百万円

減価償却費相当額     10百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

 

２．オペレーティング・リース取引

　　　未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

　　　未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

　　　未経過リース料

１年内   354百万円

１年超   1,593百万円

合計   1,948百万円

１年内      354百万円

１年超        1,239百万円

合計        1,593百万円

１年内      354百万円

１年超        1,416百万円

合計        1,770百万円

    （減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失はあ

りません。

    （減損損失について）

同左

    （減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前中間連結会計期間
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

取得原価
（百万円）

中間連結貸
借対照表計
上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

中間連結貸
借対照表計
上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

(1) 株式 51 276 225 51 195 144 51 236 184

(2) 債券          

国債・地方債等 － － － － － － － － －

社債 － － － － － － － － －

その他 － － － － － － － － －

(3) その他 － － － － － － － － －

合　計 51 276 225 51 195 144 51 236 184

２．時価評価されてない主な有価証券の内容

 

前中間連結会計期間
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

その他有価証券    

非上場株式 122 76 122

その他 － － －

 合　計 122 76 122

（注）当中間連結会計期間において、その他有価証券で非上場株式について、45百万円減損処理を行っております。
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　当社で利用しているデリバティブ取引はすべてヘッジ目的であり、ヘッジ会計を適用しておりますので開示の

対象からは除いております。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　当社で利用しているデリバティブ取引はすべてヘッジ目的であり、ヘッジ会計を適用しておりますので開示の

対象からは除いております。

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　当社で利用しているデリバティブ取引はすべてヘッジ目的であり、ヘッジ会計を適用しておりますので開示の

対象からは除いております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 
不動産販売

事業
（百万円）

不動産賃貸
事業

（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
 全社

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業利益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 25,039 921 1,681 27,643 － 27,643

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 60 1,680 1,740 (1,740) －

計 25,039 982 3,361 29,383 (1,740) 27,643

営業費用 23,531 532 3,328 27,392 (1,470) 25,921

営業利益 1,508 449 33 1,991 (269) 1,721

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 
不動産販売

事業
（百万円）

不動産賃貸
事業

（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
 全社

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業利益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 20,642 960 2,018 23,620 － 23,620

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 49 855 904 (904) －

計 20,642 1,009 2,873 24,525 (904) 23,620

営業費用 17,254 615 2,776 20,645 (422) 20,223

営業利益 3,388 393 97 3,879 (482) 3,397
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前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 
不動産販売

事業
（百万円）

不動産賃貸
事業

（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は

 全社

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業利益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 70,512 1,865 3,789 76,166 － 76,166

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 130 4,738 4,869 (4,869) －

計 70,512 1,996 8,527 81,035 (4,869) 76,166

営業費用 61,614 1,073 8,374 71,062 (3,077) 67,985

営業利益 8,897 922 153 9,973 (1,791) 8,181

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は売上集計区分によっております。

２．各事業の主な内容

不動産販売事業……マンション等の開発分譲

不動産賃貸事業……不動産賃貸及び付随業務

その他事業……不動産管理、住設企画販売、金融関連、広告宣伝、不動産管理請負、人材派遣事業

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。

 
前中間連結会
計期間

当中間連結会
計期間

前連結会計年
度

主な内容

消去又は全社の項目に

含めた配賦不能営業費

用の金額（百万円）

287 496 1,816
管理部門に係る資産の減価償

却費等であります。

４．会計方針の変更

　（前中間連結会計期間）

 　　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（3）②に記載のとおり、当中間連結会計期

　　間より「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）を適用しております。こ

　　の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は66百万円増加し、営業利

　　益が同額減少しております。

　（前連結会計年度）

 　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（3）②に記載のとおり、当連結会計年度より

　「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）を適用しております。この変更

　　に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は110百万円増加し、営業利益

　　が同額減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度におきましては、本邦以外の国又は地域に所在

する連結子会社及び重要な在外支店はないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度におきましては、海外売上高はないため該当事

項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額  1,328円00銭

１株当たり中間純利益

金額
  28円30銭

１株当たり純資産額  1,497円10銭

１株当たり中間純利益

金額
    69円53銭

１株当たり純資産額  1,458円51銭

１株当たり当期純利益

金額
   159円75銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

   

（注）１.１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

中間純利益
（百万円）

723

普通株主に帰属しな
い金額（百万円）

－

普通株式に係る中間
純利益（百万円）

723

期中平均株式数
（千株）

25,565

中間純利益
（百万円）

1,777

普通株主に帰属しな
い金額（百万円）

－

普通株式に係る中間
純利益（百万円）

1,777

期中平均株式数
（千株）

25,565

当期純利益
（百万円）

4,084

普通株主に帰属しな
い金額（百万円）

－

普通株式に係る当期
純利益（百万円）

4,084

期中平均株式数
（千株）

25,565

　　　２.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末
 （平成19年３月31日）

純資産の部の合計額
（百万円）

33,951

純資産の部の合計額か
ら控除する金額
（百万円）

－

（うち少数株主持分） (－)

普通株式に係る中間期
末の純資産額
（百万円）

33,951

１株当たり純資産額の
算定に用いられた中間
期末の普通株式の数
（千株）

25,565

純資産の部の合計額
（百万円）

38,273

純資産の部の合計額か
ら控除する金額
（百万円）

－

（うち少数株主持分） (－)

普通株式に係る中間期
末の純資産額
（百万円）

38,273

１株当たり純資産額の
算定に用いられた中間
期末の普通株式の数
（千株）

25,565

純資産の部の合計額
（百万円）

37,287

純資産の部の合計額か
ら控除する金額
（百万円）

－

（うち少数株主持分） (－)

普通株式に係る期末の
純資産額
（百万円）

37,287

１株当たり純資産額の
算定に用いられた期末
の普通株式の数
（千株）

25,565

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※２ 34,597   34,732    44,927   

２．受取手形 ※４ 2,205   71    －   

３．売掛金  98   73    173   

４．販売用不動産 ※２ 1,920   5,479    7,876   

５．仕掛販売用不
動産

※２ 62,986   72,018    62,696   

６．繰延税金資産  855   87    1,031   

７．その他  621   456    832   

貸倒引当金  －   △0    －   

流動資産合計   103,286 83.4  112,918 84.4 9,632  117,537 85.0

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1) 建物 ※1,2 5,597   5,337    5,463   

(2) 土地 ※２ 12,307   12,307    12,307   

(3) その他 ※1,2 220   188    190   

有形固定資産
合計

  18,125 14.6  17,834 13.4 △291  17,961 13.0

２．無形固定資産   30 0.0  29 0.0 △0  30 0.0

３．投資その他の
資産

           

(1) 投資有価証
券

 397   271    357   

(2) 関係会社株
式

 899   1,199    1,199   

(3) 繰延税金資
産

 107   252    9   

(4) その他  1,134   1,336    1,332   

貸倒引当金  △83   △88    △89   

投資その他の
資産合計

  2,456 2.0  2,970 2.2 514  2,809 2.0

固定資産合計   20,612 16.6  20,835 15.6 222  20,800 15.0

資産合計   123,898 100.0  133,753 100.0 9,855  138,338 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形 ※４ 12,067   10,075    22,543   

２．工事未払金  193   1,046    2,347   

３．短期借入金 ※２ 770   280    －   

４．１年以内返済
予定長期借入
金

※２ 24,258   32,930    24,149   

５．未払法人税等  22   437    2,415   

６．前受金 ※２ 2,211   1,804    1,260   

７．役員賞与引当
金

 66   40    110   

８．賞与引当金  －   146    －   

 
９．役員退職慰労

引当金
 －   －    1,501   

10．その他 ※３ 976   804    1,193   

流動負債合計   40,566 32.7  47,565 35.5 6,999  55,521 40.1

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※２ 49,553   48,303    45,943   

２．退職給付引当
金

 55   58    57   

３．役員退職慰労
引当金

 317   110    109   

４．その他  420   452    452   

固定負債合計   50,346 40.7  48,924 36.6 △1,422  46,563 33.7

負債合計   90,913 73.4  96,490 72.1 5,576  102,085 73.8

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   3,537 2.9  3,537 2.7 －  3,537 2.5

２．資本剰余金            

 (1）資本準備金  5,395   5,395    5,395   

　資本剰余金合計   5,395 4.4  5,395 4.0 －  5,395 3.9

３．利益剰余金            

 (1）利益準備金  579   579    579   

 (2）その他利益剰
余金

           

 　　別途積立金  21,900   24,000    21,900   

 　　繰越利益剰余
金

 1,874   4,101    5,167   

　利益剰余金合計   24,354 19.6  28,681 21.4 4,326  27,646 20.0

４．自己株式   △436 △0.4  △436 △0.3 △0  △436 △0.3

　株主資本合計   32,851 26.5  37,178 27.8 4,326  36,143 26.1

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  133 0.1  85 0.1 △48  109 0.1

　評価・換算差額
等合計

  133 0.1  85 0.1 △48  109 0.1

　純資産合計   32,984 26.6  37,263 27.9 4,278  36,252 26.2

　負債純資産合計   123,898 100.0  133,753 100.0 9,855  138,338 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   25,600 100.0  21,307 100.0 △4,293  71,732 100.0

Ⅱ　売上原価   21,896 85.5  15,955 74.9 △5,941  58,467 81.5

売上総利益   3,704 14.5  5,352 25.1 1,647  13,264 18.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  2,144 8.4  2,043 9.6 △100  5,466 7.6

営業利益   1,559 6.1  3,308 15.5 1,748  7,797 10.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  235 0.9  661 3.1 426  470 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  590 2.3  962 4.5 371  1,443 2.0

経常利益   1,204 4.7  3,008 14.1 1,803  6,824 9.5

Ⅵ　特別利益 ※３  5 0.0  － － △5  5 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  26 0.1  49 0.2 23  34 0.0

税引前中間（当
期）純利益

  1,182 4.6  2,958 13.9 1,775  6,795 9.5

法人税、住民税及
び事業税

 4   438    2,385   

法人税等調整額  464 468 1.8 718 1,156 5.4 687 402 2,788 3.9

中間（当期）純利
益

  713 2.8  1,801 8.5 1,087  4,006 5.6
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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４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
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3月31日　残高

（百万円）
3,537 5,395 5,395 579 21,900 2,316 24,796 △436 33,293

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）      △1,022 △1,022  △1,022

役員賞与（注）      △133 △133  △133

中間純利益      713 713  713

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

（百万円）
－ － － － － △442 △442 － △442

平成18年9月30日　残高

（百万円）
3,537 5,395 5,395 579 21,900 1,874 24,354 △436 32,851

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日　残高

（百万円）
145 145 33,438

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △1,022

役員賞与（注）   △133

中間純利益   713

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△11 △11 △11

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△11 △11 △453

平成18年9月30日　残高

（百万円）
133 133 32,984

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
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19年3月31日　残高

（百万円）
3,537 5,395 5,395 579 21,900 5,167 27,646 △436 36,143

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当      △766 △766  △766

別途積立金の積立て     2,100 △2,100 －  －

中間純利益      1,801 1,801  1,801

自己株式の取得        △0 △0

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

（百万円）
－ － － － 2,100 △1,065 1,034 △0 1,034

平成19年9月30日　残高

（百万円）
3,537 5,395 5,395 579 24,000 4,101 28,681 △436 37,178

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19年3月31日　残高

（百万円）
109 109 36,252

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △766

別途積立金の積立て   －

中間純利益   1,801

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△24 △24 △24

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△24 △24 1,010

平成19年9月30日　残高

（百万円）
85 85 37,263
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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４月１日　至平成19年３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3月31日　残高

（百万円）
3,537 5,395 5,395 579 21,900 2,316 24,796 △436 33,293

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）      △1,022 △1,022  △1,022

役員賞与（注）      △133 △133  △133

当期純利益      4,006 4,006  4,006

自己株式の取得        △0 △0

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

（百万円）
－ － － － － 2,850 2,850 △0 2,849

平成19年3月31日　残高

（百万円）
3,537 5,395 5,395 579 21,900 5,167 27,646 △436 36,143

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日　残高

（百万円）
145 145 33,438

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △1,022

役員賞与（注）   △133

当期純利益   4,006

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△35 △35 △35

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△35 △35 2,813

平成19年3月31日　残高

（百万円）
109 109 36,252

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

明和地所㈱（8869）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 40 －



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４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1) 有価証券

　　子会社及び関連会社株式

　　…移動平均法による原価法

　　その他有価証券

(1) 有価証券

　　子会社及び関連会社株式

　　…同左

　　その他有価証券

(1) 有価証券

　　子会社及び関連会社株式 

　　…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）

時価のあるもの

　　…同左

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

　なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資について

は、組合契約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最近の決算書

を基礎とし、持分相当額を純額で取

り込む方法によっております。

時価のないもの

…同左

　なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資について

は、組合契約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最近の決算書

等を基礎とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっております。

時価のないもの

…同左

同左

(2) たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不

動産

…個別法による原価法

(2) たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不

動産

…同左

(2) たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不

動産

…同左

その他たな卸資産

…最終仕入原価法

その他たな卸資産

…同左

その他たな卸資産

…同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

　定率法を採用しております。

　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、定額法を採用

しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　…15～50年

(1) 有形固定資産

　定率法を採用しております。

　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、定額法を採用

しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　…15～47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。

　　なお、この変更に伴う営業利益

　、経常利益及び税引前中間純利益

　に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

　　法人税法の改正に伴い、平成19

　年３月31日以前に取得した資産に

　ついては、改正前の法人税法に基

　づく減価償却の方法の適用により

　取得価額の５％に到達した事業年

　度の翌事業年度より、取得価額の

　５％相当額と備忘価額との差額を

　５年間にわたり均等償却し、減価

　償却費に含めて計上しておりま

　す。　　

　　なお、この変更に伴う営業利益

　、経常利益及び税引前中間純利益

　に与える影響は軽微であります。

(1) 有形固定資産

　定率法を採用しております。

　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、定額法を採用

しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　…15～50年
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項目

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

(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．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　受取手形・売掛金・貸付金等の

貸倒れの損失に備えるために、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。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(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、賞与支給見込

額の当中間会計期間負担額を計上

しております。

(2) 賞与引当金

─────

(3) 役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上しており

ます。

(会計方針の変更)

　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。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ66百万円減少しております。 

(3) 役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額の当中

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

　役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額を計上

しております。

 

(会計方針の変更)

　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)を適用

しております。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益は、それぞ

れ110百万円減少しております。 

(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

当中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。

　なお、数理計算上の差異はその

発生時の翌会計年度にて一括費用

処理することとしております。

(4) 退職給付引当金

同左

(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

当事業年度末において発生してい

ると認められる額を計上しており

ます。なお、数理計算上の差異は

その発生時の翌事業年度にて一括

費用処理することとしております。

(5) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に充て

るため、内規に基づく中間期末要

支給額の全額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

(5) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に充て

るため、内規に基づく期末要支給

額の全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
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項目

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

５．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて、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。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

…金利スワップ

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

…同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

…同左

ヘッジ対象

…借入金の利息

ヘッジ対象

…同左

ヘッジ対象

…同左

(3) ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を

行っております。

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件

を満たしているので中間決算日に

おける有効性の評価を省略してお

ります。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件

を満たしているので決算日におけ

る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。た

だし、資産に係る控除対象外消費税

及び地方消費税は、中間会計期間の

費用としております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　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。

ただし、資産に係る控除対象外消費

税及び地方消費税は当事業年度の期

間費用としております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　　貸借対照表の純資産の部

　　の表示に関する会計基準

 　当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第5号

平成17年12月9日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第8号　平成17年

12月9日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相

当する金額は32,984百万円であり

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」（企業会計基準第5号平成

17年12月9日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第8号　平成17年12月9

日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相

当する金額は36,252百万円であり

ます。

　なお、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、

財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の財務諸表等規則により作成

しております。

追加情報

　　該当事項はありません。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額      4,744百万円           5,000百万円           4,858百万円

※２．担保資産

(1) 担保に供している資産

 

 

 

 

 

 

現金及び預金

販売用不動産

仕掛販売用不動産

建物

土地

有形固定資産その他

計

137百万円

－百万円

      60,500百万円

     4,230百万円

      10,051百万円

  63百万円

      74,984百万円

   456百万円

2,367百万円

        70,581百万円

        3,902百万円

         9,864百万円

    59百万円

        87,232百万円

        －百万円

         5,455百万円

        57,722百万円

        4,132百万円

        10,051百万円

    61百万円

        77,424百万円

(2) 担保資産に対応する債務    

短期借入金

１年以内返済予定長期借入金

前受金

長期借入金

計

      770百万円

      23,498百万円

      137百万円

      49,553百万円

      73,959百万円

         280百万円

        32,930百万円

         456百万円

        48,303百万円

        81,970百万円

      －百万円

        24,149百万円

         －百万円

        45,943百万円

       70,093百万円

※３．消費税等の取扱い 　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

「その他」に含めて表示してお

ります。

　　　　　　同左 ─────

※４．中間期末日満期手形 　中間期末日満期手形の会計処

理は、手形交換日をもって決済

処理しております。なお当中間

会計期間の末日は金融機関の休

日であったため、次の中間期末

日満期手形が中間期末残高に含

まれております。

　　　受取手形　　 838百万円

　　　支払手形　 4,405百万円

　　　　　　同左

 

 

 

 

 

 

　　　支払手形　  6,483百万円

　期末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理し

ております。なお当期末日は金

融機関の休日であったため、次

の期末日満期手形が期末残高に

含まれております。

 

　　　支払手形　  1,268百万円

　５．偶発債務

(1) 他社の金融機関からの借入金に

対して、次のとおり債務保証を

行っております。

 

 

 

 

 

 

明和ファイナンス㈱      3,541百万円         3,453百万円         2,663百万円

(2) このほかに他社の金融機関から

の借入金に対して、次のとおり

保証の予約又は経営指導念書の

差入を行っております。

   

明和管理㈱    314百万円       258百万円       285百万円

(3) 当社顧客の住宅ローンに関して

抵当権設定登記完了までの間、

金融機関及び住宅金融専門会社

等に対し、次のとおり連帯債務

保証を行っております。

     2,748百万円           1,956百万円           9,257百万円
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益のうち主要なも

の

   

受取利息

受取配当金

匿名組合分配金

違約金収入

雑収入

 8百万円

   126百万円

－百万円

  10百万円

   89百万円

  44百万円

     126百万円

    36百万円

     15百万円

437百万円

  35百万円

     126百万円

128百万円

    119百万円

      61百万円

※２．営業外費用のうち主要なも

の

   

支払利息    538百万円     906百万円    1,310百万円

※３．特別利益のうち主要なもの    

前期損益修正益   5百万円    －百万円   5百万円

※４．特別損失のうち主要なもの    

固定資産除却損 

建物診断手数料

投資有価証券評価損

 3百万円

 23百万円

 －百万円

  0百万円

   3百万円

   45百万円

       8百万円

 26百万円

 －百万円

　５．減価償却実施額    

有形固定資産

無形固定資産

   157百万円

 1百万円

   158百万円

    147百万円

  0百万円

    147百万円

     319百万円

   1百万円

     320百万円
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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４月1日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 434 － － 434

合計 434 － － 434

当中間会計期間（自　平成19年４月1日　至　平成19年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 434 0 － 434

合計 434 0 － 434

（注）　自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

前事業年度（自　平成18年４月1日　至　平成19年３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
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

普通株式 434 0 － 434

合計 434 0 － 434

（注）　自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１.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（借主側）

１.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（借主側）

１.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（借主側）

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

─────

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

有形固定資産
その他

6 5 0

合計 6 5 0

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

有形固定資産
その他

3 3 0

合計 3 3 0

　（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）　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等 (2)　未経過リース料中間期末残高相当額等 (2)　未経過リース料期末残高相当額等

 　　未経過リース料中間期末残高相当額 ─────  　　未経過リース料期末残高相当額

１年内  0百万円

１年超  －百万円

合計  0百万円

１年内   0百万円

１年超   －百万円

合計   0百万円

　（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）　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、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3)　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3)　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料  0百万円

減価償却費相当額  0百万円

支払リース料   0百万円

減価償却費相当額   0百万円

支払リース料   1百万円

減価償却費相当額   1百万円

(4)　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

 

(4)　減価償却費相当額の算定方法

同左

 

(4)　減価償却費相当額の算定方法

同左

 

２．オペレーティング・リース取引

　　　未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

　　　未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

　　　未経過リース料

１年内   354百万円

１年超   1,593百万円

合計   1,948百万円

１年内      354百万円

１年超        1,239百万円

合計        1,593百万円

１年内      354百万円

１年超        1,416百万円

合計        1,770百万円

    （減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失はあ

りません。

    （減損損失について）

同左

    （減損損失について）

同左

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における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。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 1,290円21銭

１株当たり中間純利益

金額
  27円93銭

１株当たり純資産額  1,457円57銭

１株当たり中間純利益

金額
    70円47銭

１株当たり純資産額  1,418円 4銭

１株当たり当期純利益

金額
  156円70銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しない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

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

（注）１.１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

中間純利益
（百万円）

713

普通株主に帰属しな
い金額（百万円）

－

普通株式に係る中間
純利益（百万円）

713

期中平均株式数
（千株）

25,565

中間純利益
（百万円）

1,801

普通株主に帰属しな
い金額（百万円）

－

普通株式に係る中間
純利益（百万円）

1,801

期中平均株式数
（千株）

25,565

当期純利益
（百万円）

4,006

普通株主に帰属しな
い金額（百万円）

－

普通株式に係る当期
純利益（百万円）

4,006

期中平均株式数
（千株）

25,565

　　　２.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成19年９月30日） 

前事業年度末
（平成19年３月31日） 

純資産の部の合計額
（百万円）

32,984

純資産の部の合計額か
ら控除する金額
（百万円）

－

普通株式に係る中間期
末の純資産額
（百万円）

32,984

１株当たり純資産額の
算定に用いられた中間
期末の普通株式の数
（千株）

25,565

純資産の部の合計額
（百万円）

37,263

純資産の部の合計額か
ら控除する金額
（百万円）

－

普通株式に係る中間期
末の純資産額
（百万円）

37,263

１株当たり純資産額の
算定に用いられた中間
期末の普通株式の数
（千株）

25,565

純資産の部の合計額
（百万円）

36,252

純資産の部の合計額か
ら控除する金額
（百万円）

－

普通株式に係る期末の
純資産額
（百万円）

36,252

１株当たり純資産額の
算定に用いられた期末
の普通株式の数
（千株）

25,565

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。
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６．その他
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