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（百万円未満切捨て） 

１．19年9月中間期の業績（平成19年4月1日～平成19年9月30日） 
（１）経営成績                                                          （％表示は対前期増減率） 

 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   ％ 

9,164（△13.0） 

10,530（ 105.0） 

百万円   ％

478（ 73.4）

275（  ―）

百万円   ％ 

400（ 142.5） 

165（  ―） 

百万円   ％

216（ 296.2）

54（  ―）

19年3月期 26,098（ 16.1） 1,734（ 20.0） 1,486（ 30.8） 826（ 37.9）

 
 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 

27 40  

13 83 

円 銭

― 

― 

   

19年3月期 104 37  ―    

(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 

28,942  

21,112  

百万円

2,863 

1,997 

％ 

9.9  

9.5  

円 銭

361 63 

504 48 

19年3月期 22,349   2,783  12.5  351 55 

 (参考) 自己資本 19年9月中間期 2,863百万円 18年9月中間期 1,997百万円 19年3月期 2,783百万円 
 
 （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 

△8,101 

534 

百万円

△  67 

△ 316 

百万円 

6,659 

 △  278  

百万円

2,747 

4,454 

19年3月期 835  △373 △  718 4,257 

 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 
 
19年3月期 

円 銭 

― 
円 銭

15 00 
円 銭 

15 00  
20年3月期（実績） ― 

20年3月期（予想）  15 00 
15 00  

 

 
３．20年3月期の業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期期増減率） 

 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 

 
通  期 

百万円 ％ 

28,700 ( 10.0) 

百万円 ％

1,762 (  1.7)

百万円 ％ 

 1,650 ( 11.0)

百万円 ％ 

951 ( 15.3) 
円 銭

120 22 
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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  ・  無 
② ①以外の変更                有  ・  ○無 

 
（２）発行済株式数(普通株式) 
 

① 期末発行済株式数 19年9月中間期 7,918,000株 18年9月中間期 3,959,000株 19年3月期 7,918,000株 
② 期末自己株式数  19年3月中間期   ―  株 18年9月中間期   ―  株 19年3月期   ―  株 
（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、29 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 
  

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素
を含んでおります。実際の業績等は、経済情勢の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、
上記予想に関する事項は添付資料３ページを参照してください。 
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１．経営成績 

 

(1) 経営成績に関する分析 

 

① 当期の概況 

当中間会計期間のわが国経済は、原材料価格の上昇が見られたものの、米中への輸出が好調であったこと

や金利が比較的安定していたこと等から、大企業を中心に設備投資が好調でありました。また、雇用情勢は

改善傾向が続いており、個人消費も底堅さを見せました。このように、前半は総じて堅調に推移いたしまし

た。 

しかしながら一方で、様々な不透明要因により先行き不安感も醸成されてきました。年金問題に見られる

ような将来に対する不安、サブプライム問題の表面化に見られる金融システムに対する不安、また、参議院

議員選挙における自民党の大敗による政局に対する不安、等々、後半に入り、様々に複合化した要因による

先行きに対する不透明感が漂ってきました。これらを反映して、株価も乱高下を繰り返しつつ、下値不安の

強い動きをみせました。また、地方と都市圏との景況の格差、雇用形態の違いによる所得格差、等々、格差

の問題も指摘される等、全般的景気の堅調さとは裏腹に、短期的には解決困難な課題も顕在化してきている

ことから、後半は、波乱を含んだ景況でありました。 

こうしたなかにあって、投資ファンドによる不動産投資は、潜在的にはサブプライム問題の影響が懸念さ

れるものの、内外の機関投資家のマネーが流入し、依然として堅調な動きをみせております。このため地価

は、東京、大阪、名古屋の三大都市圏では、商業地を中心に 10 数年来の水準に達し、九州においては、当社

が基盤としている福岡都市圏において、天神地区の商業地に加え九州新幹線の全面開業を平成 23 年春に控え

た博多駅周辺では騰勢を強めております。このような地価動向は、一部には投機的な動きがみられるものの、

当該物件の収益やキャッシュ・フローをベースとした価格形成によるものであると思われ、収益物件に関す

るニーズには一定の合理性があると考えられます。 

当社においても、この様な動きに対応して、賃貸マンションを主軸としながらもビジネスホテルや商業ビ

ルへの展開を図っております。 

その結果、当中間会計期間の業績は、不動産販売事業の売上高が 5,843,900 千円(前年同期比 91.1％)、不

動産管理事業の売上高が2,998,915千円(同 107.0％)、また建築請負事業の売上高も321,510千円(同 24.6％)

と推移し、全事業合計の売上高は 9,164,325 千円(同 87.0％)となりました。 

また、収益面では、売上原価が 7,810,585 千円(同 82.1％)と減少したことから、販売費及び一般管理費は

875,262 千円(同 119.0％)と増加したものの、営業利益は 478,477 千円(同 173.4％)となり、経常利益も同様

に 400,486 千円(同 242.5％)となっております。また、中間純利益は、216,923 千円(同 396.2％)となりまし

た。 

② 通期の見通し 

通期の見通しといたしましては、現在までに今期販売用の物件の仕入を概ね充足しております。中間期中

に米国のサブプライムローン問題による市場の変動がありましたが、受注に特段の影響もなく、予定どおり

推移いたしております。また工事についても予定どおり推移しております。 

このような環境のもと不動産販売事業は、前事業年度に着工した商業ビル・ビジネスホテル等新規分野の

物件が相次いで竣工し引渡となる見込みであるうえ、賃貸マンションの販売も予定どおり推移することが見

込めることから、売上高は前事業年度を上回る見込みです。 

建設請負事業は、物件が小型であるため、売上高は、前事業年度を下回る見込みです。 

不動産管理事業は、管理件数が不動産販売物件及び建設請負物件の管理受注により増加するものの、新規

物件の不動産管理売上が従来のサブリース家賃売上から手数料売上に移行する傾向にあること、敷引売上の

減少が見込まれること等の要因から売上高は前事業年度並みとなる見込みです。 

以上の状況を踏まえ業績は、売上高 28,700 百万円、営業利益は 1,762 百万円、経常利益 1,650 百万円、当

期純利益 951 百万円を予想しております。 
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③ 目標とする経営指標の達成状況 

当社は、安定した収益力を維持するのみならず、常に先行投資的な経費支出を行いつつ業績の拡大を図る

ことを目標としております。このことを踏まえ、中期的な経営指標としては、売上高経常利益率５％台を維

持することとしております。 

平成 19 年 3月期については、売上高経常利益率が 5.7％と、この指標を達成することができました。当中

間期末については、売上の下期集中傾向ゆえ、この基準を達成できておりませんが、今後とも収益力の強化

に努めてまいります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

 

① 資産、負債、純資産の状況 

流動資産は、26,430,044 千円となり前事業年度末と比較して 6,515,562 千円増加しております。この主

な要因は、仕入増加に伴うたな卸資産の増加によるものであります。 

固定資産は、2,512,502 千円となり前事業年度末と比較して 77,960 千円増加しております。この主な要

因は、営業所の改装工事に伴う器具及び備品等の有形固定資産の増加、不動産投資ファンドへの出資によ

る投資有価証券の増加によるものであります。 

この結果、総資産は 28,942,547 千円となり、前事業年度末に比べて 6,593,523 千円増加しております。 

流動負債は、19,270,675千円と前事業年度末に比べ1,931,598千円増加しております。この主な要因は、

不動産事業未払金が減少する一方で、短期借入金や前受金が大幅に増加したためであります。 

固定負債は、6,808,483 千円と前事業年度末に比べ 4,582,094 千円増加しております。この主な要因は、

長期借入金の増加によるものであります。 

純資産は、2,863,388 千円と前事業年度末に比べて 79,830 千円増加いたしました。 

② キャッシュ･フローの状況に関する分析 

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、棚卸資産の増加を主な要因に

営業キャッシュフローの出超幅が拡大したため、2,747,740 千円(前年同期比 61.7％)となっております。 

当中間会計期間におけるキャッシュ・フロー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) 

営業活動により使用したキャッシュ・フローは、8,101,658 千円(前年同期は 534,395 千円の流入超過)

でありました。これは、主に棚卸資産の増加、仕入債務の減少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) 

投資活動により使用したキャッシュ・フローは、67,164 千円(前年同期は 316,469 千円の流出超過)であ

りました。これは、主に有形固定資産の取得及び投資有価証券の取得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) 

財務活動により増加したキャッシュ・フローは、6,659,029 千円(前年同期は 278,025 千円の流出超過)

でありました。これは、主に長短借入金の増加によるものであります。 

③ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 16 年

3 月期 

平成 17 年

3 月期 

平成 18 年 

3 月期 

平成 19 年 

3 月期 

平成 20 年

3月期中間期

自己資本比率（％） 11.1 9.0 10.1 12.5 9.9

時価ベースの自己資本比率（％） 56.4 23.9 49.9 31.3 17.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ― ― ― 13.4 ―

インスタント・カバレッジ・レシオ ― ― ― 3.4 ―

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／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インスタント・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）株式時価総額は期末株価終値と発行済株式数より計算しております。なお、平成 16 年 3月期から
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現在までの間に、自己株式は存在しておりません。 

（注２）キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注３）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち、長短の借入金及び社債の残高を対象とし

ております。また、利払いは、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。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の１つとして認識いたしております。このため、長期的な経

営基盤の強化、地域社会への貢献、従業員への成果配分に留意しつつ、安定的な利益配当を基本方針としており

ます。 

 この方針に基づき、当期の配当金につきましては、１株につき配当金 15 円 00 銭を予定しております。 

なお、当社は会社法 459 条の規定により、剰余金の配当等の決定機関を取締役会としておりますが、毎期の定

時株主総会において事業報告、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の監査報告を行った後、従来どおり定時

株主総会開催日の翌日を支払開示日とした剰余金の配当を行うことを原則とする方針です。 

 

(4) 事業等のリスク 

 

 当社の事業等に係る、経営成績、財政状態、株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクについては、下記のよ

うなものがあります。当社といたしましては、これらのリスクを認識し、リスクの予防・分散・回避・発生時の

適切な対応に努める所存です。 

① 事業に係る関係法令・規制の改廃・新設、賃貸マンション入退居に伴う取引慣例に対する司法や行政

の判断に変更が生じること等により業績に影響が生じるリスク。 

② 売上割合の下半期集中傾向により中間期損益が低位もしくは損失となるリスクや、工期の遅延等によ

って計画していた物件の引渡しができず業績に影響が出るリスク。 

③ 福岡市エリアにおいて売上の過半が発生するため、当該エリアの環境変化の影響を受けるリスク。 

④ 仕入価格の上昇や、物件獲得競争の激化、サブリース取引においての入居率の低下、不動産市況の悪

化等、不動産市況の影響を受けるリスク。 

⑤ 当社は、過去５年間に企画・開発・建築請負した物件のすべてについて構造計算書の再検証を行い、

耐震基準を満たしていることを確認しているものの、構造計算書偽造問題が拡大するなどして、投資

マインド冷え込み等により業績に影響が生じるリスク。 

⑥ 不動産証券化事業におけるＳＰＣの会計処理についての諸規則や実務上の取扱が変更となり、当社の

会計処理方法に変更が生じるリスク。 

⑦ 事業活動上重要な役割を果たしている、当社代表取締役である黒木 透に依存していることによるリス

ク。 

⑧ 人材獲得の不調・在籍社員の流失などによって必要な人材を確保できなくなるリスク。 

⑨ 不動産の取得資金を有利子負債に依存しているため、金利変動により業績に影響を受けること及び、

資金調達が不十分な場合、事業展開に支障が生じること等のリスク。 

⑩ 入退去時の顧客とのトラブル等に起因する訴訟その他請求が発生するリスク。 

⑪ 個人情報が漏洩し、損害賠償及び信用低下によって業績に影響が生じるリスク。 
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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「事業の内容」から重要な変更がないため本項目

の開示を省略します。 

 

３．経営方針 

 

「(1)会社の経営の基本方針」「(2)目標とする経営指標」「(3)中長期的な会社の経営戦略」「(4)会社の対処すべき

課題」「(5)内部管理体制の整備・運用状況」については、平成 19 年 3月期決算短信（平成 19 年 5 月 15 日開示）に

より開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略します。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 

（当社ホームページ） 

http://www.dix-kuroki.co.jp/ 

 

（ジャスダック証券取引所ホームページ(「JDS」検索ページ)） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 
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４．中間財務諸表等 

 

(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  4,454,341 2,747,740 4,257,533 

２ 不動産事業未収入金  178,804 322,885 187,603 

３ 完成工事未収入金  ─ 282,753 ─ 

４ 販売用不動産 ※２ 398,414 2,623,854 1,747,748 

５ 仕掛販売用不動産 ※２ 12,908,131 19,995,292 12,746,303 

６ 未成工事支出金  44,733 ─ ─ 

７ 貯蔵品  2,952 2,581 3,030 

８ その他  722,025 480,836 993,161 

９ 貸倒引当金  △17,900 △25,900 △20,900 

流動資産合計   18,691,504 88.5 26,430,044 91.3  19,914,481 89.1

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２ 69,122 77,829 69,157 

(2) 構築物  3,523 3,121 3,310 

(3) 器具及び備品  12,317 40,982 24,045 

(4) 土地 ※２ 65,800 65,800 65,800 

有形固定資産合計  150,763 187,733 162,312 

２ 無形固定資産  10,950 17,031 9,772 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  525,437 565,223 536,289 

(2) 出資金  10,540 9,540 13,540 

(3) 長期売掛債権  8,161 ― 5,797 

(4) 破産更生等債権  ― 3,980 4,703 

(5) 長期前払費用  45,284 46,890 43,772 

(6) 敷金保証金  1,485,470 1,473,833 1,481,277 

(7) 繰延税金資産  114,954 125,888 105,402 

(8) その他 ※４ 71,361 86,380 77,875 

(9) 貸倒引当金  △1,500 △4,000 △6,200 

投資その他の資産 
合計 

 2,259,710 2,307,737 2,262,456 

固定資産合計   2,421,423 11.5 2,512,502 8.7  2,434,541 10.9

資産合計   21,112,928 100.0 28,942,547 100.0  22,349,023 100.0
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

  
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) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 不動産事業未払金  476,752 1,050,807 2,633,244 

２ 完成工事未払金  1,640,052 231,355 94 

３ 短期借入金 ※２ 5,027,000 8,982,000 6,180,000 

４ 一年以内償還予定社
債 

 160,000 ─ ─ 

５ 一年以内返済予定
長期借入金 

※２ 4,449,200 2,981,000 3,526,600 

６ 未払法人税等  297,672 205,085 591,332 

７ 未成工事受入金  78,000 ─ 29,264 

８ 前受金  3,811,262 5,367,622 3,823,266 

９ 賞与引当金  42,019 51,353 55,099 

10 工事補償引当金  18,973 18,836 26,661 

11 リース資産減損勘定  8,996 5,647 7,190 

12 その他 ※３ 348,193 376,968 466,333 

流動負債合計   16,358,123 77.5 19,270,675 66.6  17,339,076 77.5

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  120,000 ─ ─ 

２ 長期借入金 ※２ 1,813,000 5,988,000 1,447,000 

３ 退職給付引当金  17,939 28,075 22,032 

４ 役員退職慰労引当金  172,053 200,909 181,115 

５ 預り敷金  623,089 585,903 568,086 

６ 長期リース資産減損
勘定 

 11,474 5,594 8,154 

固定負債合計   2,757,556 13.0 6,808,483 23.5  2,226,388 10.0

負債合計   19,115,679 90.5 26,079,159 90.1  19,565,465 87.5
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

  
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) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   350,020 1.7 350,020 1.2  350,020 1.6

２ 資本剰余金    

資本準備金  274,515 274,515 274,515 

資本剰余金合計   274,515 1.3 274,515 0.9  274,515 1.2

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  10,293 10,293 10,293 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  1,000,000 1,000,000 1,000,000 

繰越利益剰余金  364,072 1,233,875 1,135,721 

利益剰余金合計   1,374,366 6.5 2,244,169 7.8  2,146,015 9.6

株主資本合計   1,998,902 9.5 2,868,705 9.9  2,770,551 12.4

Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券 
 評価差額金 

  △1,653 0.0 △5,316 0.0  13,007 0.1

評価・換算差額等 
合計 

  △1,653 0.0 △5,316 0.0  13,007 0.1

純資産合計   1,997,248 9.5 2,863,388  9.9  2,783,558 12.5

負債純資産合計   21,112,928 100.0 28,942,547 100.0  22,349,023 100.0
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

(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) 

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(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   10,530,022 100.0 9,164,325 100.0  26,098,953 100.0

Ⅱ 売上原価   9,518,484 90.4 7,810,585 85.2  22,739,639 87.1

売上総利益   1,011,537 9.6 1,353,740 14.8  3,359,313 12.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費   735,671 7.0 875,262 9.6  1,625,246 6.2

営業利益   275,866 2.6 478,477 5.2  1,734,066 6.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  12,105 0.1 117,032 1.3  37,224 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  122,815 1.1 195,023 2.1  284,531 1.1

経常利益   165,156 1.6 400,486 4.4  1,486,759 5.7

Ⅵ 特別利益 ※３  3,619 0.0 10,314 0.1  ─

Ⅶ 特別損失 ※4,5  48,062 0.5 1,335 0.0  47,733 0.2

税引前中間(当期)純

利益 
  120,714 1.1 409,465 4.5  1,439,026 5.5

法人税、住民税 
及び事業税 

 285,756 198,204 862,356  

法人税等調整額  △219,797 65,958 0.6 △5,663 192,541 2.1 △249,734 612,621 2.3

中間(当期)純利益    54,755 0.5 216,923 2.4  826,404 3.2
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

(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 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 350,020 274,515 274,515

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 

 別途積立金の積立 

 中間純利益 

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) 
─ ─ ─

平成18年９月30日残高(千円) 350,020 274,515 274,515

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計 
株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 10,293 600,000 768,701 1,378,995 2,003,531

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △59,385 △59,385 △59,385

 別途積立金の積立 400,000 △400,000 ─ ─

 中間純利益 54,755 54,755 54,755

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 △404,629 △4,630 △4,630

平成18年９月30日残高(千円) 10,293 1,000,000 364,072 1,374,366 1,998,902

 

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31日残高(千円) 13,103 13,103 2,016,635

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 △59,385

 別途積立金の積立 ─

 中間純利益 54,755

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
△14,757 △14,757 △14,757

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
△14,757 △14,757 △19,386

平成18年９月30日残高(千円) △1,653 △1,653 1,997,248
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

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 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高(千円) 350,020 274,515 274,515

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 

 別途積立金の積立 

 中間純利益 

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) 

平成19年９月30日残高(千円) 350,020 274,515 274,515

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計 
株主資本合計 

平成19年３月31日残高(千円) 10,293 1,000,000 1,135,721 2,146,015 2,770,551

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △118,770 △118,770 △118,770

 別途積立金の積立 ─ ─ ─

 中間純利益 216,923 216,923 216,923

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) 
─ ─ 98,153 98,153 98,153

平成19年９月30日残高(千円) 10,293 1,000,000 1,233,875 2,244,169 2,868,705

 

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31日残高(千円) 13,007 13,007 2,783,558

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 △118,770

 別途積立金の積立 ─

 中間純利益 216,923

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
△18,323 △18,323 △18,323

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
△18,323 △18,323 75,688

平成19年９月30日残高(千円) △5,316 △5,316 2,863,388
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

前事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３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18年３月31日残高(千円) 350,020 274,515 274,515

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 

 別途積立金の積立 

 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) 

事業年度中の変動額合計 

(千円) 

平成19年３月31日残高(千円) 350,020 274,515 274,515

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計 
株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 10,293 600,000 768,701 1,378,995 2,003,531

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 △59,385 △59,385 △59,385

 別途積立金の積立 400,000 △400,000  

 当期純利益 826,404 826,404 826,404

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額(純額) 
 

事業年度中の変動額合計 

(千円) 
─ 400,000 367,019 767,019 767,019

平成19年３月31日残高(千円) 10,293 1,000,000 1,135,721 2,146,015 2,770,551

 

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31日残高(千円) 13,103 13,103 2,016,635

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 △59,385

 別途積立金の積立 ─

 当期純利益 826,404

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額(純額) 
△96 △96 △96

事業年度中の変動額合計 

(千円) 
△96 △96 766,923

平成19年３月31日残高(千円) 13,007 13,007 2,783,558
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

(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) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
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(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 

  

１ 税引前中間(当期)純利益  120,714 409,465 1,439,026

２ 減価償却費  9,550 11,512 17,552

３ 減損損失  47,515 ─ 47,515

４ 貸倒引当金の増加額 

又は減少額（△） 
 △5,700 2,800 2,000

５ 賞与引当金の増加額 
  又は減少額（△） 

 △303 △3,746 12,777

６ 退職給付引当金の増加額  2,094 6,043 6,188

７ 工事補償引当金の増加額 
  又は減少額（△） 

 16,098 △7,825 23,786

８ 役員退職慰労引当金の増加額  33,187 19,794 42,249

９ 固定資産除却損  218 114 218

10 出資金返戻損  ― 1,220 ―

11 受取利息及び受取配当金  △10,332 △114,354 △2,156

12 支払利息及び社債利息  120,362 174,184 252,297

13 支払手数料  387 20,091 24,983

14 売上債権の増加額(△) 
  又は減少額 

 1,311,050 △414,230 1,304,616

15 たな卸資産の増加額  △1,833,493 △8,124,645 △2,976,343

16 その他流動資産の増加額(△) 
又は減少額   

 △276,041 517,558 △534,034

17 仕入債務の減少額  △1,686,755 △1,351,176 △1,170,222

18 未成工事受入金の増加額 
又は減少額(△) 

 29,000 △29,264 △19,735

19 前受金の増加額  3,422,428 1,544,355 3,434,432

20 その他流動負債の増加額 
  又は減少額（△） 

 △85,094 △114,718 26,976

   小計  1,214,886 △7,452,820 1,932,126

21 利息及び配当金の受取額  10,275 114,354 1,999

22 利息の支払額  △121,504 △181,797 △243,727

23 法人税等の支払額  △569,262 △581,395 △854,924

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

 534,395 △8,101,658 835,474
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

  
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) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
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(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 

  

１ 有形固定資産の取得による支出  △33,465 △17,755 △47,427

２ 無形固定資産の取得による支出  △490 △8,837 △610

３ 投資有価証券の取得による支出  △229,045 △65,000 △284,075

４ 投資有価証券の売却等 
  による収入 

 ─ 5,320 68,776

５ 出資金の払込による支出  △3,010 ─ △6,010

６ 出資金の戻入れによる支出  ─ 2,779 ─

７ その他  △50,459 16,328 △104,611

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

 △316,469 △67,164 △373,957

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入れによる収入  3,750,000 7,094,000 13,262,000

２ 短期借入金の返済による支出  △4,019,000 △4,292,000 △12,378,000

３ 長期借入れによる収入  1,897,000 6,303,000 2,900,000

４ 長期借入金の返済による支出  △1,746,600 △2,307,600 △4,038,200

５ 社債の償還による支出  △100,000 ─ △380,000

６ 配当金の支払  △59,037 △118,278 △59,241

７ その他  △387 △20,091 △24,983

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

 △278,025 6,659,029 △718,424

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額(△)   △60,099 △1,509,793 △256,907

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  4,514,440 4,257,533 4,514,440

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 4,454,341 2,747,740 4,257,533
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

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) たな卸資産 

  ① 販売用不動産、仕掛販売用

不動産、未成工事支出金 

     個別法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) たな卸資産 

  ① 販売用不動産、仕掛販売用

不動産、未成工事支出金 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) たな卸資産 

  ① 販売用不動産、仕掛販売用

不動産、未成工事支出金 

同左 

  ② 貯蔵品 

     最終仕入原価法 

  ② 貯蔵品 

同左 

  ② 貯蔵品 

同左 

 (2) 有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

   中間決算期末の市場価格

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) 

 (2) 有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     同左 

 

 (2) 有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算期末の市場価格等に

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(証券取引法第２

条第２項により有価証券と

みなされるもの)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 

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(金融商品取引法

第２条第２項により有価証

券とみなされるもの)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 

     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(証券取引法第２

条第２項により有価証券と

みなされるもの)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。      
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

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 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法 

    なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。 

    ただし、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。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

       同左 

      

     

 

 

 

 

 

 

    (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、当中間会計期

間から、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。 

当該変更に伴う損益に与える

影響は軽微であります。 

 

 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

       同左 

 (2) 無形固定資産 

   定額法 

      ソフトウェア(自社利用分)

については、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。 

 (2) 無形固定資産 

          同左 

      

 (2) 無形固定資産 

         同左 
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

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) 

３ 繰延資産の処理方法 
――――― 

   

３ 繰延資産の処理方法 

――――― 

 

   

３ 繰延資産の処理方法 

   新株発行費 

支出時に全額費用処理してお

ります。 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別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。 

４ 引当金の計上基準  

 (1) 貸倒引当金 

       同左 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

       同左 

 (2) 賞与引当金 

    従業員に対し支給する賞与

の支出に備えるため、将来の

支給見込額のうち当中間期の

負担額を計上しております。 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

    従業員に対し支給する賞与

の支出に備えるため、将来の

支給見込額のうち当期の負担

額を計上しております。 

 (3) 工事補償引当金 

    完成工事及び不動産関連売

上高の建物部分に係る瑕疵担

保の費用に備えるため、過去

の完成工事高及び不動産販売

高に係る補償費等の実績率を

基に算出した金額を計上して

おります。 

 (3) 工事補償引当金 

       同左 

 (3) 工事補償引当金 

       同左 

(追加情報) 

    従来、完成工事に係る瑕疵

担保の費用に備えるため、工

事補償引当金として決算の直

近２年間の完成工事高と補償

工事高とから算出された工事

補償率に当期引渡物件の請負

金額を乗じた価額を計上して

おりましたが、前事業年度下

期より、過去の完成工事高及

び不動産販売高を対象に、過

去の補償等の実績率を基に算

出した金額を計上する方法に

変更しております。 

    従って前中間会計期間は従

来の方法によっております

が、当中間会計期間と同一の

方法をとった場合と比べて、

損益に与える影響は軽微であ

ります。 

 

―――――― 

 

―――――― 
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

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) 

 (4) 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備える

ため、当中間期末における退

職給付債務の見込額に基づ

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。 

 (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、当期末における退職給

付債務の見込額に基づき、当

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。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

    役員の退職慰労金の支払に

備えるため、内規に基づく中

間期末要支給額を計上してお

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払に

備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しておりま

す。 

５ リース取引の処理方法 

   リース物件の所有者が借主に

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。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

５ リース取引の処理方法 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   特例処理の要件を満たしてい

る金利スワップについては、特

例処理によっております。 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

６ 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 

   当中間会計期間にヘッジ会計

を適用したヘッジ対象とヘッジ

手段は以下の通りであります。 

  ヘッジ手段・・・金利スワップ 

  ヘッジ対象・・・借入金利息 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

当事業年度にヘッジ会計を適

用したヘッジ対象とヘッジ手段

は以下の通りであります。 

  ヘッジ手段・・・金利スワップ

 ヘッジ対象・・・借入金利息 

 (3) ヘッジ方針 

   変動金利借入金利息の将来の

金利上昇による増加を軽減する

ことを目的に、変動金利受取固

定金利支払の金利スワップ取引

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) ヘッジ有効性評価の方法 

   金利スワップの特例処理の要

件に該当するため、その判定を

もって有効性の判定に代えてお

ります。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

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) 

７ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

  手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、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短

期的な投資からなっております。 

７ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 

７ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

同左 

８ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  

(1)収益及び費用の計上基準 

    完成工事高の計上は、原則と

して工事完成基準によってお

ります。ただし、請負金額２億

円以上かつ工期１年以上の工

事については工事進行基準を

採用しております。 

    工事進行基準によった完成

工事高及び完成工事原価は次

のとおりです。 

 完成工事高  1,101,716千円 

   完成工事原価  980,039千円  

 

(2)消費税等の会計処理 

     消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によってお

り、控除対象外の消費税及び地

方消費税については、販売費及

び一般管理費に計上しており

ます。 

８ その他中間財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

  

(1)収益及び費用の計上基準 

            同左 

 

  

 

 

 

 

 

 

完成工事高   295,290千円

  完成工事原価   250,569千円

 

(2)消費税等の会計処理 

同左 

８ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

   

(1)収益及び費用の計上基準 

            同左 

 

  

 

 

 

 

 

 

完成工事高     1,253,607千円 

完成工事原価  1,040,440千円 

 

(2)消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20



㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

(6) 中間財務諸表作成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。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1,997,248千円で
あります。 
 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財務諸
表は、改正後の中間財務諸表等規則
により作成しております。 

 
 
 

――――――  
 
 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

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。 

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2,783,558千円で

あります。 

財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。 

 

(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、前事業年度において営業外

費用の内訳として表示していた「新

株発行費」は、当事業年度より「株

式交付費」として表示する方法に変

更しております。 
 
 

 

表示方法の変更 

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) 

 

 

―――――― 

 

 

（中間貸借対照表） 

 「長期売掛債権」 

前中間会計期間において投資その他の資産に区分掲

記していました「長期売掛債権」については、当中間

会計期間は重要性が低いため、投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示することとしました。 

 なお、当中間会計期間の「長期売掛債権」は1,992千

円であります。 
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

(7) 中間財務諸表に関する注記事項 

 

(貸借対照表関係) 

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 

44,154千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

57,561千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

50,858千円

※２ 担保資産 

  イ 担保差入資産 

販売用 
不動産 

398,414千円

仕掛販売
用不動産 

9,892,647千円

建物 43,455千円

土地 57,000千円

計 10,391,517千円 

※２ 担保資産 

  イ 担保差入資産 

販売用 
不動産 

2,100,520千円

仕掛販売
用不動産

15,502,293千円

建物 49,639千円

土地 57,000千円

計 17,709,453千円 

※２ 担保資産 

  イ 担保差入資産 

販売用 
不動産 

1,747,748千円

仕掛販売
用不動産 

9,570,054千円

建物 42,409千円

土地 57,000千円

計 11,417,212千円 
  ロ 債務の内容 

短期 
借入金 

4,466,000千円

長期 
借入金 

6,212,000千円

計 10,678,000千円

長期借入金は一年以内返

済予定を含む。 

  ロ 債務の内容 

短期 
借入金 

8,031,000千円

長期 
借入金 

8,952,000千円

計 16,983,000千円

長期借入金は一年以内返

済予定を含む。 

  ロ 債務の内容 

短期 
借入金 

6,180,000千円

長期 
借入金 

4,940,000千円

計 11,120,000千円

長期借入金は一年以内返済

予定を含む。 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税及び仮受消費税は

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。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

※３  

――――― 

 

※４ 長期売掛債権は、完成工事未

収入金のうち、回収条件が１年

超の債権であります。 

※４  

――――― 

※４ 長期売掛債権は、完成工事未

収入金のうち、回収条件が１年

超の債権であります。 

 ５  

 

 

 

 

――――― 

 

 ５ シンジケートローン契約（契

約期間平成19年２月28日～平成

20年２月27日）に下記の条項が

付されております。 

①本契約期間中の各年度の決

算期の末日において、貸借対

照表における純資産の部の金

額を当該決算期の直前の決算

期の末日における純資産の部

の金額の75%以上に維持する

こと。 

②経常損失を計上しないこ

と。 

 ５ 

同左 
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

(中間損益計算書関係) 

 

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) 

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 営業外収益の主要項目 

受取利息 101千円 

匿名組合出資
分配金 

9,683千円 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 36千円

匿名組合出資
分配金 

111,593千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 183千円

匿名組合出
資分配金 

30,176千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 119,026千円

支払手数料 387千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 174,184千円

支払手数料 20,091千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 250,032千円

支払手数料 24,983千円 
※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 3,619千円 

   

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 5,292千円

工事補償引当金 

戻入益 
5,021千円

 

※３ 特別利益の主要項目 

――――― 

※４ 特別損失の主要項目 

減損損失 47,515千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 114千円

出資金返戻損 1,220千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

減損損失 47,515千円
 

※５ 減損損失 

    当中間会計期間において、
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。 

用途 場所 種類 
不動 
産管 
理事 
業 

本社 
(福岡市) 

建物、構築物、器

具及び備品、ソフ

トウエア、電話加

入権、リース資産 

    当社は、減損会計の適用に
あたり、管理会計上の事業別
に資産のグルーピングをおこ
なっております。 

    その結果、不動産管理事業
に関して、現時点では将来の
収益性の見通しが明らかでは
ないため、不動産管理事業に
係る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として
特別損失に計上しておりま
す。なお、回収可能価額は使
用価値により測定しておりま
す。 

減損損失の内訳は以下のと
おりであります。 

種類 金額(千円) 

建物 7,334 

構築物 643 

器具及び備品 2,900 

ソフトウエア 14,852 

電話加入権 1,313 

リース資産 20,470 
 

 

 

――――― 

※５ 減損損失 

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 場所 種類 

不動産
管理事
業 

本社 
(福岡市) 

建物、構築物、器

具及び備品、ソフ

トウエア、電話加

入権、リース資産

当社は、減損会計の適用に当
たり、管理会計上の事業別に資
産のグルーピングをおこなって
おります。 
その結果、不動産管理事業に

関して、現時点では将来の収益
の見通しが明らかではないた
め、不動産管理事業に係わる資
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
を減損損失として特別損失に計
上しております。なお、回収可
能価額は使用価値により測定し
ております。 
減損損失の内訳は、以下のと

おりであります。 

種類 金額（千円）

建物 7,334

構築物 643

器具及び備品 2,900

ソフトウエア 14,852

電話加入権 1,313

リース資産 20,470

合計 47,515 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 6,104千円

無形固定資産 3,446千円 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 9,943千円

無形固定資産 1,569千円 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 12,808千円

無形固定資産 4,743千円 
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

（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) 

 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 3,959,000 ─ ─ 3,959,000 
 

 
２ 自己株式に関する事項 

 
該当事項はありません。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 
 

    該当事項はありません。 

 

４ 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
（千円） 

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 59,385 15.00 平成 18 年 3月 31 日 平成 18 年 6月 30 日

 

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 

 

 

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) 

 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 7,918,000 ─ ─ 7,918,000 
 
 

２ 自己株式に関する事項 
 
該当事項はありません。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 
 
    該当事項はありません。 
 

４ 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
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成 19年 5月 21日
取締役会 

普通株式 118,770 15.00 平成 19 年 3月 31 日 平成 19 年 6月 29 日

 

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

  該当事項はありません。 
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

前事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 

 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 3,959,000 3,959,000 ─ 7,918,000 
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

平成18年10月１日付の株式分割による増加 3,959,000株  

 

２ 自己株式に関する事項 
該当事項はありません。 
 

３ 新株予約権等に関する事項 
該当事項はありません。 

 

４ 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
（千円） 

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 59,385 15.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

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５月21日 
取締役会 

普通株式 繰越利益剰余金 118,770 15.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

 

 

 

（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) 

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記載されている

科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 4,454,341千円 

現金及び現金同等物 4,454,341千円 
  

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記載されている

科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,747,740千円

現金及び現金同等物 2,747,740千円
  

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に記載されている科目の金

額との関係 

現金及び預金勘定 4,257,533千円

現金及び現金同等物 4,257,533千円 
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

リース取引 

 

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 

 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
損損失累計額及び中間期末残高
相当額 

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
損損失累計額及び中間期末残高
相当額 

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) 

減損損
失累計
額相当
額 

(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

建物 1,089 1,071 ─ 18

車輌運搬
具 

30,725 8,651 9,254 12,820

器具及び
備品 

98,042 64,616 6,515 26,910

無形固定
資産（ソフ
トウェア）

36,091 26,330 4,701 5,060

合計 165,949 100,670 20,470 44,809

  

 

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)

車輌運搬
具 

62,231 13,520 8,966 39,744

器具及び
備品 

51,352 30,993 7,268 13,089

無形固定
資産（ソフ
トウェア）

17,481 12,824 2,480 2,176

合計 131,065 57,339 18,715 55,010

  

 

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)

車輌運搬
具 

52,856 10,267 9,105 33,483

器具及び
備品 

86,850 64,515 6,515 15,819

無形固定
資産（ソフ
トウェア）

22,841 14,892 4,226 3,722

合計 162,548 89,675 19,847 53,025 

 ② 未経過リース料中間期末残高
相当額及びリース資産減損勘定
中間期末残高 

      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
相当額及びリース資産減損勘定
中間期末残高 

      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
額及びリース資産減損勘定期末
残高 

   未経過リース料期末残高相当
額  

１年内 24,509千円

１年超 44,590千円

合計 69,099千円

   リース資産減損勘定中間期末
残高 

１年内 23,171千円

１年超 48,563千円

合計 71,734千円

   リース資産減損勘定中間期末
残高 

１年内 23,092千円

１年超 47,527千円

合計 70,620千円

   リース資産減損勘定期末残高
 

20,470千円 11,242千円 15,345千円

 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、支払利息相当額及び減損
損失額 

 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、支払利息相当額及び減損
損失額 

 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、支払利息相当額及び減損
損失額 

支払リース料 19,305千円 

リース資産減
損勘定の取崩
額 

─千円 

減価償却費 
相当額 

17,520千円 

支払利息 
相当額 

1,162千円 

減損損失 20,471千円  

支払リース料 15,499千円

リース資産減
損勘定の取崩
額 

4,102千円

減価償却費 
相当額 

9,329千円

支払利息 
相当額 

982千円

減損損失 ─千円 

支払リース料 32,681千円

リース資産減
損勘定の取崩
額 

5,126千円

減価償却費 
相当額 

24,177千円

支払利息 
相当額 

1,682千円

減損損失 20,471千円

  
 ④ 減価償却費相当額の算定方法 
   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に
よっております。 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左 

 ⑤ 利息相当額の算定方法 
   リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額を
利息相当額とし、各期への配分
方法については、利息法によっ
ております。 

 ⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

 ⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

有価証券 

 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

 

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) 

(１)株式 34,526 41,427 6,900

(２)その他 76,500 66,825 △9,675

計 111,026 108,252 △2,775

 

２ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 31,935

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合へ出資 385,249

合計 417,184

 

 

 

 

 

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

 

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) 

(１)株式 39,026 41,596 2,569

(２)その他 76,500 65,010 △11,490

計 115,526 106,606 △8,920

 

２ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 34,465

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合へ出資 209,152

合同会社社員権 215,000

合計 458,617
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

前事業年度末(平成19年３月31日) 

 

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) 

(１)株式 34,526 41,275 6,749

(２)その他 76,500 91,575 15,075

計 111,026 132,850 21,824

 

２ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 
貸借対照表計上額 

（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 31,965

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 371,473

合  計 403,438

 

 

デリバティブ取引 

 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度末において、当社の利用しているデリバティブ取

引は、全てヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引に係る注記の記載を省略しておりま

す。 

 

ストック・オプション等、企業結合等 

 

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) 

 該当事項はありません。 

 

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) 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

 該当事項はありません。 

 

持分法投資損益等 

 

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) 

 当社には、関連会社が存在しない

ため、該当事項はありません。 
同左 同左 
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

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 504円48銭 １株当たり純資産額 361円63銭 １株当たり純資産額 351円55銭 
１株当たり中間純利益 13円83銭 １株当たり中間純利益 27円40銭 １株当たり当期純利益 104円37銭 
 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜在株式が
存在してい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
中間純利益については、潜在株式が
存在してい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
純利益については、潜在株式が存在し
ていないため記載しておりません。 
 

当社は、平成18年10月１日付で普通
株式１株を２株に分割する株式分割
を行いました。 

前期首に当該株式分割が行われた
と仮定した場合における前事業年度
の(１株当たり情報)の各数値は以下
のとおりであります。 

１株当たり純資産額  254円69銭

 １株当たり当期純利益  76円54銭
 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

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)

中間貸借対照表(貸借対照表)の 
純資産の部の合計額(千円) 

1,997,248 2,863,388 2,783,558 

普通株式に係る純資産額(千円) 1,997,248 2,863,388 2,783,558 

中間貸借対照表(貸借対照表)の純
資産の部の合計額と１株当たり純
資産額の算定に用いられた普通株
式に係る中間会計期末(会計期末)
の純資産額との差額(千円) 

       ─       ─ ─ 

普通株式の発行済株式数(千株) 3,959 7,918 7,918 

普通株式の自己株式数(千株) ─         ─ ─ 

１株当たりの純資産の算定に用い
られた普通株式の数(千株) 

3,959 7,918 7,918 

 

２ １株当たり中間(当期)純利益(損失)  

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)

中間(当期)純利益 54,755 216,923 826,404 

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 54,755 216,923 826,404 

期中平均株式数(千株) 3,959 7,918 7,918 

潜在株式調整後１株当たり中間(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) ─ ─ ─ 

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり中間(当期)純
利益の算定に含めなかった潜在株
式の概要 

    ─ ─ ─ 
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

重要な後発事象 

 

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) 

  
平成18年９月12日の取締役会におい

て以下のとおり株式分割を行うことを
決議しております。 
  
(1)  平成18年10月1日をもって次の

とおり普通株式１株を２株に分
割しております。 
①  分割により増加する株式数 

普通株式3,959,000株 
②  分割の方法 
平成18年9月30日（土曜日）（た

だし、当日は株主名簿管理人の休
業日につき、実質上は平成18年9
月29日（金曜日））最終の株主名
簿および実質株主名簿に記載また
は記録された株主の所有株式数を
1株につき2株の割合をもって分割
する。 

 (2) 発行可能株式総数の増加 
平成18年10月1日(日曜日)もっ

て当社定款を変更し発行可能株式
総数を13,600,000株増加させて
27,200,000株とする。 
                           

 当該株式分割が前期首に行われた
と仮定した場合の前中間会計期間及
び前事業年度における１株当たり情
報並びに当事業年度の期首に行われ
たと仮定した場合の当中間会計期間
における1株当たり情報は、それぞれ
以下のとおりとなります。 
  

前中間 
会計期間 

当中間 
会計期間 

前事業年度 

１株当たり 
純資産額 

154.38 円 
 
 １株当たり 
中間純損失

20.80 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、
旧商法第 280
条ノ 19 の規
定によるス
トックオプ
ション(新株
引受権)の制
度を導入し
ております
が、１株当た
り中間純損
失が計上さ
れているた
め記載して
おりません。 
 

１株当たり 
純資産額 
   252.24 円 
 
１株当たり 
中間純利益 
     6.92 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、
潜在株式が
存在してい
ないため記
載しており
ません。 
  

１株当たり 
純資産額 

254.69 円 
 
１株当たり 
当期純利益 

76.54 円 
 
なお、潜在

株式調整後
１株当たり
当期純利益
については、
潜在株式が
存在してい
ないため記
載しており
ません。 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――― 

 
 ―――――― 
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㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期 中間決算短信(非連結) 

５．その他 

 

生産、受注及び販売の状況 

 

(1) 受注実績 

 

区分 件数(件) 金額(千円) 前年同期比(％) 

不動産販売事業 ７ 8,039,019 76.0 

不動産管理事業 ─ ─ ─ 

建築請負事業 ３ 26,220 2.9 

計 10 8,065,239 70.3 

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 販売実績 

 

区分 件数(件) 金額(千円) 前年同期比(％) 

不動産販売事業 ７ 5,843,900 91.1 

不動産管理事業 (注３) 2,998,915 107.0 

建築請負事業 ３ 321,510 24.6 

計 10 9,164,325 87.0 

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 不動産販売事業は、不動産販売売上を記載し、売買に係るその他の受注概念のない手数料収入等は不動産

管理事業として記載しております。 

３ 不動産管理事業の管理件数の内容は次のとおりであります。 

 

区分 棟(ヶ所)数 戸(件)数 

居住用 298棟 8,594戸 

テナント 133ヶ所 434件 

駐車場 ※１ 95ヶ所
 

※１ 2,751件
 

※１ 駐車場のヶ所表示は駐車場単独での事業個所を示し、駐車場の件数表示には事業ビルに付随した

駐車場台数( 1,3540台)を含んでおります。 

(3) 中間期末受注残 

 

区分 件数(件) 金額(千円) 前年同期比(％) 

不動産販売事業 ９ 16,280,849 134.8 

不動産管理事業 ─ ─ ─ 

建築請負事業 １ 399,818 48.7 

計 10 16,680,667 129.3 

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 
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