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１．平成20年３月中間期の連結業績（平成19年10月１日～平成20年３月31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 ％

20年３月中間期 11,475 △57.3 △748 ― △1,405 ― △2,542 ―

19年３月中間期 26,859 31.5 837 851.2 38 ― △45 ―

19年９月期 66,511 ― 4,408 ― 2,820 ― 2,698 ―

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

20年３月中間期 △12.99 ―

19年３月中間期 △0.23 ―

19年９月期 13.78 ―

（参考）持分法投資損益 20年３月中間期 ―百万円 19年３月中間期 ―百万円 19年９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

20年３月中間期 86,302 8,884 10.3 45.38

19年３月中間期 75,826 9,281 12.2 47.41

19年９月期 79,858 11,947 15.0 61.03

（参考）自己資本 20年３月中間期 8,884百万円 19年３月中間期 9,281百万円 19年９月期 11,947百万円

(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

20年３月中間期 △20,039 △500 11,084 4,707

19年３月中間期 △9,645 7 3,426 2,634

19年９月期 2,857 1,412 1,047 14,163

２．配当の状況

 1株当たり配当金
（基準日） 期末 年間

円 銭 円 銭
19年９月期 2.00 2.00

20年９月期（実績） ――  

20年９月期（予想） 2.00 2.00

３．平成20年９月期の連結業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30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 54,500 △18.1 2,650 △39.9 1,300 △53.9 100 △96.3 0.51
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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、16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） 20年３月中間期 195,834,571株 19年３月中間期 195,834,571株 19年９月期 195,834,571株

②　期末自己株式数 20年３月中間期 57,471株 19年３月中間期 53,416株 19年９月期 56,418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、31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20年３月中間期の個別業績（平成19年10月１日～平成20年３月31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 ％

20年３月中間期 8,530 △64.9 △777 ― △1,453 ― △2,554 ―

19年３月中間期 24,290 32.9 906 316.1 69 ― 8 △98.7

19年９月期 60,961 ― 4,440 ― 2,792 ― 2,698 ―

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年３月中間期 △13.05

19年３月中間期 0.05

19年９月期 13.79

(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

20年３月中間期 84,547 8,979 10.6 45.87

19年３月中間期 74,470 9,441 12.7 48.22

19年９月期 78,178 12,053 15.4 61.57

（参考）自己資本 20年３月中間期 8,979百万円 19年３月中間期 9,441百万円 19年９月期 12,053百万円

２．平成20年９月期の個別業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30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 48,500 △20.4 2,550 △42.6 1,150 △58.8 50 △98.1 0.26

※上記予想は現時点で得られた情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる可能性

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　当期の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱、原油

高、円高等により景気に対する不透明感が増してまいりました。

　当不動産業界におきましては、東京、大阪、名古屋の３大都市圏で地価が引き続き上昇するとともに、一部の地

方中核都市でも上昇傾向が見られ、地方圏でも地価の下落幅が縮小しました。

　分譲マンション市場においては、日本経済の先行きに不透明感が増したことや地価・建築費の上昇等によるマン

ション価格の高騰等から、顧客の購入意欲の減退も見られ契約率が低下するなど、厳しさを増してまいりました。

また、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融・証券市場の混乱等により株価下落や円高が進む中、不動

産流動化市場では、投資家等を取り巻く環境にもその影響が及んでまいりました。

　このような事業環境のもと、不動産販売事業においては、ファミリーマンションや都区部でのシングル層向けマ

ンションなどの販売・営業活動を展開してまいりましたが、マンションの販売、引渡しが下期へずれ込んだことな

どにより、売上高が前年同期と比して減少するとともに、利益面では売上高の減少などにより営業損失となりまし

た。一方、請負工事事業やその他事業においては、積極的な営業活動により売上高及び営業利益が前年同期と比し

て増加しました。

　その結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高が11,475百万円（前年同期比57.3％減）、営業損失748百万円

（前年同期は837百万円の営業利益）、経常損失1,405百万円（前年同期は38百万円の経常利益）となり、財務の健

全性を重視し中間連結財務諸表提出会社の繰延税金資産を全額取崩したことから、中間純損失は2,542百万円（前

年同期は45百万円の中間純損失）となりました。

事業別の概況

不動産販売事業

　不動産販売事業では、ファミリーマンションの「ルイシャトレ川口レックスフォート」（埼玉県川口市）、ブ

ライトアクシス弁天町（大阪市港区）などを供給し、また都区部ではシングル層向けマンション「ジョイシティ

住吉」（東京都江東区）を販売し、当中間連結会計期間の売上高は8,524百万円（前年同期比64.9％減）、営業

損失は107百万円（前年同期は1,617百万円の営業利益）となりました。

請負工事事業

　請負工事事業は、建物管理事業との連携を強化した提案型営業などを積極的に推進し、当中間連結会計期間の

売上高は1,410百万円（前年同期比12.8％増）となり、営業利益は104百万円（前年同期比110.2％増）となりま

した。

その他事業

　その他事業は、建物管理事業において積極的な営業活動により管理戸数が大幅に増加し、また、賃貸管理事業

においてもプロパティマネジメント業務の受託に注力したことから管理戸数が大幅に増加したことなどにより、

当中間連結会計期間の売上高は1,592百万円（前年同期比15.5％増）、営業利益は172百万円（前年同期比21.4％

増）となりました。

（注）１　上記事業の種類別セグメントの金額は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含み、消費税等を　

含んでおりません。

　　　２　前連結会計年度まで「不動産分譲」としていたセグメントは、事業の実態を踏まえ「不動産販売」に

名称変更しております。

 

②　通期の見通し

　不動産流動化市場においては、米国のサブプライムローン問題による金融市場の混乱等の収束には時間を要し、

不透明な状況が継続するものと予想されます。また、分譲マンション市場における現在の厳しい販売環境も当面継

続するものと予想しております。

　通期の業績見通しにつきましては、平成20年４月４日公表どおり売上高は54,500百万円、営業利益は2,650百万

円、経常利益は1,300百万円、当期純利益は100百万円と予想しております。
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(2)　財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計期間末の資産合計額は、現金及び預金が減少したこと並びに現先貸付金の回収によりその他流動

資産などが減少したものの、事業用地取得等によるたな卸資産の増加などにより、前期末比6,443百万円、8.1％増

加し86,302百万円となりました。

 　負債合計額は、支払手形及び買掛金が減少したものの、事業用地取得などによる借入金の増加などにより前期末

比9,506百万円、14.0％増加し77,418百万円となりました。

　純資産合計額は、中間純損失の計上や配当金の支払などによる剰余金の減少などにより前期末比3,062百万円、

25.6％減少し8,884百万円となりました。

②　当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　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・フローは、事業用地の取得などによるたな卸資産の増加と仕入債務の減少などによ

り、20,039百万円の減少（前年同期は9,645百万円の減少）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得や貸付けなどにより、500百万円の減少（前年同期

は7百万円の増加）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、調達が事業用地などの取得に伴う借入れにより37,828百万円となり、支

出が借入金の返済26,359百万円、配当金の支払384百万円などにより26,743百万円となったことから、11,084百万

円の増加（前年同期比223.5％増）となりました。

　以上により、当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは、9,456百万円減少し、現金及び現金同等物の当中間

期末残高は4,707百万円（前年同期比78.7%増）となりました。

③　キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成16年９月期  平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期 
平成20年９月

中間期

自己資本比率（％） 2.4 12.8 12.6 15.0 10.3

時価ベースの自己資本比率

（％）
16.5 35.7 28.0 19.6 10.0

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
476.2 6,122.0 ― 1,701.1 ―

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
6.6 0.5 ― 2.0 ―

　（注）１．各指標の基準は下記のとおりです。いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

・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

株式時価総額：中間期末（期末）日の株価終値×中間期末（期末）発行済株式数（自己株式控除後）

・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

有利子負債：連結貸借対照表計上の負債のうち、利子を支払っている全ての負債の合計額

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。

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

・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

利払い：連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額

２．平成18年９月期及び平成20年９月中間期の「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」及び「インタレスト・

カバレッジ・レシオ」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。　
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(3)　利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要政策の一つと位置付けております。各事業年度の業績に対応し

た利益分配を基本として安定した株主配当を維持するとともに、財務体質の強化を図るための内部留保の充実等も勘

案して、剰余金の配当を決定しております。

 当社は上記方針に基づき、当期の期末配当は1株につき２円を予定しております。

 

(4)　事業等のリスク

 　当社グループの事業及び経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項

には以下のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当中間期末現在において判断したものです。

 

　①　市場変動

　当社グループは、分譲マンションに関わる事業をコア事業としており、首都圏及び近畿圏を中心としたマンショ

ン市場における需給の急激な悪化及び価格競争など、市場が大きく変動した場合には業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

　②　不動産関連法制の変更

 　将来において、宅地建物取引業法、建築基準法・都市計画法その他不動産関連法制が変更された場合には、新た

な義務の発生、費用負担の増加などにより、業績に影響を及ぼす可能性があります。

　③　瑕疵担保責任

 　品質管理には万全を期しておりますが、当社グループが開発・販売するマンションなどにおいて、瑕疵担保責任

による損害賠償責任が発生した場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。

　④　金利変動

 　　今後、金利が上昇した場合には、資金調達コストの増加や住宅購入顧客の購入意欲の減退などにより、業績に影

響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び連結子会社２社ほかにより構成され、その主要な事業及び当該各事業における当社及び連

結子会社２社の位置付けは次のとおりであります。

(1)　不動産販売事業

　当社は、関東・関西・中京地区でマンション等の建設・販売事業を行っており、その販売業務については一部を外

部販売会社に委託しております。

 

(2)　請負工事事業

　ニチモコミュニティ㈱は、マンションほかのリフォーム工事及び電気工事・給排水設備工事等を行っております。

　

(3)　その他事業

　ニチモコミュニティ㈱は、建物管理事業、不動産賃貸・賃貸管理事業及び損害保険代理店業等を行っておりま

す。

　ニチモアセットマネジメント㈱は、不動産投資顧問業等を行っております。

　以上の事業内容を系統図によって表すと、次のとおりとなります。

 
ニ
チ
モ
㈱ 

不
動
産
販
売
事
業 

顧  

客 

マンション等の建設・販売等 

ニチモコミュニティ㈱ 
・請負工事事業 
・その他事業 損害保険代理店業等 不動産賃貸・賃貸管理 

損害保険代理店業等 

リフォーム工事 
建物管理 

ニチモアセットマネジメント㈱ 
・その他事業 

不動産投資顧問業等 
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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、「お客様第一主義」をテーマに掲げ、快適な住環境を実現したマンションの供給、住まわれる方

の立場でマンションの維持管理を行うこと等により、社会に貢献することを経営の基本方針として事業に取り組んで

おります。

(2) 目標とする経営指標

　 当社グループは、株主の皆様への継続的な利益還元を実施するため、より一層収益力の強化に努めてまいります。

なお、「中期経営計画（Action for Growth）」（平成18年10月～平成21年9月）の最終年度である平成21年9月期には、

売上高71,000百万円、売上高経常利益率5.5％を目指して、収益力の強化に取り組んでおります。

 (3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

 　当社グループは、「中期経営計画（Action for Growth）」（平成18年10月～平成21年9月）を策定し、当計画期間

を「企業再生ステージ」から「飛躍ステージ」へのステップと位置づけ、以下の業務方針に基づき持続的収益拡大と

更なる財務基盤の強化に向けて業務に取り組んでおります。

 

 ①　自社ブランド『ルイシャトレ』『ヴォアール』の確立

 　「ゆとり」と「やさしさ」をキーワードに常にお客様の視点に立った「真の快適さに満たされた住まい」の実現

を目指してまいります。また、ユニバーサルデザインをベースとした当社独自の商品開発理念である「イデアデザ

イン」を進化させ、『ルイシャトレ』『ヴォアール』の商品企画力を高めることにより、他社との差別化を図り、

自社ブランドの確立を目指してまいります。

 

 ②　シングル層向けマンション事業の多角的展開

 　業界トップクラスのシングル層向けマンション供給実績を活かし、今後も市場動向を見極めながら事業展開を

図ってまいります。特に、寮、社宅需要への対応やマンスリーマンション、SOHOなど様々な分野を視野に入れた、

タイプの異なるシングル層向けマンションの供給にも注力してまいります。

 

 ③　不動産関連事業の拡充

 　請負工事事業、建物管理事業、賃貸管理事業、仲介事業等、不動産関連事業でのグループの総合力を活かし、ラ

イフスタイルやライフステージの変化におけるお客様のニーズを的確に把握し、リフォーム、住み替えなどの提案

型営業を積極的かつ迅速に行い、フィービジネス等の収益拡大を図ってまいります。

 

 ④　新規事業の積極的な開拓

　将来に向けた商品開発・事業戦略を中長期的視野で企画・立案し、今後地域活性化の核となる再開発事業、区画

整理事業等のプロジェクトへの取り組みも積極的に推進してまいります。

　また、本中期経営計画期間中にマンションの建替え、リノベーション、コンバージョン、不動産流動化等の事業

も視野に入れて、将来の収益の柱となる新規事業の開拓に取り組んでまいります。

(4)　その他、会社の経営上重要な事項

　　該当事項はありません。
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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19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年９月30日）

対前年度末
 増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

比率
(％)

（資産の部）             

Ⅰ　流動資産             

現金及び預金   2,634   4,707   9,774  △5,066  

受取手形及び
売掛金

※１
※３

 1,692   1,514   1,704  △190  

たな卸資産 ※１  61,875   72,906   56,054  16,852  

その他   8,066   5,214   10,317  △5,103  

貸倒引当金   △126   △32   △26  △5  

流動資産合計   74,142 97.8  84,309 97.7  77,824 97.5 6,484 8.3

Ⅱ　固定資産             

有形固定資産             

有形固定資
産

 261   290   276     

減価償却累
計額

 104 156 0.2 140 149 0.2 125 151 0.2 △1 △1.1

無形固定資産   330 0.4  227 0.2  288 0.3 △60 △21.0

投資その他の
資産

            

投資その他
の資産

  1,285   1,900   1,881  19  

貸倒引当金   △88   △285   △287  1  

投資その他
の資産合計

  1,197 1.6  1,614 1.9  1,593 2.0 21 1.3

固定資産合計   1,684 2.2  1,991 2.3  2,032 2.5 △40 △2.0

Ⅲ　繰延資産             

創立費   ―   1   1  △0  

繰延資産合計   ― ―  1 0.0  1 0.0 △0 △10.3

資産合計   75,826 100.0  86,302 100.0  79,858 100.0 6,443 8.1
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前中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年９月30日）

対前年度末
 増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

比率
(％)

（負債の部）             

Ⅰ　流動負債             

支払手形及び
買掛金

※３  11,553   13,164   15,357  △2,193  

短期借入金 ※１  34,618   51,509   34,440  17,069  

賞与引当金   130   151   342  △190  

その他   3,012   3,033   2,710  322  

流動負債合計   49,315 65.0  67,859 78.6  52,850 66.2 15,008 28.4

Ⅱ　固定負債             

長期借入金 ※１  16,362   8,564   14,164  △5,600  

退職給付引当
金

  637   640   663  △23  

役員退職慰労
引当金

  ―   120   ―  120  

その他   229   233   233  0  

固定負債合計   17,229 22.8  9,559 11.1  15,060 18.8 △5,501 △36.5

負債合計   66,545 87.8  77,418 89.7  67,911 85.0 9,506 14.0

             

（純資産の部）             

Ⅰ　株主資本             

 １ 資本金   4,063   4,063   4,063  ―  

 ２ 資本剰余金   498   498   498  ―  

 ３ 利益剰余金   4,718   4,527   7,462  △2,934  

 ４ 自己株式   △4   △5   △4  △0  

株主資本合計   9,276 12.2  9,085 10.5  12,020 15.0 △2,934 △24.4

Ⅱ　評価・換算差額
等

            

　　その他有価証
券評価差額金

  4   △201   △72  △128  

評価・換算差額
等合計

  4 0.0  △201 △0.2  △72 △0.0 △128 ―

純資産合計   9,281 12.2  8,884 10.3  11,947 15.0 △3,062 △25.6

負債純資産合計   75,826 100.0  86,302 100.0  79,858 100.0 6,443 8.1
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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10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

対前中間期
 増減

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
(百万円)

比率
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   26,859 100.0  11,475 100.0 △15,384 △57.3  66,511 100.0

Ⅱ　売上原価   21,232 79.0  8,791 76.6 △12,441 △58.6  51,862 78.0

売上総利益   5,627 21.0  2,684 23.4 △2,942 △52.3  14,648 22.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  4,790 17.8  3,432 29.9 △1,357 △28.3  10,240 15.4

営業損失   ― ―  748 6.5 748 ―  ― ―

営業利益   837 3.1  ― ― △837 ―  4,408 6.6

Ⅳ　営業外収益             

受取利息  53   35     110   

契約違約金収
入

 13   ―     41   

受取手数料  11   ―     31   

その他  28 107 0.4 49 85 0.7 △22 △20.5 45 229 0.3

Ⅴ　営業外費用             

支払利息  722   663     1,456   

その他  184 906 3.4 79 743 6.5 △163 △18.0 360 1,816 2.7

経常損失   ― ―  1,405 12.3 1,405 ―  ― ―

経常利益   38 0.1  ― ― △38 ―  2,820 4.2

Ⅵ　特別利益             

過年度損益修
正益

※２ 9 9 0.0 16 16 0.1 6 69.0 13 13 0.0

Ⅶ　特別損失             

過年度損益修
正損

※３ 45   4     82   

固定資産除売
却損

※４ 22   ―     23   

役員退職慰労
引当金繰入額

 ―   95     ―   

その他  0 68 0.2 ― 100 0.8 31 45.4 ― 105 0.1

税金等調整前
中間純損失

  21 0.1  1,489 13.0 1,468 ―  ― ―

税金等調整前
当期純利益

  ― ―  ― ― ― ―  2,729 4.1

法人税、住民
税及び事業税

 3   35     16   

法人税等調整
額

 20 23 0.1 1,017 1,053 9.2 1,029 ― 14 30 0.0

中間純損失   45 0.2  2,542 22.2 2,497 ―  ― ―

当期純利益   ― ―  ― ― ― ―  2,698 4.1
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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10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９月30日　残高　  (百万円) 4,063 498 5,155 △4 9,713

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △391  △391

中間純損失   △45  △45

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）

― ― △436 △0 △436

平成19年３月31日　残高　  (百万円) 4,063 498 4,718 △4 9,276

 

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年９月30日　残高　  (百万円) 5 9,718

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当  △391

中間純損失  △45

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）

△0 △0

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△0 △437

平成19年３月31日　残高　  (百万円) 4 9,281
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  当中間連結会計期間 （自　平成19年10月１日　至　平成20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19年９月30日　残高　  (百万円) 4,063 498 7,462 △4 12,020

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △391  △391

中間純損失   △2,542  △2,542

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）

― ― △2,934 △0 △2,934

平成20年３月31日　残高　  (百万円) 4,063 498 4,527 △5 9,085

 

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成19年９月30日　残高　  (百万円) △72 11,947

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当  △391

中間純損失  △2,542

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）

△128 △128

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△128 △3,062

平成20年３月31日　残高　  (百万円) △201 8,884
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 前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書 （自　平成18年10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18年９月30日　残高　  (百万円) 4,063 498 5,155 △4 9,713

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △391  △391

当期純利益   2,698  2,698

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）

― ― 2,307 △0 2,306

平成19年９月30日　残高　  (百万円) 4,063 498 7,462 △4 12,020

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年９月30日　残高　  (百万円) 5 9,718

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当  △391

当期純利益  2,698

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）

△77 △77

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△77 2,228

平成19年９月30日　残高　  (百万円) △72 11,947
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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10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

対前中間期
増減

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10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

(百万円)
金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間純
損失（△）又は当期
純利益

 △21 △1,489 △1,468 2,729

減価償却費  78 81 2 162

貸倒引当金の増加額  18 4 △14 118

受取利息及び受取配
当金

 △59 △48 10 △116

支払利息  722 663 △58 1,456

固定資産除売却損益  22 ― △22 23

売上債権の減少額  266 190 △75 254

たな卸資産の増加額  △8,184 △16,852 △8,667 △2,363

前渡金の減少額  391 345 △45 236

前払費用の増減額  136 △673 △809 588

仕入債務の減少額  △4,565 △2,193 2,372 △761

前受金の増減額  157 828 671 △488

その他  2,051 △162 △2,213 2,326

小計  △8,984 △19,305 △10,320 4,165

利息及び配当金の受
取額

 53 37 △16 116

利息の支払額  △707 △755 △47 △1,417

法人税等の支払額  △7 △16 △9 △7

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △9,645 △20,039 △10,393 2,857

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

有形無形固定資産の
取得による支出

 △112 △22 89 △142

有形無形固定資産の
売却による収入

 0 0 △0 0

投資有価証券の取得
による支出

 △0 △137 △137 △423

出資金の払込による
支出

 △0 ― 0 △0

貸付けによる支出  △3 △322 △319 △3

貸付金の回収による
収入

 4 5 0 1,912

差入敷金保証金の支
出

 △2 △26 △23 △10

差入敷金保証金の返
還による収入

 121 2 △118 113

その他  ― ― ― △33

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 7 △500 △507 1,412

ニチモ株式会社(8839) 平成 20 年９月期中間決算短信

－ 14 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

対前中間期
増減

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10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

(百万円)
金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入れによる収
入

 27,689 31,705 4,015 48,726

短期借入金の返済に
よる支出

 △34,593 △25,412 9,181 △57,833

長期借入れによる収
入

 12,214 6,123 △6,091 19,954

長期借入金の返済に
よる支出

 △1,499 △947 552 △9,412

配当金の支払額  △385 △384 1 △387

その他  △0 △0 0 △0

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 3,426 11,084 7,658 1,047

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額

 △6,212 △9,456 △3,243 5,316

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 8,847 14,163 5,316 8,847

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 2,634 4,707 2,073 14,163
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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10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１　連結の範囲に関する

事項

(1）連結子会社の数　　１社

連結子会社の名称

ニチモコミュニティ株

式会社

(1）連結子会社の数　　２社

連結子会社の名称

 ニチモコミュニティ株 

式会社

ニチモアセットマネジ

メント株式会社

(1）連結子会社の数　　２社

連結子会社の名称

       ニチモコミュニティ株 

       式会社

       ニチモアセットマネジ

       メント株式会社

       このうち、ニチモアセ

       ットマネジメント株式

       会社については、当連

       結会計年度において新

       たに設立したことによ

       り当連結会計年度から

       連結子会社に含めてお

       ります。

 (2）非連結子会社の名称

ニチモUD株式会社

興化ニチモプラスチッ

ク製品有限公司

揚州ニチモ広興不動産

有限公司

昆山金模不動産開発有

限公司

(2）非連結子会社の名称

同左

 

 

 

(2）非連結子会社の名称

同左

 連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いず

れも小規模であり、合

計の総資産、売上高、

中間純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）

等は、いずれも中間連

結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないた

め除外しております。

連結の範囲から除いた理由

同左

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いず

れも小規模であり、合

計の総資産、売上高、

当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を

及ぼしていないため除

外しております。

２　持分法の適用に関す

る事項

持分法非適用会社は、上記非

連結子会社４社及び関連会社

揚州ニチモハン溝内装工事有

限公司他１社であります。

持分法非適用会社は、中間純

損益及び利益剰余金等に与え

る影響が軽微であり全体とし

ても中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため

持分法の適用はしておりませ

ん。

同左

 

持分法非適用会社は、上記非

連結子会社４社及び関連会社

揚州ニチモハン溝内装工事有

限公司他１社であります。

持分法非適用会社は、当期純

損益及び利益剰余金等に与え

る影響が軽微であり全体とし

ても連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないため持分

法の適用はしておりません。

３　連結子会社の中間決

算日（決算日）等

に関する事項

連結子会社の中間決算日は中

間連結決算日と一致しており

ます。

同左 連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

４　会計処理基準に関す

る事項

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

①　有価証券

(a）満期保有目的の債券

償却原価法（定額

法）

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

①　有価証券

(a）満期保有目的の債券

同左

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

①　有価証券

(a）満期保有目的の債券

同左

 (b）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）

(b）その他有価証券

時価のあるもの

 同左

(b）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

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 ②　たな卸資産

個別法による原価法

②　たな卸資産

同左

②　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

①　有形固定資産

定率法を採用しており

ます。

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。

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

①　有形固定資産

同左

 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

①　有形固定資産

同左

―――――― (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

有形固定資産については、改

正前の法人税法に規定する方

法により取得価額の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、この変更による損益へ

の影響は軽微であります。

また、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。

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当連

結会計年度より、平成19年４

月１日以後に取得した有形固

定資産の残存価額等について、

改正後の法人税法に規定する

方法に変更しております。

なお、この変更による損益へ

の影響は軽微であります。

また、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。  
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

    ②　無形固定資産

定額法を採用しており

ます。

なお、償却年数につい

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、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

 

 

 (3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

売掛金、貸付金等債権

の貸倒れによる損失に

そなえるため、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

を検討し、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

従業員に対する賞与の

支給にそなえるため、

支給見込額に基づき計

上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

同左

 ③　退職給付引当金

従業員の退職給付にそ

なえるため、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、会計基準変更時

差異については、15年

による按分額を費用処

理しております。数理

計算上の差異は、発生

額を翌連結会計年度に

一括費用処理する方法

によっております。

③　退職給付引当金

同左

 

③　退職給付引当金

従業員の退職給付にそ

なえるため、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、会計基準変更時

差異については、15年

による按分額を費用処

理しております。数理

計算上の差異は、発生

額を翌連結会計年度に

一括費用処理する方法

によっております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 ―――――― ④  役員退職慰労引当金

中間連結財務諸表提出会

社ほか１社は、役員への

退職慰労金の支給にそな

えるため、内規に基づく

中間連結会計期間末要支

給額を計上しております。

――――――

  (会計方針の変更)

従来、役員への退職慰労金は

支給時に費用処理しておりま

したが、当中間連結会計期間

から「租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当金又

は準備金並びに役員退職慰労

引当金に関する監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会　

監査・保証実務委員会報告第

42号　平成19年４月13日改

正）を適用しており、内規に

基づく中間連結会計期間末要

支給額を役員退職慰労引当金

として計上する方法に変更し

ております。

なお、この変更により、営業

損失及び経常損失が25百万円、

税金等調整前中間純損失及び

中間純損失が120百万円増加し

ております。

また、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）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

 (5）その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、

税抜方式によって処理

しております。ただし、

資産に係る控除対象外

消費税等は、中間連結

会計期間の費用として

処理しております。

(5）その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(5）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、

税抜方式によって処理

しております。ただし、

資産に係る控除対象外

消費税等は、発生連結

会計年度の期間費用と

して処理しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

５　中間連結キャッ

シュ・フロー計算

書（連結キャッ

シュ・フロー計算

書）における資金

の範囲

中間連結キャッシュ・フロー

計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっており

ます。

同左 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現

金同等物）は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっており

ます。

表示方法の変更

 

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

――――――

 

 

 (中間連結損益計算書）

前中間連結会計期間において営業外

収益に区分掲記しておりました「契

約違約金収入」(当中間連結会計期間

金額5百万円）及び「受取手数料」

(当中間連結会計期間金額6百万円）

は、重要性が減少したため、当中間

連結会計期間より営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しております。

――――――

 

 

 

 

 

追加情報

 

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

――――――

 

 

繰延税金資産の回収可能性を判断し

た結果、当中間連結会計期間は、中

間連結財務諸表提出会社の繰延税金

資産の全額に対して評価性引当額を

認識し、繰延税金資産を計上してお

りません。この結果、法人税等調整

額が1,010百万円発生し、中間純損失

が増加しております。

――――――
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度末
（平成19年９月30日）

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のと

おりであります。

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のと

おりであります。

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のと

おりであります。

 百万円

受取手形及び

売掛金
1,298

たな卸資産 49,140

計 50,438

 百万円

受取手形及び

売掛金
1,164

たな卸資産 70,761

計 71,925

 百万円

受取手形及び

売掛金
1,226

たな卸資産 53,268

計 54,495

担保付債務は次のとおりであり

ます。

担保付債務は次のとおりであり

ます。

担保付債務は次のとおりであり

ます。

 百万円

短期借入金 28,233

長期借入金 16,362

計 44,595

 百万円

短期借入金 51,439

長期借入金 8,564

計 60,003

 百万円

短期借入金 34,230

長期借入金 14,164

計 48,394

　２　偶発債務 　２　偶発債務 　２　偶発債務

 百万円

顧客住宅ローンに関

する抵当権設定登記

完了までの金融機関

及び住宅金融専門会

社等に対する連帯保

証債務等

2,373

※３　期末日満期手形

 百万円

中間連結会計期間末

日に期日の到来する

満期手形の会計処理

については、手形交

換日をもって決済処

理しております。

 

なお、当中間連結会

計期間末日が金融機

関の休日であったた

め、次の期末日満期

手形が中間連結会計

期間末残高に含まれ

ております。

 

受取手形 11

支払手形 503

 百万円

顧客住宅ローンに関

する抵当権設定登記

完了までの金融機関

及び住宅金融専門会

社等に対する連帯保

証債務等

987

 ※３　     ――――――

 百万円

顧客住宅ローンに関

する抵当権設定登記

完了までの金融機関

及び住宅金融専門会

社等に対する連帯保

証債務等

1,313

※３　期末日満期手形

 百万円

連結会計年度末日に

期日の到来する満期

手形の会計処理につ

いては、手形交換日

をもって決済処理し

ております。

 

なお、当連結会計年

度末日が金融機関の

休日であったため、

次の期末日満期手形

が連結会計年度末残

高に含まれておりま

す。

 

支払手形 900
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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10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち、

主要な費目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、

主要な費目は次のとおりであり

ます。

 百万円

広告宣伝費 1,423

支払手数料 747

給料手当 879

退職給付費用 122

賞与引当金繰入額 128

貸倒引当金繰入額 15

 百万円

広告宣伝費 617

支払手数料 318

給料手当 921

退職給付費用 148

賞与引当金繰入額 150

貸倒引当金繰入額 5

役員退職慰労引当
金繰入額

43

 百万円

広告宣伝費 3,081

支払手数料 1,721

給料手当 1,788

退職給付費用 245

賞与引当金繰入額 338

貸倒引当金繰入額 24

※２　過年度損益修正益の内訳 ※２　過年度損益修正益の内訳 ※２　過年度損益修正益の内訳

 百万円

貸倒引当金戻入額 1

過年度販売経費等
修正額

8

計 9

 百万円

貸倒引当金戻入額 1

過年度販売経費等
修正額

15

計 16

 百万円

過年度販売経費等
修正額

13

※３　過年度損益修正損の内訳 ※３　過年度損益修正損の内訳 ※３　過年度損益修正損の内訳

 百万円

過年度販売経費等
修正額

45

 百万円

過年度販売経費等
修正額

4

 百万円

過年度現場経費等
修正額

82

※４　固定資産除売却損の内訳  ※４　     ―――――― ※４　固定資産除売却損の内訳

 百万円

無形固定資産
（電話加入権）

 0

固定資産撤去費用  22

  計  22

 百万円

無形固定資産
（電話加入権）

0

固定資産撤去費用 23

  計 23
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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10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 195,834 ― ― 195,834

合計 195,834 ― ― 195,834

自己株式     

普通株式 51 1 ― 53

合計 51 1 ― 53

 　　　（変動事由の概要）

 　　　 自己株式の増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。　

 

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12月21日

定時株主総会
普通株式 391 2.00 平成18年9月30日 平成18年12月22日

当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20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 195,834 ― ― 195,834

合計 195,834 ― ― 195,834

自己株式     

普通株式 56 1 ― 57

合計 56 1 ― 57

 　　　（変動事由の概要）

 　　　 自己株式の増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。　

 

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12月20日

定時株主総会
普通株式 391 2.00 平成19年9月30日 平成19年12月21日
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前連結会計年度（自　平成18年10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 195,834 ― ― 195,834

合計 195,834 ― ― 195,834

自己株式     

普通株式 51 4 ― 56

合計 51 4 ― 56

 　　　 （変動事由の概要）

 　　　　自己株式の増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 

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12月21日

定時株主総会
普通株式 391 2.00 平成18年９月30日 平成18年12月22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12月20日

定時株主総会
普通株式 391  利益剰余金 2.00 平成19年９月30日 平成19年12月21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10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

※１　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

※１　現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在） （平成19年９月30日現在）

 百万円

現金及び
預金勘定

2,634

現金及び
現金同等物

2,634

  

 百万円

現金及び
預金勘定

4,707

現金及び
現金同等物

4,707

  

 百万円

現金及び
預金勘定

9,774

流動資産の「その
他 」(現先貸付金)

4,389

現金及び
現金同等物

14,163
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30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
(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
（車両運搬具
他）

11 3 8

合計 11 3 8

 

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
（車両運搬具
他）

9 3 6

合計 9 3 6

 

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
（車両運搬具
他）

11 4 7

合計 11 4 7

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

（注）             同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

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

 百万円

１年内 1

１年超 6

合計 8

 百万円

１年内 1

１年超 4

合計 6

 百万円

１年内 1

１年超 5

合計 7

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定して

おります。

（注）             同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

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

 百万円

支払リース料 1

減価償却費相当額 1

 百万円

支払リース料 0

減価償却費相当額 0

 百万円

支払リース料 2

減価償却費相当額 2

(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

（借主側）

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

（借主側）

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

（借主側）

未経過リース料

 百万円

１年内 103

１年超 37

合計 141

 百万円

１年内 12

１年超 ―

合計 12

 百万円

１年内 85

１年超 ―

合計 85
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年３月31日現在）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債・地方債等 40 40 △0

　（注）　満期保有目的の債券で時価のあるものの国債・地方債等は、中間連結貸借対照表の投資その他の資産の「投資

その他の資産」に計上しております。

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類 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）

株式 179 187 7

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 32

合計 32

当中間連結会計期間末（平成20年３月31日現在）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債・地方債等 55 56 1

　（注）　満期保有目的の債券で時価のあるものの国債・地方債等は、中間連結貸借対照表の投資その他の資産の「投資

その他の資産」に計上しております。

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類 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）

株式 740 538 △201

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 32

合計 32
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前連結会計年度末（平成19年９月30日現在）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

国債・地方債等 40 40 △0

　（注）　満期保有目的の債券で時価のあるものの国債・地方債等は、連結貸借対照表の投資その他の資産の「投資その

他の資産」に計上しております。

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類 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）

株式 602 530 △72

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 32

合計 32

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（平成19年３月31日現在）

　デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（平成20年３月31日現在）

　デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（平成19年９月30日現在）

　デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【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10月１日　至　平成19年３月31日）

 
不動産分譲
（百万円）

請負工事
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 24,284 1,201 1,373 26,859 ― 26,859

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 48 5 54 (54) ―

計 24,284 1,250 1,379 26,914 (54) 26,859

営業費用 22,666 1,200 1,237 25,104 918 26,022

営業利益 1,617 49 142 1,809 (972) 837

　（注）１　事業区分の方法及び各区分の主な内容

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。

不動産分譲　　中高層住宅及び戸建住宅の分譲

請負工事　　　中高層住宅等のリフォーム工事及び電気工事、給排水衛生設備工事等の設計施工

その他　　　　中高層住宅の建物管理、不動産の賃貸及び管理

２　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は941百万円であり、その主なものは中

間連結財務諸表提出会社及び連結子会社の管理部門等に係る費用であります。

当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

 
不動産販売
（百万円）

請負工事
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 8,524 1,373 1,577 11,475 ― 11,475

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 36 14 51 (51) ―

計 8,524 1,410 1,592 11,527 (51) 11,475

営業費用 8,632 1,306 1,420 11,358 865 12,223

営業利益又は損失(△) △107 104 172 169         (917) △748

　（注）１　事業区分の方法及び各区分の主な内容

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。

不動産販売　　中高層住宅及び戸建住宅等の販売

請負工事　　　中高層住宅等のリフォーム工事及び電気工事、給排水衛生設備工事等の設計施工

 その他　　　　中高層住宅の建物管理、賃貸管理及び不動産投資顧問等

 ２　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は899百万円であり、その主なものは

        中間連結財務諸表提出会社及び連結子会社の管理部門等に係る費用であります。 

 ３　前連結会計年度まで「不動産分譲」としていたセグメントは事業の実態を踏まえ「不動産販売」に名称変 

        更しております。

　　　 ４ 「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(追加情報)に記載のとおり、平成19年３月31

　         日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に規定する方法により取得価額の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。この変更による損益への影響は軽微であります。　　

   ５ 「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(会計方針の変更)に記載のとおり、従来、役員

　     への退職慰労金は支給時に費用処理しておりましたが、当中間連結会計期間から内規に基づく中間連結会

　　   計期間末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。

       なお、この変更により「消去又は全社」のセグメントの営業費用が25百万円増加しております。
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前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 
不動産分譲
（百万円）

請負工事
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 60,949 2,781 2,780 66,511 ― 66,511

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 129 8 137 (137) ―

計 60,949 2,910 2,789 66,649 (137) 66,511

営業費用 55,091 2,712 2,499 60,303 1,799 62,102

営業利益 5,857 197 290 6,345 (1,936) 4,408

　（注）１　事業区分の方法及び各区分の主な内容

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。

不動産分譲　　中高層住宅及び戸建住宅の分譲

請負工事　　　中高層住宅等のリフォーム工事及び電気工事、給排水衛生設備工事等の設計施工

その他　　　　中高層住宅の建物管理、賃貸管理及び不動産投資顧問等

２　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,881百万円であり、その主なもの

    は連結財務諸表提出会社及び連結子会社の管理部門等に係る費用であります。 

 ３ 「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（会計方針の変更）に記載のとおり、当連結会

 計年度より有形固定資産の残存価額等について、改正後の法人税法に規定する方法に変更しております。

 この変更による損益への影響は軽微であります。

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

【海外売上高】

前中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

ニチモ株式会社(8839) 平成 20 年９月期中間決算短信

－ 30 －



（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額 47円41銭

１株当たり中間純損失 0円23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

ないため記載しておりません。

１株当たり純資産額   45円38銭

１株当たり中間純損失   12円99銭

　　　　　　　同左

１株当たり純資産額   61円03銭

１株当たり当期純利益   13円78銭

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

ないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益又は中間純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項　　　目
前中間連結会計期間

(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

１株当たり当期純利益又は

中間純損失
   

当期純利益又は

中間純損失(△）
△45百万円   △2,542百万円 2,698百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円  ―百万円  ―百万円

普通株式に係る当期純利益又は中間純

損失（△）
△45百万円   △2,542百万円    2,698百万円

普通株式の期中平均株式数 195,781千株        195,777千株        195,780千株

（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19年３月31日）
当中間会計期間末

（平成20年３月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年９月30日）

対前年度末
 増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

比率
（％）

（資産の部）             

Ⅰ　流動資産             

現金及び預金  1,905   3,426   8,585   △5,158  

売掛金 ※２ 1,304   1,170   1,252   △81  

たな卸資産 ※２ 61,791   72,717   55,965   16,751  

前渡金  1,349   1,159   1,504   △345  

その他 ※３ 6,584   3,950   8,701   △4,751  

貸倒引当金  △124   △30   △23   △7  

流動資産合計   72,812 97.8  82,393 97.5  75,986 97.2 6,407 8.4

Ⅱ　固定資産             

有形固定資産 ※１ 119  0.2 107  0.1 105  0.1 1 1.5

無形固定資産  239  0.3 163  0.2 208  0.3 △44 △21.3

投資その他の
資産

            

投資その他
の資産

 1,387   2,168   2,166   2  

貸倒引当金  △88   △285   △287   1  

投資その他の
資産合計

 1,298  1.7 1,883  2.2 1,878  2.4 4 0.2

固定資産合計   1,658 2.2  2,154 2.5  2,192 2.8 △38 △1.8

資産合計   74,470 100.0  84,547 100.0  78,178 100.0 6,368 8.1
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前中間会計期間末

（平成19年３月31日）
当中間会計期間末

（平成20年３月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年９月30日）

対前年度末
 増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

比率
（％）

（負債の部）             

Ⅰ　流動負債             

支払手形 ※５ 6,936   7,324   11,210   △3,885  

買掛金  3,941   5,106   3,274   1,831  

短期借入金 ※２ 34,618   51,509   34,440   17,069  

前受金  1,479   1,508   837   671  

賞与引当金  76   78   230   △152  

その他  989   746   1,305   △558  

流動負債合計   48,042 64.5  66,274 78.4  51,298 65.6 14,975 29.2

Ⅱ　固定負債             

長期借入金 ※２ 16,362   8,564   14,164   △5,600  

退職給付引当
金

 551   537   570   △33  

役員退職慰労
引当金

 ―   95   ―   95  

その他  73   96   91   5  

固定負債合計   16,987 22.8  9,293 11.0  14,826 19.0 △5,532 △37.3

負債合計   65,029 87.3  75,567 89.4  66,125 84.6 9,442 14.3
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前中間会計期間末

（平成19年３月31日）
当中間会計期間末

（平成20年３月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年９月30日）

対前年度末
 増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

比率
（％）

（純資産の部）             

Ⅰ　株主資本             

１  資本金   4,063   4,063   4,063  ―  

２  資本剰余金             

資本準備金  498   498   498   ―  

資本剰余金合
計

  498   498   498  ―  

３  利益剰余金             

(1) 利益準備金  76   116   76   39  

(2) その他利益
剰余金

            

繰越利益剰余
金

 4,802   4,507   7,492   △2,985  

利益剰余金合
計

  4,879   4,623   7,569  △2,945  

４  自己株式   △4   △5   △4  △0  

株主資本合計   9,437 12.7  9,181 10.9  12,127 15.5 △2,945 △24.3

Ⅱ　評価・換算差額
等

            

その他有価証券評
価差額金

  3   △201   △73  △127  

評価・換算差額
等合計

  3 0.0  △201 △0.3  △73 △0.1 △127 ―

純資産合計   9,441 12.7  8,979 10.6  12,053 15.4 △3,073 △25.5

負債純資産合計   74,470 100.0  84,547 100.0  78,178 100.0 6,368 8.1
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

対前中間期
 増減

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
(百万円)

比率
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   24,290 100.0  8,530 100.0 △15,760 △64.9  60,961 100.0

Ⅱ　売上原価   19,396 79.9  6,762 79.3 △12,634 △65.1  47,943 78.6

売上総利益   4,893 20.1  1,767 20.7 △3,125 △63.9  13,018 21.4

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  3,987 16.4  2,545 29.8 △1,441 △36.2  8,578 14.1

 営業損失   ― ―  777 9.1 777 ―  ― ―

営業利益   906 3.7  ― ― △906 ―  4,440 7.3

Ⅳ　営業外収益 ※２  99 0.4  82 1.0 △16 △16.8  220 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※３  935 3.8  758 8.9 △177 △19.0  1,868 3.1

 経常損失   ― ―  1,453 17.0 1,453 ―  ― ―

 経常利益   69 0.3  ― ― △69 ―  2,792 4.6

Ⅵ　特別利益 ※４  7 0.0  9 0.1 2 34.9  8 0.0

Ⅶ　特別損失 ※５  44 0.2  97 1.2 52 116.3  81 0.1

税引前中間純
損失

  ― ―  1,540 18.1 1,540 ―  ― ―

税引前中間
（当期）純利
益

  32 0.1  ― ― △32 ―  2,718 4.5

法人税、住民
税及び事業税

 2   3     5   

法人税等調整
額

 20 23 0.1 1,010 1,013 11.8 990 ― 14 20 0.1

中間純損失   ― ―  2,554 29.9 2,554 ―  ― ―

中間（当期）
純利益

  8 0.0  ― ― △8 ―  2,698 4.4

             

ニチモ株式会社(8839) 平成 20 年９月期中間決算短信

－ 35 －



(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10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 利益準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年９月30日　残高
 （百万円）

4,063 498 37 5,224 △4 9,820

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当   39 △430  △391

中間純利益    8  8

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）

― ― 39 △421 △0 △382

平成19年３月31日　残高
 （百万円）

4,063 498 76 4,802 △4 9,437

 

評価・換算差額等

 純資産合計

その他有価証券
評価差額金 

平成18年９月30日　残高
 （百万円）

4 9,824

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当  △391

中間純利益  8

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）

△0 △0

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△0 △383

平成19年３月31日　残高
 （百万円）

3 9,441
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  当中間会計期間 （自　平成19年10月１日　至　平成20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 利益準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年９月30日　残高
 （百万円）

4,063 498 76 7,492 △4 12,127

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当   39 △430  △391

中間純損失    △2,554  △2,554

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）

― ― 39 △2,985 △0 △2,945

平成20年３月31日　残高
 （百万円）

4,063 498 116 4,507 △5 9,181

 

評価・換算差額等

 純資産合計

その他有価証券
評価差額金 

平成19年９月30日　残高
 （百万円）

△73 12,053

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当  △391

中間純損失  △2,554

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）

△127 △127

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△127 △3,073

平成20年３月31日　残高
 （百万円）

△201 8,979
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  前事業年度の要約株主資本等変動計算書 （自　平成18年10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 利益準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年９月30日　残高
 （百万円）

4,063 498 37 5,224 △4 9,820

事業年度中の変動額       

剰余金の配当   39 △430  △391

当期純利益    2,698  2,698

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）

― ― 39 2,268 △0 2,306

平成19年９月30日　残高
 （百万円）

4,063 498 76 7,492 △4 12,127

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証券
評価差額金

平成18年９月30日　残高
 （百万円）

4 9,824

事業年度中の変動額   

剰余金の配当  △391

当期純利益  2,698

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）

△77 △77

事業年度中の変動額合計
 （百万円）

△77 2,229

平成19年９月30日　残高
 （百万円）

△73 12,053
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１　資産の評価基準及び

評価方法

(1）たな卸資産

個別法による原価法

(1）たな卸資産

同左

(1）たな卸資産

同左

 (2）有価証券

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(2）有価証券

①満期保有目的の債券

同左

(2）有価証券

①満期保有目的の債券

同左

 ②子会社株式及び関連会社

株式

移動平均法による原価法

②子会社株式及び関連会社

株式

同左

②子会社株式及び関連会社

株式

同左

 ③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）

③その他有価証券

時価のあるもの

同左

③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

時価のないもの

同左

時価のないもの

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。

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。

(1）有形固定資産

 同左

 

(1）有形固定資産

同左

        ――――――

 

 

(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

有形固定資産については、改

正前の法人税法に規定する方

法により取得価額の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、この変更による損益へ

の影響は軽微であります。

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当事

業年度より、平成19年４月1日

以後に取得した有形固定資産

の残存価額等について、改正

後の法人税法に規定する方法

に変更しております。

なお、この変更による損益へ

の影響は軽微であります。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 (2）無形固定資産

定額法を採用しておりま

す。

なお、償却年数について

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、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

３　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

売掛金、貸付金等債権の

貸倒れによる損失にそな

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

可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しており

ます。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 (2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支

給にそなえるため、支給

見込額に基づき計上して

おります。

(2）賞与引当金

 同左

(2）賞与引当金

同左

 (3）退職給付引当金

従業員の退職給付にそな

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、会計基準変更時差

異については、15年によ

る按分額を費用処理して

おります。

数理計算上の差異は、発

生額を翌期に一括費用処

理する方法によっており

ます。

(3）退職給付引当金

同左

 

 

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付にそな

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、会計基準変更時差

異については、15年によ

る按分額を費用処理して

おります。

数理計算上の差異は、発

生額を翌期に一括費用処

理する方法によっており

ます。

        ――――――

 

 

 

 (4）役員退職慰労引当金

役員への退職慰労金の支

給にそなえるため、内規

に基づく中間会計期間末

要支給額を計上しており

ます。

        ――――――

 

 

 

  (会計方針の変更)

従来、役員への退職慰労金は

支給時に費用処理しておりま

したが、当中間会計期間から

「租税特別措置法上の準備金

及び特別法上の引当金又は準

備金並びに役員退職慰労引当

金に関する監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会　監

査・保証実務委員会報告第42

号　平成19年４月13日改正）

を適用しており、内規に基づ

く中間会計期間末要支給額を

役員退職慰労引当金として計

上する方法に変更しておりま

す。

なお、この変更により、営業

損失及び経常損失が0百万円、

税引前中間純損失及び中間純

損失が95百万円増加しており

ます。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

４　リース取引の処理方

法

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

同左 同左

５　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

消費税等の会計処理は、税

抜方式によって処理してお

ります。ただし、資産に係

る控除対象外消費税等は、

当中間会計期間の費用とし

て処理しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税

抜方式によって処理してお

ります。ただし、資産に係

る控除対象外消費税等は、

発生事業年度の期間費用と

して処理しております。

追加情報

 

前中間会計期間
（平成19年３月31日）

当中間会計期間
（平成20年３月31日）

前事業年度
（平成19年９月30日）

――――――

 

 

繰延税金資産の回収可能性を判断した

結果、当中間会計期間は、繰延税金資

産の全額に対して評価性引当額を認識

し、繰延税金資産を計上しておりませ

ん。この結果、法人税等調整額が1,010

百万円発生し、中間純損失が増加して

おります。

――――――
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度末
（平成19年９月30日）

※１　有形固定資産

減価償却累計額

※１　有形固定資産

減価償却累計額

※１　有形固定資産

減価償却累計額

 49百万円  75百万円  64百万円

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のと

おりであります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のと

おりであります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のと

おりであります。

 百万円

売掛金 1,298

たな卸資産 49,140

計 50,438

 百万円

売掛金 1,164

たな卸資産 70,761

計 71,925

 百万円

売掛金 1,226

たな卸資産 53,268

計 54,495

担保付債務は次のとおりであり

ます。

担保付債務は次のとおりであり

ます。

担保付債務は次のとおりであり

ます。

 百万円

短期借入金 28,233

長期借入金 16,362

計 44,595

 百万円

短期借入金 51,439

長期借入金 8,564

計 60,003

 百万円

短期借入金 34,230

長期借入金 14,164

計 48,394

※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、流動資産の「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　偶発債務 　４　偶発債務 　４　偶発債務

 百万円

顧客住宅ローンに関

する抵当権設定登記

完了までの金融機関

及び住宅金融専門会

社等に対する連帯保

証債務等

2,373

 百万円

顧客住宅ローンに関

する抵当権設定登記

完了までの金融機関

及び住宅金融専門会

社等に対する連帯保

証債務等

987

 百万円

顧客住宅ローンに関

する抵当権設定登記

完了までの金融機関

及び住宅金融専門会

社等に対する連帯保

証債務等

1,313

※５　期末日満期手形 ※５　      ―――――― ※５　期末日満期手形

 百万円

当中間会計期間末に

期日の到来する満期

手形の会計処理につ

いては、手形交換日

をもって決済処理し

ております。

 

なお、当中間会計期

間末が金融機関の休

日であったため、次

の期末日満期手形が

当中間会計期間末残

高に含まれておりま

す。

 

支払手形 484

 百万円

事業年度末日に期日

の到来する満期手形

の会計処理について

は、手形交換日を

もって決済処理して

おります。

 

なお、当事業年度末

日が金融機関の休日

であったため、次の

期末日満期手形が事

業年度末残高に含ま

れております。

 

支払手形    877
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額

 百万円

有形固定資産 13

無形固定資産 43

 百万円

有形固定資産 12

無形固定資産 45

 百万円

有形固定資産 28

無形固定資産 88

※２　営業外収益の主要項目 ※２　営業外収益の主要項目 ※２　営業外収益の主要項目

 百万円

受取利息 53

 百万円

受取利息 35

 百万円

受取利息 109

※３　営業外費用の主要項目 ※３　営業外費用の主要項目 ※３　営業外費用の主要項目

 百万円

支払利息 722

 百万円

支払利息 663

 百万円

支払利息 1,456

※４　特別利益の主要項目 ※４　特別利益の主要項目 ※４　特別利益の主要項目

 百万円

過年度販売経費等修
正額

7

 百万円

過年度販売経費等修
正額

9

 百万円

過年度販売経費等修
正額

8

※５　特別損失の主要項目 ※５　特別損失の主要項目 ※５　特別損失の主要項目

 百万円

過年度販売経費等修
正額

30

固定資産撤去費用 13

 百万円

役員退職慰労引当金
繰入額

95

 百万円

過年度現場経費等修
正額

67

固定資産撤去費用 13
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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10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 51 1 ― 53

 合計 51 1 ― 53

(変動事由の概要)

増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20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 56 1 ― 57

 合計 56 1 ― 57

(変動事由の概要)

増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 

前事業年度（自　平成18年10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 51 4 ― 56

 合計 51 4 ― 56

(変動事由の概要)

増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 

ニチモ株式会社(8839) 平成 20 年９月期中間決算短信

－ 45 －



（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30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
(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
（車両運搬具
他）

11 3 8

合計 11 3 8

 

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
（車両運搬具
他）

9 3 6

合計 9 3 6

 

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
（車両運搬具
他）

11 4 7

合計 11 4 7

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

（注）　　　　　　 同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

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

 百万円

１年内 1

１年超 6

合計 8

 百万円

１年内 1

１年超 4

合計 6

 百万円

１年内 1

１年超 5

合計 7

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定して

おります。

（注）　　　　　　 同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

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

 百万円

支払リース料 1

減価償却費相当額 1

 百万円

支払リース料 0

減価償却費相当額 0

 百万円

支払リース料 2

減価償却費相当額 2

(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

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成19年３月31日現在）

　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。

当中間会計期間末（平成20年３月31日現在）

　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。

前事業年度末（平成19年９月30日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

 　     該当事項はありません。
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６．生産、受注及び販売の状況
 

 事業別売上高の状況

（単位：百万円）

 区　分

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増　　　減

 金　　　額  構　成　比  金　　　額  構　成　比  金　　　額  比　　率

   ％   ％   ％

 不動産販売事業 24,284 90.4 8,524 74.3 △15,760 △64.9

 請負工事事業 1,201 4.5 1,373 12.0 172 14.3

 その他事業 1,373 5.1 1,577 13.7 204 14.9

 合　　計 26,859 100.0 11,475 100.0 △15,384 △57.3

（注）１　上記金額はセグメント間の内部売上高又は振替高を除いた外部顧客に対する売上高によっており、消費税

等を含んでおりません。

　　  ２　前連結会計年度まで「不動産分譲」としていたセグメントは事業の実態を踏まえ「不動産販売」に名称変

更しております。

 

不動産販売事業の売上高構成表

（単位：百万円）

 区　分

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増　　　減

数　　量  金　　額  構　成　比 数　　量  金　　額  構　成　比  金　　額  比　　率

    ％    ％   ％

中 高 層 住 宅 852戸 24,275 100.0 281戸 8,070 94.7 △16,204 △66.8

(関東地区)  (592戸)  (17,346) (71.5)  (115戸)  (3,535) (41.5) (△13,811) (△79.6)

 (関西地区)  (260戸)  (6,928)  (28.5)  (166戸)  (4,535)  (53.2) (△2,392) (△34.5)

 土　　　　地  ―   　― ― ― 449 5.3 449 　　―

 そ 　の　 他 ― 9 0.0 ― 3 0.0 △5 △58.9

 合　　計 ― 24,284 100.0 ― 8,524 100.0 △15,760 △64.9

（注）上記金額はセグメント間の内部売上高又は振替高を除いた外部顧客に対する売上高によっており、消費税等を

含んでおりません。
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