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（百万円未満切捨て） 

１．20年８月中間期の業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日） 
(１)経営成績                            （％表示は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20年８月中間期 21,304 (86.2) 2,784 (86.6) 2,311 (96.8)
19年８月中間期 11,440 (9.6) 1,492 (56.6) 1,174 (62.6)

20年２月期 29,564  4,020  3,063  

 

 
中間(当期)純利益 

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 

 百万円   ％ 円  銭 円  銭 

20年８月中間期 686 (4.9) 68 65 ―  
19年８月中間期 654 (200.9) 65 45 ―  

20年２月期 1,613  161 39 ―  

（参考）持分法投資損益 20年８月中間期 ―百万円  19年８月中間期 ―百万円  20年２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 

  百万円 百万円 ％ 円  銭 

20年８月中間期 59,063 14,169  24.0  1,416 98 
19年８月中間期 60,023 12,795  21.3  1,279 58 

20年２月期 59,788  13,746  23.0  1,374 66 

（参考）自己資本 20年８月中間期 14,169百万円 19年８月中間期 12,795百万円 20年２月期 13,746百万円 

 
 
 (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

  百万円 百万円 百万円 百万円

20年８月中間期 △2,806 △2,151  4,457  2,584  
19年８月中間期 △7,785 △2,905  9,279  1,322  

20年２月期 1,307  △3,804  2,849  3,085  

 
２．配当状況 

 
１株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期 末 年 間 

 円 銭 円 銭 円 銭

20年２月期 ― 25 00 25 00 

21年２月期（実績） ―
25 00 

21年２月期（予想） 25 00

 
 
３．21年2月期の業績予想(平成20年３月１日～平成21年２月28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 36,000 (21.8) 3,400 (△15.4) 2,700 (△11.9) 970 (△39.9) 97 00 
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４．その他 

（１）中間財務諸表作成に係る会計処理の変更・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 

（詳細は、20頁の「棚卸資産の評価基準及び評価方法」の会計方針の変更をご覧下さい。） 

② ①以外の変更          無 

 

（２）発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数 

 (自己株式を含む) 

20年８月中間期 10,000,000株 19年８月中間期 10,000,000株 20年２月期 10,000,000株

②期末自己株式数 20年８月中間期 ―株 19年８月中間期 ―株 20年２月期 ―株

（１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、33頁「１株当たり情報」をご覧下さい。） 

 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報をもとに作成したものであり、不確定

要素が内在しておりますので、実際の業績は今後の様々な要因によって記載の予想数値と異なる結果となる可能

性があります。 なお、業績予想に関する事項については、５頁をご参照下さい。 
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１．経営成績及び財政状態 

 (１)経営成績 

  （業績） 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、資源の高騰や円高等の影響を受け、企業収益が弱含みで推

移する中、原油価格についてはようやく収束感が見えはじめてきておりますが、消費動向は依然軟調

傾向で推移しております。加えて、資源高を要因として日本経済全体が変革を余儀なくされており、

企業を取り巻く経済情勢は、今後においても注意を要する状況にあります。 

 当社の属する不動産業界におきましては、米国のサブプライムローン問題を発端に不動産市場への

資金流入に停滞感が見え始め、金融機関の不動産業界への信用収縮による融資の縮小が不動産の流動

化に影響を及ぼす中、業界全体の市況は減速してきており、先行き不透明な状況にあります。 

 また分譲マンション市場においては、建築基準法等の法令の厳格化がマンションの供給時期に影響

を及ぼすほか、地価や建築コストの上昇が販売価格を押し上げる要因となり、市場での値頃感が薄れ、

それを要因として第一次取得者層の購買意欲が減退しており、依然として軟調傾向で推移しておりま

す。 

 このような事業環境の中、当社は分譲マンションを中心に事業展開を図るとともに、賃貸その他事

業の拡大に注力し、当期事業計画を推進してまいりました。 

 なお、不動産業界の市況等の悪化により当中間期末に保有しておりますたな卸資産について、時価

（正味売却可能額）の下落が見込まれることにより、当中間期におきまして、「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」の早期適用を行い、たな卸資産評価損失として売上原価に9百万円、特別損失に1,042百

万円（前期末保有分）を計上いたしました。 

 その結果、当中間会計期間の業績は、売上高21,304百万円（前年同期比186.2％）、経常利益2,311百

万円（同196.8％）、中間純利益686百万円（同104.9％）となりました。 

 

事業別の業績は次のとおりであります。 

 

  （不動産販売事業） 

 不動産販売事業の売上高は、19,940百万円（前年同期比190.8％）となりました。 

不動産販売事業のうち主力の分譲マンションにおきましては、優良用地の不足、地価や建築コストの

上昇、またそれらを要因とした販売価格の上昇による第一次取得者層の購買意欲の減退、建築基準法

の一部改正に伴う確認審査の長期化等、事業環境が軟調傾向で推移する中、昨年同様厳しい環境では

ありましたが、共同事業の積極的な推進等、分譲マンション事業に注力してまいりました。 

 その結果、当中間期末において発売戸数232戸（同178.5％）、契約戸数245戸（同104.7％）、引渡戸

数398戸（同102.8％）、受注残戸数224戸（同41.8％）となっており、売上高は16,869百万円（同207.1％）

となりました。 

 その他の不動産販売におきましては、戸建て住宅11戸及び１棟卸マンション等７物件の販売により、

売上高は3,070百万円（同133.0％）となりました。 

 

  （賃貸その他事業） 

 賃貸その他事業の売上高は、1,363百万円（前年同期比138.1％）となりました。 

賃貸その他事業のうち主力の賃貸事業におきましては、事業収益拡大と安定成長を推進する中、賃貸

物件の確保に注力いたしました。その結果、新築賃貸マンションの竣工等２棟185戸の賃貸物件の増加

により、賃貸収入は931百万円（同105.2％）となりました。 

 その他収入については、その他賃貸収入等で432百万円（同423.4％）を計上しました。 
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（販売及び契約の状況） 

① 売上実績 

事業部門 

前中間会計期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日 

前事業年度 
自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日 

売上金額(千円) 構成比(％) 売上金額(千円) 構成比(％) 売上金額(千円) 構成比(％)

不動産販売事業 10,453,743 91.4 19,940,579 93.6 27,425,696 92.8 

賃貸その他事業 987,151 8.6 1,363,717 6.4 2,138,886 7.2 

合計 11,440,894 100.0 21,304,297 100.0 29,564,582 100.0 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

② 販売実績 

区

分 

前中間会計期間 

自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日 

前事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

物件名 
戸数 

(戸) 

金額 

(千円) 
物件名 

戸数

(戸)

金額 

(千円) 
物件名 

戸数 

(戸) 

金額 

(千円) 

不
動
産
販
売
事
業
 

ワ コ ー レ 
明石ヴィストーレ 

69 1,964,910 
ワコーレ ザ・トア
ロードレジデンス

179 9,783,227
ワコーレ神戸本山

ガ ー デ ン ズ 
115 5,104,009

芦 屋 レ ジ デ ン ス 
打 出 小 槌 町 

21 1,113,193 
ワ コ ー レ
ザ・神戸ハウス

47 1,552,225
ワ コ ー レ 

ザ・神戸ハウス 
157 4,788,771

そ の 他 分 譲 
マ ン シ ョ ン 

297 5,067,137 
ワコーレ大谷町
クレセンツィオ

35 1,112,509
ワ コ ー レ 

明石ヴィストーレ 
69 1,964,910

   
そ の 他 分 譲
マ ン シ ョ ン

137 4,421,942
芦屋レジデンス 

打 出 小 槌 町 
21 1,113,193

   
ワ コ ー レ 

苦楽園レジデンス 
19 1,044,818

   ヒルズ芦屋翠ヶ丘 21 872,814

   
ワコーレ深江本町

ソ フ ィ リ ア 
25 796,388

   
ワコーレテラス 

兵 庫 芦 原 通 
24 617,404

   ワコーレ東園田 15 546,251

   
ワ コ ー レ 

ザ・メッドハウス 
17 483,214

   
そ の 他 分 譲 

マ ン シ ョ ン 
300 5,013,316

その他不動産販売 
(注3)
― 

2,308,502 その他不動産販売
(注3)
―

3,070,674 その他不動産販売 
(注3) 

― 
5,080,603

小  計 387 10,453,743 小  計 398 19,940,579 小  計 783 27,425,696

賃
貸
そ
の
他
事
業

賃 貸 収 入 
(注4)
― 

885,088 賃 貸 収 入
(注4)
―

931,553 賃 貸 収 入 
(注4) 

― 
1,840,696

そ の 他 収 入 
(注5)
― 

102,063 そ の 他 収 入
(注5)
―

432,164 そ の 他 収 入 
(注5) 

― 
298,189

小  計 ― 987,151 小  計 ― 1,363,717 小  計 ― 2,138,886

合  計 387 11,440,894 合  計 398 21,304,297 合  計 783 29,564,582

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ２ 不動産販売事業の物件各金額には、住戸売上のほかに分譲駐車場の金額が含まれております。 

 ３ その他不動産販売は、前中間会計期間 宅地等14物件、当中間会計期間 戸建て住宅11戸及び１棟卸マンシ

ョン等７物件、前事業年度 戸建て住宅15戸及び１棟卸マンション等10物件の売上であります。 

 ４ 賃貸収入は、時間駐車料等が含まれているため、戸数表示はしておりません。 

 ５ その他収入は、保険代理店手数料等が含まれているため、戸数表示はしておりません。 
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③ 契約実績 

当中間会計期間における分譲マンション等の契約実績は次のとおりであります。 

区分 

前中間会計期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日 

前事業年度 
自平成19年３月１日 
至平成20年２月29日

期中契約高 
中間期末 
契約残高 

期中契約高 
中間期末 
契約残高 

期中契約高 期末契約残高 

戸数 
(戸) 

金 額 
(千円) 

戸数 
(戸) 

金 額 
(千円) 

戸数
(戸)

金 額 
(千円) 

戸数
(戸)

金 額 
(千円) 

戸数 
(戸) 

金 額 
(千円) 

戸数
(戸)

金 額 
(千円) 

分譲 
マンション

234 9,693,974 536 22,399,754 245 8,860,365 224 8,404,558 471 17,908,169 377 16,414,098

１棟卸 
マンション

等 
― ― 231 2,433,300 204 2,213,600 138 1,566,600 33 283,900 174 1,799,150

戸建て 
住宅 

10 353,249 ― ― 4 143,926 ― ― 20 753,338 7 280,338

その他 
不動産 

― ― ― ―
(注3)

―
200,260

(注3)
―

―
(注3)

― 
4,295,871 

(注3)
―

680,000

合計 244 10,047,223 767 24,833,054 453 11,418,151 362 9,971,158 524 23,241,279 558 19,173,586

 (注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ２ 分譲マンションの各金額には、住戸売上のほかに分譲駐車場の金額が含まれております。 

 ３ その他不動産については、土地等の販売のため戸数表示はしておりません。 

 

 

 （通期の見通し） 

通期予測につきましては次のとおりであります。 

 当中間期の業績は当初計画に対し、分譲マンションの引渡戸数が計画を上回ったことを主な要

因として、売上高は増加し、それに伴いまして営業利益及び経常利益は上振れで推移しました。

しかしながら不動産業界の市況の悪化等により保有資産の時価相当額である正味売却可能額が下

落したことにより「棚卸資産の評価に関する会計基準」を前倒しで適用し、特別損失としてたな

卸資産評価損失 1,042 百万円を計上したことにより、中間純利益は当初計画から 37.6％減少し、

686 百万円となりました。 

 通期の見通しにつきましては、平成 20年 8月 19 日付「特別損失の計上及び平成 21年２月期（非

連結）業績予想の修正に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、当初計画から下方修正を行

っており、その概要につきましては次のとおりであります。 

 

（不動産販売事業） 

 主力の分譲マンション事業につきましては 15 棟の竣工を見込んでおり、672 戸の引渡しにより

売上高 26,200 百万円を見込んでおります。また、その他不動産売上におきましては、戸建て住宅

事業及び賃貸マンション等の販売で7,500百万円を見込んでおり、不動産販売事業としましては、

33,700 百万円（前期実績比 22.9％増）の売上を見込んでおります。 

（賃貸その他事業） 

 新築賃貸マンションの建築と良質な賃貸物件の取得に注力することにより、収益拡大を目指し

ており、売上高 2,300 百万円（同 7.5％増）を見込んでおります。 

（経常費用関係） 

 販売費及び管理経費ならびに支払利息等につきましては、概ね当初の計画通り推移するものと

見込んでおります。 

 以上のような状況から通期の業績見通しは売上高 36,000 百万円（同 21.8％増）、営業利益 3,400

百万円（同 15.4％減）、経常利益 2,700 百万円（同 11.9％減）、当期純利益 970 百万円（同 39.9％

減）を見込んでおります。 

 なお、通期予測につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報をもとに作成し

たものであり、不確定要素が内在しておりますので、実際の業績は今後の様々な要因によって予

測数値と異なる結果となる可能性がありますので、投資家の皆様方におかれましては、何卒、ご

理解とご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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 (２)財政状態 

 当中間期における総資産は、前期末に比べ725百万円減少し59,063百万円となりました。 

 主な要因は、分譲マンションの大型物件の引渡し等によるたな卸資産の減少4,455百万円（うち事業

用固定資産への純振替額1,828百万円及び「棚卸資産の評価に関する会計基準」の早期適用に伴う損失

計上による減少額1,051百万円）に対し、事業用固定資産取得等に伴う建物および土地をはじめとした

有形固定資産の増加3,903百万円（うちたな卸資産からの純振替額1,828百万円）等によるものであり

ます。 

 負債につきましては、前期末に比べ1,148百万円減少し44,893百万円となりました。 

 主な要因は、支払手形等の仕入債務の減少3,380百万円、分譲マンション引渡しに伴う前受金の減少

2,213百万円等流動負債5,953百万円の減少に対し、事業用固定資産取得及びマンション用地取得等に

伴う長期借入金の増加4,763百万円等によるものであります。 

 純資産につきましては、前期末に比べ423百万円増加し14,169百万円となりました。 

 主な要因は、中間純利益686百万円の計上に対し、利益配当金250百万円による繰越利益剰余金の減

少等によるものであります。 

 なお、キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。 

当中間期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末より501百万円減少し、2,584

百万円となりました。 

 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、2,806百万円（前年同期比4,978百万円使用減）となりました。 

 主な要因は、税引前中間純利益1,263百万円の計上及びたな卸資産の減少2,626百万円等による資金

増加に対し、仕入債務の減少3,380百万円、大型マンションの引渡しによる前受金の減少2,213百万円

及び法人税等の支払額951百万円等による資金流出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） 

 投資活動の結果使用した資金は、2,151百万円（同753百万円使用減）となりました。 

 主な要因は、事業用固定資産購入に伴う有形固定資産の取得による支出2,286百万円等による資金流

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） 

 財務活動の結果得られた資金は、4,457百万円（同4,822百万円獲得減）となりました。 

 主な要因は、マンション用地の購入および賃貸不動産の購入資金等として長期借入金10,303百万円

の調達に対し、運転資金等の短期借入金の減少1,372百万円及び長期借入金の返済4,224百万円を支出

したこと等によるものであります。 

 

 当社の財務指標の推移については、以下のとおりであります。 

 第41期 
平成19年２月期 

第42期 
平成20年２月期 

第43期 
平成21年２月期 

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率 (％) 19.8 23.0 21.3 23.0 24.0

時価ベースの 
自己資本比率 

(％) 28.9 22.6 14.0 10.8 4.3

債務償還年数 (年) ― ― ― 23.6 ―

インタレスト･ 
カバレッジ･レシオ 

(倍) ― ― ― 1.7 ―

(注)１．各指標は、いずれも財務数値により算定しております。 

   ・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 

   ・債務償還年数          ： 有利子負債/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 ： 営業活動によるキャッシュ･フロー/利払い 

  ２．「有利子負債」は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象として

おります。また「営業活動によるキャッシュ･フロー」および「利払い」は、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」および「利息の支払額」をそれぞれ採用しております。 

  ３．第41期、第42期中間及び第43期中間の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、

営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載を省略しております。 
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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、株主の長期的な利益の拡大維持を重要な経営目標として位置付けており、事業領域の拡大

と効率的な経営による収益力の向上とガバナンスの強化を図りつつ、安定した配当の継続を基本方針

としております。 

 当期については、当初の予定通り１株当たり25円の配当を予定しております。 

 なお、内部留保金の使途につきましては、今後の経営環境の変化に対応すべく、財務体質の強化及

び将来の事業展開に充当する予定であり、資金の有効活用による企業価値向上を図っていく方針であ

ります。 

 

 (４)事業等のリスク 

 最近の有価証券報告書（平成20年５月28日提出）における記載内容から、投資家の皆様に速やかに

開示すべき新たな事業リスクは、現時点において顕在化しておりません。 

 なお、最近の有価証券報告書（平成20年２月期）については、当社のホームページ上からご覧いた

だくことができます。（当社ホームページ：http://www.wadakohsan.co.jp） 
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２．企業集団の状況 
 

 当社は、主に兵庫県神戸市及びその周辺(明石市、芦屋市、西宮市、宝塚市、尼崎市)エリアにおいて「ワ

コーレ」のブランド名により、分譲マンションの開発・企画・販売を主力とした不動産販売事業ならびに

賃貸マンションを中心とした賃貸その他事業を営んでおります。 

 

 各事業の内容は、次のとおりであります。 

 

 (１)不動産販売事業 

  ① 分譲マンション 

 当社は、平成３年３月より「ワコーレ」のブランド名により分譲マンションの販売を展開しており、

主に50戸前後の中規模マンションの開発を手掛け、神戸・明石地区（兵庫県神戸市、明石市周辺）及

び阪神地区（兵庫県芦屋市、西宮市、尼崎市周辺）を主要エリアとしております。 

 なお、当中間期における発売物件は次のとおりであります。 

（当中間期発売物件） 

名 称 所在地 戸 数 

ワコーレ神戸本山プレイス 神戸市東灘区 20戸

ワコーレ明石太寺 兵庫県明石市 20戸

ワコーレ須磨潮見台レジデンス 神戸市須磨区 32戸

ワコーレ須磨名谷ステーションマークス 神戸市須磨区 65戸

ＪＶ物件（出資割合） 

名 称 所在地 総戸数 当社戸数

エヌヴィ逆瀬川（５：５） 兵庫県宝塚市 24戸 12戸

アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー（７：３） 神戸市中央区 277戸 83戸

 

 現在、神戸・明石・阪神間を中心とした地元地域に密着したマンション開発を行っており、100戸以

上の大型物件や他社との共同プロジェクトにも積極的に参画し、事業領域及び収益の拡大を図ってお

ります。 

 マンションの特徴は、安全・安心をベースに街並みに調和した「街の風物詩」としてのマンション

を目指し、デザイナーズマンション（注：気鋭の建築デザイナーが設計したマンションを意味する用

語として用いております。）の開発にいち早く取り組み、新しい機能や最新の住宅設備等の採用によ

り、「先進的な住まいづくり」を行っております。特に都心部においては、都市型ホテルの「機能性」

「利便性」「快適性」を取り入れたマンション開発を行っております。 

 さらに「顧客の命と財産を守るマンションづくり」をモットーに品質重視のマンション開発を行っ

ており、資産性及び安全性を重視し、開発時点から再販価値を考えたマンションづくりを目指してお

ります。また当社は、自社で販売部門を設置せず、販売をすべて外部に委託していることから「売れ

るマンションづくり」をキーワードに、企画ならびにデザイン等の商品力で顧客に訴求する戦略をと

っております。 

 

  ② その他不動産販売 

 当社のソリューション事業の一環として不動産の有効活用を推進していく過程において、販売によ

ってその不動産の価値に増大が見込めるような場合には、不動産の販売を行っており、主に宅地開発

や戸建て住宅ならびに賃貸マンション等の販売をしております。 

 なお、当期より戸建て住宅販売に本格的に参入しており、新しい事業領域の拡大と収益力の向上を

目指しております。 
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 (２)賃貸その他事業 

  ① 賃貸事業 

 当社は、神戸・阪神エリアを中心として、同エリアに暮らす人々のニーズに対応するため、主に駅

より半径１km以内の交通利便性を重視した賃貸マンションの開発を行っております。 

 マンションの特徴は、分譲マンション開発で培ったノウハウをもとに、設備、機能性を重視した賃

貸マンションの開発を進めており、その一環としてペットオーナーのためのペット対応型マンション

やデザイナーズマンション等の独自性のある賃貸マンションを提供しております。 

また、平成14年12月より、従来の新築賃貸マンションに比べ、建築コストの抑制と工期短縮等のメ

リットが見込めるバリューアップ方式（既存賃貸物件を購入し、改修工事を施し資産価値増大を図る

こと）による賃貸マンションの開発にも着手しており、不動産の再生と地域の環境改善に努めており

ます。 

 主に住居、店舗、事務所、駐車場(月極・時間駐車)等を提供しており、住居(賃貸マンション)、店

舗に関しては、「賃貸事業」の柱として、平成20年８月末日現在で103棟1,972戸（同日現在の入居率

94.4％）を保有しております。 

 

賃貸マンション 平成20年８月末日現在
 

ワコーレシリーズ他 
交通アクセスや日常生活の利便性を重視した賃貸マンショ

ンであります。 
1,323戸

ＶＩＴＡ（ヴィータ）シ

リーズ 

デザイン性・環境・機能性・居住快適度などを重視した賃貸

マンションであります。 
147戸

Ｉ.Ｃ.(アイデアル･キュ

ーブ)シリーズ 

都心生活対応型マンションであり、設備面(ペット対応等)

を重視した賃貸マンションであります。 
35戸

ヴィアノシリーズ 
先進性ある仕様とユーティリティルーム等を配したシング

ル層向けに開発された賃貸マンションであります。 
101戸

エキサイドシリーズ 
交通アクセス(駅より半径500m以内)と機能性を重視した賃

貸マンションであります。 
21戸

ラ・ウェゾンシリーズ 

賃貸マンションの新ブランド「ラ・ウェゾン」としてデザイ

ン・機能・設備・セキュリティ等最新仕様の賃貸マンション

であります。 

245戸

 
その他賃貸不動産 
 

店舗・事務所 店舗・事務所を賃貸しております。 100軒

パーキング 月極駐車ならびに時間貸駐車を賃貸しております。 823台

トランクルーム 家財道具などの一時保管のスペースを賃貸しております。 117ルーム

多目的ホール 
本社２階のWADAホール（収容可能人員200名）を、ピアノ発

表会、講演会などの催事場として賃貸しております。 
１ホール

 

  ② その他事業 

 当社の事業に関連して附随的に発生する収入（その他賃貸収入、保険代理店手数料収入及び解約手

付金収入等）をその他収入として計上しております。 

 その他賃貸収入については、販売用として保有している賃貸物件から発生する賃貸収入を、保険代

理店手数料収入については、保険代理店として保険契約の締結に伴う代理店収入を、解約手付金収入

については、分譲マンション等の解約に伴う手付金放棄による収入等をそれぞれ計上しております。 

 

 なお、「事業系統図」につきましては、最近の有価証券報告書（平成20年5月28日提出）における記載

内容から重要な変更がないため、開示を省略しております。 

（最近の有価証券報告書（平成20年２月期）については、当社のホームページ上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.wadakohsan.co.jp） 
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３．経営方針 
 

 (１)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

課題については、平成20年２月期決算短信（平成20年４月10日開示）における記載内容から重要な変更

がないため、開示を省略しております。 

 なお、平成20年２月期決算短信については、当社のホームページ上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.wadakohsan.co.jp） 
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中間財務諸表等 

(1) 中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

 
前中間会計期間末 

平成19年８月31日現在 

当中間会計期間末 

平成20年８月31日現在 

前事業年度末 

平成20年２月29日現在 

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 ※２ 3,289,955 4,287,843 5,077,060 

２売掛金  11,360 7,991 10,063 

３たな卸資産 
※２ 

※３ 
32,188,527 26,901,758 31,357,003 

 たな卸資産評価損失

引当金 
 ― ― △150,000 

４繰延税金資産  119,175 700,889 296,087 

５その他 
※２ 

※６ 
304,468 382,795 415,530 

 貸倒引当金  △706 △616 △547 

流動資産 合計   35,912,779 59.8 32,280,661 54.7  37,005,198 61.9

Ⅱ 固定資産    

１有形固定資産 ※１   

(1)建物 
※２ 

※３ 
10,122,802 11,180,395 9,371,408 

(2)土地 
※２ 

※３ 
12,170,601 13,429,198 11,615,929 

(3)その他 ※３ 640,817 849,053 567,621 

計   22,934,221 38.2 25,458,646 43.1  21,554,959 36.1

２無形固定資産   316,333 0.5 398,588 0.7  352,581 0.6

３投資その他の資産    

(1)投資有価証券  165,016 35,848 50,579 

(2)繰延税金資産  278,822 339,489 319,956 

(3)その他  428,898 665,046 589,111 

 貸倒引当金 ※５ △12,596 △115,261 △84,007 

計   860,142 1.5 925,122 1.5  875,639 1.4

固定資産 合計   24,110,697 40.2 26,782,357 45.3  22,783,180 38.1

資産 合計   60,023,476 100.0 59,063,018 100.0  59,788,379 100.0
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前中間会計期間末 

平成19年８月31日現在 

当中間会計期間末 

平成20年８月31日現在 

前事業年度末 

平成20年２月29日現在 

区  分 
注記 

番号 

金 額 
（千円） 

構成
比

（％）

金 額 
（千円） 

構成
比

（％）

金 額 
（千円） 

構成
比

（％）

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１支払手形  4,371,494 4,437,576  6,474,612 

２買掛金  1,153,307 870,899  2,214,822 

３短期借入金 ※２ 8,391,000 6,885,700  8,258,000 

４1年以内返済予定

の長期借入金 
※２ 12,272,072 11,566,292  10,250,952 

５未払法人税等  604,783 1,006,718  966,320 

６前受金  1,850,870 898,856  3,112,669 

７賞与引当金  83,806 89,819  86,521 

８役員賞与引当金  5,175 5,600  5,175 

９保証工事引当金  34,000 37,000  28,000 

10その他 ※６ 701,770 789,449  1,144,137 

流動負債 合計   29,468,279 49.1 26,587,912 45.0  32,541,211 54.4

Ⅱ 固定負債     

１長期借入金 ※２ 16,680,321 17,168,216  12,404,915 

２退職給付引当金  69,349 72,210  74,877 

３役員退職慰労 

 引当金 
 284,997 293,396  294,572 

４その他  724,746 771,527  726,189 

固定負債 合計   17,759,413 29.6 18,305,350 31.0  13,500,554 22.6

負債 合計   47,227,693 78.7 44,893,262 76.0  46,041,765 77.0
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前中間会計期間末 

平成19年８月31日現在 

当中間会計期間末 

平成20年８月31日現在 

前事業年度末 

平成20年２月29日現在 

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   891,250 1.5 891,250 1.5  891,250 1.5

２ 資本剰余金     

（1）資本準備金  936,439 936,439  936,439 

 資本剰余金 合計   936,439 1.5 936,439 1.6  936,439 1.6

３ 利益剰余金     

（1）利益準備金   20,100 20,100   20,100

（2）その他利益 
   剰余金 

    

   別途積立金  10,000,000 11,000,000  10,000,000 

   繰越利益 
   剰余金 

 943,524 10,943,524 1,339,463 12,339,463  1,902,930 11,902,930

 利益剰余金 合計   10,963,624 18.3 12,359,563 20.9  11,923,030 19.9

  株主資本 合計   12,791,313 21.3 14,187,252 24.0  13,750,719 23.0

Ⅱ 評価･換算差額等     

１ その他有価証券
評価差額金 

 
 
 

4,469 0.0 △6,955 △0.0  △4,105 △0.0

２ 繰延ヘッジ損益   ― ― △10,541 △0.0  ― ―

評価･換算差額
等 合計 

 4,469 0.0 △17,496 △0.0  △4,105 △0.0

純資産 合計   12,795,783 21.3 14,169,756 24.0  13,746,613 23.0

負債純資産 合計   60,023,476 100.0 59,063,018 100.0  59,788,379 100.0
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② 中間損益計算書 

 

 
前中間会計期間 

自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日 

前事業年度 

自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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   11,440,894 100.0 21,304,297 100.0  29,564,582 100.0

Ⅱ 売上原価 ※６  8,486,846 74.2 16,965,497 79.6  22,570,831 76.3

売上総利益   2,954,048 25.8 4,338,799 20.4  6,993,750 23.7

Ⅲ 販売費及び一般

管理費 
  1,461,572 12.8 1,553,849 7.3  2,973,443 10.1

営業利益   1,492,475 13.0 2,784,949 13.1  4,020,306 13.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  23,869 0.2 51,487 0.2  34,393 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  341,758 3.0 524,551 2.5  990,830 3.3

経常利益   1,174,586 10.2 2,311,885 10.8  3,063,869 10.4

Ⅵ 特別利益 ※３  62,950 0.6 ― ―  73,005 0.2

Ⅶ 特別損失 
※４ 

※６ 
 1,585 0.0 1,048,536 4.9  206,701 0.7

税引前中間(当期)

純利益 
  1,235,951 10.8 1,263,349 5.9  2,930,173 9.9

法人税、住民税 

及び事業税 
 595,000 992,000 1,542,000 

法人税等調整額  △13,524 581,475 5.1 △415,183 576,816 2.7 △225,708 1,316,291 4.4

中間(当期)純利益   654,476 5.7 686,533 3.2  1,613,881 5.5
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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 19 年３月１日 至 平成 19 年８月 31 日） 

区 分 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成19年２月28日残高 (千円) 891,250 936,439 936,439

当中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 (千円)  ―

 別途積立金の積立 (千円)  ―

 中間純利益 (千円)  ―

 株主資本以外の当中間会
計期間中変動額(純額) 

(千円)  ―

当中間会計期間中の変動額
合計 

(千円) ― ― ―

平成19年８月31日残高 (千円) 891,250 936,439 936,439

 

区 分 

株主資本 

利益剰余金 

株主資本 
合計 

 その他利益剰余金 
利益剰余金 

合計 利益準備金 別途積立金 
繰越 

利益剰余金 

平成19年２月28日残高 (千円) 20,100 8,900,000 1,589,048 10,509,148 12,336,837

当中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当 (千円)  △200,000 △200,000 △200,000

 別途積立金の積立 (千円)  1,100,000 △1,100,000 ― ―

 中間純利益 (千円)  654,476 654,476 654,476

 株主資本以外の当中間会
計期間中変動額(純額) 

(千円)  ― ―

当中間会計期間中の変動額
合計 

(千円) ― 1,100,000 △645,523 454,476 454,476

平成19年８月31日残高 (千円) 20,100 10,000,000 943,524 10,963,624 12,791,313

 

区 分 
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２月28日残高 (千円) 11,929 11,929 12,348,767

当中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 (千円)  ― △200,000

 別途積立金の積立 (千円)  ― ―

 中間純利益 (千円)  ― 654,476

 株主資本以外の当中間会
計期間中変動額(純額) 

(千円) △7,459 △7,459 △7,459

当中間会計期間中の変動額
合計 

(千円) △7,459 △7,459 447,016

平成19年８月31日残高 (千円) 4,469 4,469 12,795,783
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当中間会計期間（自 平成 20 年３月１日 至 平成 20 年８月 31 日） 

区 分 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成20年２月29日残高 (千円) 891,250 936,439 936,439

当中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 (千円)  ―

 別途積立金の積立 (千円)  ―

 中間純利益 (千円)  ―

 株主資本以外の当中間会
計期間中変動額(純額) 

(千円)  ―

当中間会計期間中の変動額
合計 

(千円) ― ― ―

平成20年８月31日残高 (千円) 891,250 936,439 936,439

 

区 分 

株主資本 

利益剰余金 

株主資本 
合計 

 その他利益剰余金 
利益剰余金 

合計 利益準備金 別途積立金 
繰越 

利益剰余金 

平成20年２月29日残高 (千円) 20,100 10,000,000 1,902,930 11,923,030 13,750,719

当中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当 (千円)  △250,000 △250,000 △250,000

 別途積立金の積立 (千円)  1,000,000 △1,000,000 ― ―

 中間純利益 (千円)  686,533 686,533 686,533

 株主資本以外の当中間会
計期間中変動額(純額) 

(千円)  ― ―

当中間会計期間中の変動額
合計 

(千円) ― 1,000,000 △563,466 436,533 436,533

平成20年８月31日残高 (千円) 20,100 11,000,000 1,339,463 12,359,563 14,187,252

 

区 分 
評価・換算差額等 

純資産 合計 その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

平成20年２月29日残高 (千円) △4,105 ― △4,105 13,746,613

当中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当 (千円)  ― △250,000

 別途積立金の積立 (千円)  ― ―

 中間純利益 (千円)  ― 686,533

 株主資本以外の当中間会
計期間中変動額(純額) 

(千円) △2,849 △10,541 △13,390 △13,390

当中間会計期間中の変動額
合計 

(千円) △2,849 △10,541 △13,390 423,142

平成20年８月31日残高 (千円) △6,955 △10,541 △17,496 14,169,756
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前事業年度 平成 20 年２月期（自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 日） 

区 分 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成19年２月28日残高 (千円) 891,250 936,439 936,439

当事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 (千円)  ―

 別途積立金の積立 (千円)  ―

 当期純利益 (千円)  ―

 株主資本以外の当事業年
度中変動額(純額) 

(千円)  ―

当事業年度中の変動額合計 (千円) ― ― ―

平成20年２月29日残高 (千円) 891,250 936,439 936,439

 

区 分 

株主資本 

利益剰余金 

株主資本 
合計 

 その他利益剰余金 
利益剰余金 

合計 利益準備金 別途積立金 
繰越 

利益剰余金 

平成19年２月28日残高 (千円) 20,100 8,900,000 1,589,048 10,509,148 12,336,837

当事業年度中の変動額   

 剰余金の配当 (千円)  △200,000 △200,000 △200,000

 別途積立金の積立 (千円)  1,100,000 △1,100,000 ― ―

 当期純利益 (千円)  1,613,881 1,613,881 1,613,881

 株主資本以外の当事業年
度中変動額(純額) 

(千円)  ― ―

当事業年度中の変動額合計 (千円) ― 1,100,000 313,881 1,413,881 1,413,881

平成20年２月29日残高 (千円) 20,100 10,000,000 1,902,930 11,923,030 13,750,719

 

区 分 
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２月28日残高 (千円) 11,929 11,929 12,348,767

当事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 (千円)  ― △200,000

 別途積立金の積立 (千円)  ― ―

 当期純利益 (千円)  ― 1,613,881

 株主資本以外の当事業年
度中変動額(純額) 

(千円) △16,035 △16,035 △16,035

当事業年度中の変動額合計 (千円) △16,035 △16,035 1,397,846

平成20年２月29日残高 (千円) △4,105 △4,105 13,746,613
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④ 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

 
前中間会計期間 

自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日

当中間会計期間 

自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日 

前事業年度 

自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日

区  分 
注記

番号

金額 
（千円） 

金額 
（千円） 

金額 
（千円） 

   
Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

税引前中間(当期)純利益  1,235,951 1,263,349 2,930,173

減価償却費  278,194 279,140 580,392

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △243 31,321 71,009

賞与引当金の増加額  1,925 3,298 4,640

役員賞与引当金の増減額 
（△は減少） 

 △15,125 425 △15,125

保証工事引当金の増減額 
（△は減少） 

 △1,000 9,000 △7,000

退職給付引当金の増減額 
（△は減少） 

 8,159 △2,667 13,687

役員退職慰労引当金の増減額 
（△は減少） 

 9,525 △1,175 19,100

たな卸資産評価損失引当金の 
増減額（△は減少） 

 ― △150,000 150,000

受取利息及び受取配当金  △10,600 △9,388 △16,264

支払利息  333,875 362,680 742,383

固定資産売却益  △62,950 ― △62,005

固定資産売却損  1,585 ― 1,585

土地取引損失  ― ― 205,116

投資有価証券売却益  ― ― △11,000

投資有価証券売却損  ― 2,629 ―

投資有価証券評価損  ― 3,680 ―

ガイドルーム資産等除却損  34,941 18,867 109,645

売上債権の減少額  301 2,072 1,597

たな卸資産の増減額（△は増加）  △5,021,789 2,626,348 △2,569,711

仕入債務の増減額（△は減少）  △3,119,884 △3,380,958 44,747

前受金の増減額 （△は減少）  △501,001 △2,213,813 760,798

預り保証金の増減額（△は減少）  10,414 △16,089 11,857

その他資産の減少額  173,284 485 60,066

その他負債の増減額（△は減少）  △172,094 △379,464 452,183

小計  △6,816,533 △1,550,257 3,477,879

利息及び配当金の受取額  13,593 9,712 18,685

利息の支払額  △350,712 △314,676 △761,938

土地取引損失額  ― ― △205,116

法人税等の支払額  △631,597 △951,617 △1,222,258

営業活動によるキャッシュ・フロー  △7,785,250 △2,806,838 1,307,252
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前中間会計期間 

自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日

当中間会計期間 

自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日 

前事業年度 

自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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 

  

定期性預金の純減額  26,832 287,916 3,154

有形固定資産の取得による支出  △3,354,196 △2,286,648 △4,129,226

有形固定資産の売却による収入  430,931 ― 429,986

無形固定資産の取得による支出  △7,866 △77,331 △54,831

投資有価証券の売却による収入  ― 3,625 111,000

貸付金の回収による収入  4,194 675 6,083

その他  △5,104 △79,941 △170,328

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,905,208 △2,151,703 △3,804,162

   
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（△は減少）  5,970,200 △1,372,300 5,837,200

長期借入れによる収入  8,655,000 10,303,000 11,395,000

長期借入金の返済による支出  △5,146,816 △4,224,359 △14,183,342

配当金の支払額  △198,771 △249,099 △199,366

財務活動によるキャッシュ・フロー  9,279,612 4,457,241 2,849,491

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △1,410,846 △501,300 352,580

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,733,184 3,085,765 2,733,184

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 1,322,338 2,584,464 3,085,765
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項 目 
前中間会計期間 

自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日 

前事業年度 
自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日 

１.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 

中間決算期末日の市場価

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）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

によっております。 

 

(１)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

(１)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等

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）によっ

ております。 

時価のないもの 

同左 

(２)デリバティブ 

時価法によっております。

 

(２)デリバティブ 

同左 

(２)デリバティブ 

同左 

(３)たな卸資産 

個別法による原価法によっ

ております。 

 

(３)たな卸資産 

個別法による原価法（収益

性の低下による簿価切り下

げの方法）によっておりま

す。 

 

 （会計方針の変更） 

「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準委

員会 平成18年７月５日

企業会計基準第９号）を当

中間会計期間末在庫の評価

から早期適用することと

し、当中間会計期間末在庫

に 含 ま れ る 変 更 差 額

（1,051,442千円）のうち、

前期以前に起因する部分

（1,042,226千円）を特別損

失に計上しております。 

 

(３)たな卸資産 

個別法による原価法によっ

ております。 
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項 目 

前中間会計期間 

自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日 

前事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

２.固定資産の減

価償却の方

法 

(１)有形固定資産 

①平成19年３月31日以前に

取得したもの 

 旧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

(附属設備を除く)について

は旧定額法を採用しており

ます。 

②平成19年４月１日以降に

取得したもの 

 定率法を採用しておりま

す。ただし、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。 

主な耐用年数は、以下の

とおりであります。 

建 物  ７年～47年 

機械及び装置  15年 

 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正（（所得税

法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第

６号）及び（法人税法施行

令の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政令第

83号））に伴い、平成19年４

月１日以降に取得したもの

については、改正後の法人

税法に基づく方法に変更し

ております。 

 これによる売上総利益、

営業利益、経常利益、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(附

属設備を除く)については

定額法を採用しておりま

す。 

主な耐用年数は、以下の

とおりであります。 

建 物  ７年～47年 

機械及び装置  15年 

 

（追加情報） 

 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３月31

日以前に取得したものにつ

いては、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年から

５年間で均等償却する方法

によっております。 

 なお、この変更に伴う損

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(附

属設備を除く)については

定額法を採用しておりま

す。 

主な耐用年数は、以下の

とおりであります。 

建 物  ７年～47年 

機械及び装置  15年 

 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正（所得税

法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第

６号及び法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成

19年３月30日 政令第83

号）に伴い、平成19年４月

１日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更して

おります。 

 これにより従来の方法に

比べて、売上総利益が4,846

千円、営業利益、経常利益、

税引前当期純利益が7,019

千円それぞれ減少しており

ます。 

 

 (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

おける見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採

用しております。 

 

(２)無形固定資産 

同左 

(２)無形固定資産 

同左 
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項 目 
前中間会計期間 

自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日 

前事業年度 
自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日 

３.引当金の計上

基準 

(１)たな卸資産評価損失引当

金 

――― 

(１)たな卸資産評価損失引当

金 

当初予測できなかった事態

の発生による損失に対処

し、財務の健全化を図るた

め、引渡時に損失が見込ま

れるたな卸資産のうち、正

味実現可能価額により算定

した損失見込額が一定金額

(１億円)を超える物件につ

き、その損失見込額を引当

計上しております。 

 なお、当中間会計期間よ

り「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準

委員会 平成18年７月５日

企業会計基準第９号）を適

用したことに伴い、当該引

当金を廃止することといた

しました。 

 

(１)たな卸資産評価損失引当

金 

当初予測できなかった事態

の発生による損失に対処

し、財務の健全化を図るた

め、引渡時に損失が見込ま

れるたな卸資産のうち、正

味実現可能価額により算定

した損失見込額が一定金額

(１億円)を超える物件につ

き、その損失見込額を引当

計上しております。 

(２)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

性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

 

(２)貸倒引当金 

同左 

 

(２)貸倒引当金 

同左 

 

(３)賞与引当金 

従業員に対する賞与に備え

るため、支給見込額のうち

当中間会計期間に負担する

金額を計上しております。

 

(３)賞与引当金 

同左 

(３)賞与引当金 

従業員に対する賞与に備え

るため、支給見込額のうち

当期に負担する金額を計上

しております。 

(４)役員賞与引当金 

役員に対する賞与に備える

ため、支給見込額のうち当

中間会計期間に負担する金

額を計上しております。 

 

(４)役員賞与引当金 

同左 

(４)役員賞与引当金 

役員に対する賞与に備える

ため、支給見込額のうち当

期に負担する金額を計上し

ております。 

(５)保証工事引当金 

分譲マンション引渡後の保

証工事費用の支出に備える

ため、過去の実績に基づく

将来の保証工事見込額を計

上しております。 

 

(５)保証工事引当金 

同左 

(５)保証工事引当金 

同左 
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項 目 

前中間会計期間 

自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日 

前事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

 (６)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。 

 

(６)退職給付引当金 

同左 

(６)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。 

 (７)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。 

 

(７)役員退職慰労引当金 

同左 

(７)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。 

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.ヘッジ会計の

方法 

(１)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によってお

ります。ただし、金利スワ

ップの特例処理の要件を満

たすものについては、特例

処理によっております。 

 

(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

取引 

ヘッジ対象…変動金利建て

借入金 

 

(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 

同左 

(３)ヘッジ方針 

当社の内規に基づき、借入

金利息の金利変動リスクを

回避する目的で、変動金利

建ての借入金に対して、金

利スワップ等のデリバティ

ブ取引でキャッシュ・フロ

ーヘッジを行っておりま

す。 

 

(３)ヘッジ方針 

同左 

(３)ヘッジ方針 

同左 
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項 目 

前中間会計期間 

自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日 

前事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

 (４)ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象に

関する重要な条件がほぼ一

致しており、かつ、ヘッジ

開始時及びその後も継続し

て、金利変動またはキャッ

シュ・フロー変動を完全に

相殺するものと想定するこ

とが出来るため、ヘッジの

有効性の判定は省略してお

ります。 

(４)ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・

フロー変動とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の

間に高い相関関係があるこ

とを定期的に確認し、ヘッ

ジの有効性を評価しており

ます。 

 ただし、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、有効性の評

価を省略しております。 

 

(４)ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象に

関する重要な条件がほぼ一

致しており、かつ、ヘッジ

開始時及びその後も継続し

て、金利変動またはキャッ

シュ・フロー変動を完全に

相殺するものと想定するこ

とが出来るため、ヘッジの

有効性の判定は省略してお

ります。 

６.中間キャッシ

ュ・フロー計

算書（キャッ

シュ・フロー

計算書）にお

ける資金の

範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動については僅少な

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 

７.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 

税抜方式によっております。

 ただし、資産に係る控除対

象外消費税等は、投資その他

の資産の「その他」に計上し、

５年間で均等償却を行ってお

ります｡ 

 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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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８月31日現在 

当中間会計期間末 
平成20年８月31日現在 

前事業年度末 
平成20年２月29日現在 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,694,503千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,033,636千円

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,805,627千円

※２ 担保資産及び担保付債務 

(１)担保に供している資産は次のとお

りであります。 

定期預金 1,065,110千円 

有価証券 32,213千円 

たな卸資産 21,176,534千円 

建物 7,825,387千円 

土地 8,956,750千円 

合計 39,055,997千円 

 

(２)対応する債務は次のとおりであり

ます。 

短期借入金 360,000千円 

1年以内返済予定の
長期借入金 

10,276,752千円 

長期借入金 15,794,841千円 

保証債務 103,193千円 

合計 26,534,786千円 

 

 担保に供した定期預金のうち

161,832千円は、宅地建物取引業法に

定める手付金等の保全措置として西

日本住宅産業信用保証株式会社に対

して保証基金に充てるため拠出して

いるものです。また、担保に供した仕

掛販売用不動産のうち156,809千円

は、共同事業主の金融機関からの借入

金に対し、担保提供しているものであ

ります。 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

(１)担保に供している資産は次のとお

りであります。 

定期預金 1,067,202千円

有価証券 32,213千円

たな卸資産 18,576,585千円

建物 9,287,244千円

土地 10,286,720千円

合計 39,249,966千円

 

(２)対応する債務は次のとおりであり

ます。 

短期借入金 2,969,513千円

1年以内返済予定の
長期借入金 

10,563,292千円

長期借入金 16,558,216千円

保証債務 94,171千円

合計 30,185,192千円

 

 担保に供した定期預金のうち

162,152千円は、宅地建物取引業法に

定める手付金等の保全措置として西

日本住宅産業信用保証株式会社に対

して保証基金に充てるため拠出して

いるものであります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

(１)担保に供している資産は次のとお

りであります。 

定期預金 1,066,273千円

有価証券 32,213千円

たな卸資産 19,351,461千円

建物 6,849,777千円

土地 8,647,385千円

合計 35,947,111千円

 

(２)対応する債務は次のとおりであり

ます。 

短期借入金 6,658,000千円

1年以内返済予定の
長期借入金 

7,809,532千円

長期借入金 11,889,695千円

保証債務 101,109千円

合計 26,458,336千円

 

 担保に供した定期預金のうち

161,832千円は、宅地建物取引業法に

定める手付金等の保全措置として西

日本住宅産業信用保証株式会社に対

して保証基金に充てるため拠出して

いるものです。また、担保に供した仕

掛販売用不動産のうち405,817千円

は、共同事業主の金融機関からの借入

金に対し、担保提供しているものであ

ります。 

 

※３ 前事業年度に保有していた有形

固定資産のうち、２物件(建物

167,708千円、土地320,986千円、

その他1,556千円)をたな卸資産

へ、所有目的の変更に伴い、それ

ぞれ振り替えております。 

 

※３ 前事業年度に保有していた有形

固定資産のうち、２物件(土地

128,592千円)をたな卸資産へ、ま

た、たな卸資産のうち５物件

（1,957,489千円）を有形固定資産

（ 建 物 595,470 千 円 、 土 地

1,345,881千円、その他16,137千

円）へ所有目的の変更に伴い、そ

れぞれ振り替えております。 

 

※３ 有形固定資産のうち、11物件(建

物1,148,918千円、土地965,481千

円、その他67,052千円)をたな卸資

産へ、またたな卸資産のうち１物

件70,645千円を有形固定資産（土

地69,708千円、その他937千円）へ

所有目的の変更に伴い、それぞれ

振り替えております。 

 

 ４ 偶発債務 

 分譲マンション購入者の銀行借

入金103,193千円に対し保証を行

っております。 

 

 ４ 偶発債務 

 分譲マンション購入者の銀行借

入金94,171千円に対し保証を行っ

ております。 

 

 ４ 偶発債務 

 分譲マンション購入者の銀行借

入金101,109千円に対し保証を行

っております。 
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前中間会計期間末 
平成19年８月31日現在 

当中間会計期間末 
平成20年８月31日現在 

前事業年度末 
平成20年２月29日現在 

※５ 貸倒引当金(投資その他の資産)

には、上記４の偶発債務に係る貸

倒引当金6,191千円が含まれてお

ります。なお、引当額については、

過去の貸倒実績率に基づき引当て

ております。 

 

※５ 貸倒引当金(投資その他の資産)

には、上記４の偶発債務に係る貸

倒引当金5,650千円が含まれてお

ります。なお、引当額については、

過去の貸倒実績率に基づき引当て

ております。 

※５   ――― 

※６ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺の上、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。 

 

※６ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺の上、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

※６    ――― 

 ７ 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行とコミット

メントライン等契約を締結してお

ります。なお、この契約に基づく

当中間会計期間末の借入残高は次

のとおりであります。 

 

総コミット金額 
(融資枠) 

4,600,000千円 

借入実行残高 3,933,000千円 

差引額 667,000千円 
 

 ７ 同左 

 

 

 

 

 

 

総コミット金額 
(融資枠) 

2,400,000千円

借入実行残高 1,400,000千円

差引額 1,000,000千円

 

 上記以外に株式会社三井住友銀行を

アレンジャー及びエージェントとする

コミットメントライン契約（総コミッ

ト金額2,900百万円）を締結しておりま

すが、当中間会計期間末現在において

借入要件を満たさないため、上記金額

に含めておりません。 

 なお、平成20年10月２日付にて借入

要件の改訂につき、各貸付行の合意を

得ており、当該借入要件を満たしてお

ります。 

 

 ７ 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行とコミット

メントライン等契約を締結してお

ります。なお、この契約に基づく

当事業年度末の借入残高はありま

せん。 

 

総コミット金額 
(融資枠) 

5,200,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 5,200,000千円
 



和田興産株式会社（8931）平成21年2月期中間決算短信（非連結） 

― 27 ― 

(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日 

前事業年度 
自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 6,545千円 

受取配当金 4,054千円 

受取手数料 1,145千円 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 7,226千円

受取配当金 2,161千円

受取手数料 1,750千円

損害賠償金 29,296千円

 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 12,209千円

受取配当金 4,054千円

不動産取得税還付 3,919千円

受取手数料 2,696千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 333,875千円 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 362,680千円

プロジェクト変更
費用 

69,911千円

貸倒引当金繰入額 31,321千円

コミットメント等
組成費用 

32,052千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 742,383千円

たな卸資産評価損
失引当金繰入 

150,000千円

貸倒引当金繰入額 73,080千円

 
 

※３ 特別利益の主要項目 

 固定資産売却益 

土 地 1,475千円 

建 物 61,475千円 

合 計 62,950千円 
 

※３ 特別利益の主要項目 

――― 

※３ 特別利益の主要項目 

 固定資産売却益 

土 地 530千円

建 物 61,475千円

合 計 62,005千円

 

 投資有価証券売却益  11,000千円

 

※４ 特別損失の主要項目 

  固定資産売却損 

土 地 1,585千円 

 

 

※４ 特別損失の主要項目 

たな卸資産評価損失 1,042,226千円

投資有価証券評価損 3,680千円

投資有価証券売却損 2,629千円

 

※４ 特別損失の主要項目 

  土地取引損失    205,116千円

  固定資産売却損 

土  地 1,585千円

 
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 267,293千円 

無形固定資産 10,901千円 
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 268,814千円

無形固定資産 10,325千円

    

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 558,774千円

無形固定資産 21,618千円
 

※６     ―――  ※６ 通常の販売目的で保有するたな

卸資産の収益性の低下による簿価

切下額 

  売上原価     9,215千円

  特別損失   1,042,226千円

※６     ――― 
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前中間会計期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日 

前事業年度 
自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日 

７ 売上高及び売上原価の偏向につい

て 

 当社は、主に分譲マンションの販

売を行っており、マンション竣工後

に購入者へ引渡しが行なわれるた

め、開発時期や工期等により上半期

と下半期の業績に偏向を生じる場合

があります。 

 なお、当中間会計期間末に至る１

年間の売上高及び売上原価は次のと

おりであります。 

 売上高 
(千円) 

売上原価 
(千円) 

前事業年
度の下期 

20,189,889 16,121,415 

当中間 
会計期間 

11,440,894 8,486,846 

合計 31,630,784 24,608,262 
 

７ 売上高及び売上原価の偏向につい

て 

 同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 売上高 
(千円) 

売上原価
(千円) 

前事業年
度の下期

18,123,687 14,083,985

当中間 
会計期間

21,304,297 16,965,497

合計 39,427,984 31,049,483
 

７     ――― 
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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19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 前事業年度末 

株式数(株) 

当中間会計期間 

増加株式数(株) 

当中間会計期間 

減少株式数(株) 

当中間会計期間末 

株式数(株) 

発行済株式数  

普通株式 10,000,000 ― ― 10,000,000

合  計 10,000,000 ― ― 10,000,000

 

２．配当に関する事項 

（１）配当支払額 

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 25 日

定時株主総会 
普通株式 200,000 20 平成 19 年２月 28 日 平成19年５月28日

 

（２）基準日が当中間期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20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 前事業年度末 

株式数(株) 

当中間会計期間 

増加株式数(株) 

当中間会計期間 

減少株式数(株) 

当中間会計期間末 

株式数(株) 

発行済株式数  

普通株式 10,000,000 ― ― 10,000,000

合  計 10,000,000 ― ― 10,000,000

 

２．配当に関する事項 

（１）配当支払額 

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 20 年５月 27 日

定時株主総会 
普通株式 250,000 25 平成 20 年２月 29 日 平成20年５月28日

 

（２）基準日が当中間期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。 

 

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 前事業年度末 

株式数(株) 

当事業年度 

増加株式数(株) 

当事業年度 

減少株式数(株) 

当事業年度末 

株式数(株) 

発行済株式数  

普通株式 10,000,000 ― ― 10,000,000

合  計 10,000,000 ― ― 10,000,000
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２．配当に関する事項 

（１）配当支払額 

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 25 日

定時株主総会 
普通株式 200,000 20.00 平成 19 年２月 28 日 平成 19 年５月 28 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当事業年度後となるもの 

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20年５月27日

定時株主総会 
普通株式 

利益 

剰余金
250,000 25.00 平成20年２月29日 平成20年５月28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19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日 

前事業年度 
自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日 

１ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

 

（平成19年８月31日現在）

現金及び預金勘定 3,289,955千円 

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金
及び定期積金 

△1,967,616千円 

現金及び現金同等
物 

1,322,338千円 

 

２ 重要な非資金取引の内容 

有形固定資産からた
な卸資産への振替額 

490,251千円 
 

１ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

 

（平成20年８月31日現在）

現金及び預金勘定 4,287,843千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金
及び定期積金 

△1,703,378千円

現金及び現金同等
物 

2,584,464千円

 

２ 重要な非資金取引の内容 

有形固定資産からた
な卸資産への振替額

128,592千円

たな卸資産から有形
固定資産への振替額

1,957,489千円
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

 

（平成20年２月29日現在）

現金及び預金勘定 5,077,060千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金
及び定期積金 

△1,991,295千円

現金及び現金同等
物 

3,085,765千円

 

２ 重要な非資金取引の内容 

有形固定資産からた
な卸資産への振替額 

2,181,451千円

たな卸資産から有形
固定資産への振替額 

70,645千円
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(リース取引関係) 

前中間会計期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日 

前事業年度 
自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

 

(１)リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

(単位：千円) 

 
取得価額 

相当額 

減価償却

累計額

相当額

中間期末

残高 

相当額 

車両及び

運搬具 
7,799 5,849 1,949 

工具器具 

及び備品 
12,662 3,271 9,390 

合計 20,462 9,121 11,340 
 

 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 

(単位：千円)

 
取得価額

相当額

減価償却

累計額

相当額

中間期末

残高 

相当額

工具器具

及び備品
12,662 6,559 6,103

合計 12,662 6,559 6,103
 

 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 

(単位：千円)

 
取得価額 

相当額 

減価償却

累計額

相当額

期末残高

相当額

車両及び

運搬具 
7,799 7,149 649

工具器具 

及び備品 
12,662 4,915 7,747

合計 20,462 12,065 8,397
 

(２)未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年以内 5,329千円 

１年超 6,248千円 

合計 11,577千円 

 

(３)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 2,630千円 

減価償却費相当額 2,471千円 

支払利息相当額 150千円 

 

(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。 

 

(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。 

(２)未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年以内 3,333千円

１年超 2,915千円

合計 6,248千円

 

(３)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 2,409千円

減価償却費相当額 2,293千円

支払利息相当額 72千円

 

(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 

 同左 

(２)未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 3,996千円

１年超 4,589千円

合計 8,585千円

 

(３)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 5,738千円

減価償却費相当額 5,415千円

支払利息相当額 266千円

 

(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 

 同左 

（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 

区分 

前中間会計期間末 
平成19年８月31日現在 

当中間会計期間末 
平成20年８月31日現在 

前事業年度末 
平成20年２月29日現在 

取得原価 
中間 

貸借対照
表計上額

差額 取得原価
中間 

貸借対照
表計上額

差額 取得原価 
貸借対照
表計上額

差額 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

① 株式 34,691 42,216 7,524 29,556 17,848 △11,708 39,491 32,579 △6,912

② 債券   

国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

社債 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

③ その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

合 計 34,691 42,216 7,524 29,556 17,848 △11,708 39,491 32,579 △6,912

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

前中間会計期間末 
平成19年８月31日現在 

当中間会計期間末 
平成20年８月31日現在 

前事業年度末 
平成20年２月29日現在 

中間貸借対照表計上額 
（千円） 

中間貸借対照表計上額 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

その他有価証券    

 非上場株式 112,800 8,000 8,000

 社債 10,000 10,000 10,000

 その他 32,213 32,213 32,213

合 計 155,013 50,213 50,213

 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末 
平成19年８月31日現在 

当中間会計期間末 
平成20年８月31日現在 

前事業年度末 
平成20年２月29日現在 

 金利スワップ取引を行っております

が、いずれもヘッジ会計を適用してお

りますので注記の対象から除いており

ます。 

 同左  同左 

 

 

(持分法損益等) 

前中間会計期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日 

前事業年度 
自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日 

 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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(ストックオプション等関係) 

 

   該当事項はありません 

 

 

(企業結合等関係) 

 

   該当事項はありません 

 

 

(１株当たり情報) 

前中間会計期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日 

前事業年度 
自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日 

１株当たり純資産額 1,279円58銭

１株当たり中間純利益
金額 

65円45銭

 

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。 

 

 

１株当たり純資産額 1,416円98銭

１株当たり中間純利益
金額 

68円65銭

 

 同左 

１株当たり純資産額 1,374円66銭

１株当たり当期純利益
金額 

161円39銭

 

 同左 

 

(注)１ 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19年８月31日現在
当中間会計期間末 

平成20年８月31日現在 
前事業年度末 

平成20年２月29日現在

純資産の部の合計 （千円） 12,795,783 14,169,756 13,746,613 

純資産の部から控除する
金額 

（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間期末
(期末)純資産額 

（千円） 12,795,783 14,169,756 13,746,613 

中間期末(期末)の普通株
式数 

（株） 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

 

  ２ 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19年３月１日 
至平成19年８月31日 

当中間会計期間 
自平成20年３月１日 
至平成20年８月31日 

前事業年度 
自平成19年３月１日
至平成20年２月29日

中間(当期)純利益 （千円） 654,476 686,533 1,613,881 

普通株主に 
帰属しない金額 

（千円） ― ― ― 

普通株式に係る 
中間(当期)純利益 

（千円） 654,476 686,533 1,613,881 

普通株式の 
期中平均株式数 

（株） 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

 

 

 

(重要な後発事象) 

前中間会計期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日 

前事業年度 
自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日 

――― 

――― ――― 
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