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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第36期以前の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株引受権および新株予約権の残高があり

ますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため記載しておりません。 

回次 第36期中 第37期中 第38期中 第36期 第37期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 

至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高（千円） 5,335,521 7,464,740 9,098,522 11,699,091 15,458,156 

経常利益（千円） 202,914 217,117 94,086 452,300 491,078 

中間（当期）純利益（千円） 93,697 97,196 4,003 206,825 213,874 

持分法を適用した場合の投資利益又

は投資損失（△）（千円） 
－ － － － － 

資本金（千円） 353,625 802,625 809,250 453,625 808,250 

発行済株式総数（千株） 4,360 6,360 6,386 5,360 6,382 

純資産額（千円） 837,549 2,049,983 2,117,702 1,151,745 2,178,622 

総資産額（千円） 4,542,310 5,805,236 7,164,446 5,029,311 6,055,823 

１株当たり純資産額（円） 192.10 322.32 331.59 214.88 341.34 

１株当たり中間（当期）純利益

（円） 
21.49 15.46 0.63 45.47 33.79 

潜在株式調整後１株当たり中間 

（当期）純利益（円） 
－ 15.20 0.62 － 33.31 

１株当たり中間（年間）配当額

（円） 
－ － － 5.00 10.00 

自己資本比率（％） 18.4 35.3 29.6 22.9 36.0 

営業活動によるキャッシュ・フロー

（千円） 
△435,664 127,500 △216,401 404,282 341,590 

投資活動によるキャッシュ・フロー

（千円） 
△891,564 △345,846 △747,424 △1,395,066 △722,315 

財務活動によるキャッシュ・フロー

（千円） 
1,195,319 273,417 1,045,895 1,163,016 357,029 

現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高（千円） 
184,962 544,175 547,478 489,104 465,408 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）（人） 

681 

(1,576) 

804 

(2,248) 

964 

(2,345) 

742 

(1,718) 

883 

(2,372) 



２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における

異動もありません。 



３【関係会社の状況】 

  当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 



４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、就業人員（社外から当社への出向者を含む）であり、臨時雇用者数（ハートケア・登録従業

員）は、当中間会計期間につき、１人当たり１日８時間換算で計算した平均人員を（ ）外数で記載してお

ります。 

２．当中間会計期間中において従業員数が81名増加していますが、これは営業拠点の拡大および事業所毎の組織

強化に伴う増員によるものです。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 964（2,345）  



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、化学、輸送機械、一般機械といったＩＴ関連以外の業種の在庫調整が遅れてお

り、また過去最高値圏で推移する原油価格が企業業績に与える影響など不安材料はあるものの、設備投資が堅調に増加し

ており、個人消費も底堅く推移していることなどから、ようやく踊り場を脱却しつつあり、緩やかながら回復してまいり

ました。 

 介護業界においては、伸び率が鈍化傾向にあるものの介護保険市場の規模は拡大を続けております。また、今年６月に

改正介護保険法が国会で成立し、来年４月から施行される介護保険制度改正の骨格が明らかになり、当社のデイサービス

主体の展開が今後の介護予防の柱となることが明確になっているものの、まだ報酬改定の全容は明らかになっておりませ

ん。 

 このような状況のもと、当社はマーケットシェアの拡大を図るため、デイサービスを主体とした複合型サービス施設の

開発に積極的に取組み、当中間会計期間中に44ヵ所の新規出店を行い、新たに宮崎県、大分県、熊本県、滋賀県、三重

県、徳島県、愛媛県、和歌山県および香川県の９県に進出を果たしました。人材関連事業については、事業の拡充を図る

ため、平成17年４月大阪市に営業拠点を新設しました。介護保険市場の拡大に伴い、介護や医療現場へのスタッフ派遣ニ

ーズも増加傾向にありますので、積極的に対応してまいります。これによりまして、当中間会計期間末において、人材関

連事業３拠点を含め、41都道府県に287ヵ所の営業拠点を展開するに至っております。 

 以上の結果、当中間会計期間における売上高は9,098百万円（前年同期比21.9％増）となりました。部門別に見てみま

すと、在宅介護事業の売上高は8,151百万円（前年同期比20.0％増）となり、その内訳は、訪問介護売上3,142百万円（前

年同期比3.6％増）、通所介護（デイサービス）売上3,057百万円（前年同期比68.6％増）、訪問入浴介護売上1,316百万

円（前年同期比7.7％減）、居宅介護支援（ケアプラン作成）売上416百万円（前年同期比22.2％増）、その他売上219百

万円（前年同期比22.0％増）となりました。また、施設介護事業の売上高は631百万円（前年同期比30.3％増）、人材関

連事業の売上高は286百万円（前年同期比85.5％増）となり、その他の事業の売上高は29百万円（前年同期比8.3％減）と

なりました。 

 損益面におきましては、デイサービスをはじめとして44事業所を開設し積極的な事業拡大を行ったことなどから、投資

費用や新規事業所開設人件費等の影響により利益が圧迫され、当中間会計期間における経常利益は94百万円（前年同期比

56.7％減）、中間純利益は4百万円（前年同期比95.9％減）となりました。 

  

  

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、547百万円となり、前事業年度末に比べ

82百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は216百万円（前年同期は127百万円の収入）となりました。これは主に、税引前中間純利

益94百万円と減価償却費47百万円の計上、および未払金の増加95百万円や賞与引当金の増加66百万円等があったものの、

売上債権の増加145百万円および法人税等の支払198百万円等の結果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747百万円（前年同期比116.1％増）となりました。これは主に、定期預金の解約による

収入58百万円、貸付金（建設協力金）の回収による収入40百万円等があったものの、貸付による支出529百万円、定期預

金の預入による支出103百万円、敷金及び保証金の差入による支出171百万円等の結果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1,045百万円（前年同期比282.5％増）となりました。これは主に、短期借入金の増加に

よる500百万円、長期借入金の借入による収入1,100百万円等に対し、長期借入金の返済による支出493百万円ならびに配

当金の支払63百万円等の結果によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社は、在宅介護事業、施設介護事業を中心に介護サービス事業を行っており、製造技術の特徴を持たないた

め、該当事項はありません。 

(2）受注実績 

 当社は、在宅介護事業、施設介護事業を中心に介護サービス事業を行っており、製造技術の特徴を持たないた

め、該当事項はありません。 

(3）販売実績 

当中間会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．在宅介護事業のその他には、福祉用具貸与・販売売上、緊急通報システム売上等が含まれております。 

３．その他の事業には、ヘルパー１級および２級養成講座等が含まれております。 

４．前中間会計期間および当中間会計期間の主要な販売先および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の

とおりであります。 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

事業部門別 
当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

在宅介護事業     

訪問介護（千円） 3,142,622 103.6 

通所介護（デイサービス）（千円） 3,057,444 168.6 

訪問入浴介護（千円） 1,316,342 92.3 

居宅介護支援（ケアプラン作成）（千円） 416,136 122.2 

その他（千円） 219,311 122.0 

小計（千円） 8,151,857 120.0 

施設介護事業（千円） 631,005 130.3 

人材関連事業（千円） 286,282 185.5 

その他の事業（千円） 29,377 91.7 

合計（千円） 9,098,522 121.9 

相手先 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

神奈川県国民健康保険団体連合会 2,014,702 27.0 2,165,681 23.8 

新潟県国民健康保険団体連合会 804,767 10.8 1,006,265 11.1 



３【対処すべき課題】 

(1)重要な変更 

当中間会計期間において、当社の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。 

(2)新たに生じた課題 

当中間会計期間において、以下の課題が新たに生じております。 

 ① 経営体質の改善における課題 

 平成18年度から実施予定の介護保険制度の改正ならびに介護報酬の改定により、当社を取り巻く経営環境は

一層厳しさを増すことが予想されるので、経営体質を改善し収益基盤の強化に取組んでまいります。具体的に

は、他社との競争激化などから業績が伸び悩んでいる事業所を重点的に経営幹部が巡回指導し、集客のための

営業強化や事業所運営の改善に取組んでまいります。更に全社的にコストの見直しを行い、利益を生まないコ

ストを対象にムダを排除し、コスト削減に取組んでまいります。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 



５【研究開発活動】 

 当中間会計期間において、該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

  当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 



２【設備の新設、除却等の計画】 

（１）重要な設備の新設 

当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は、次のとおりであります。 

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。  

２．当社の事業所については賃借を原則としており、投資予定額には敷金・保証金および長期貸付金（建設協

力金）が含まれております。 

３．完成後の増加能力につきましては、算定が困難であるため記載しておりません。  

（２）重要な設備の除却 

該当事項はありません。 

事業所名 所在地 

事業の部

門別の名

称 

設備の内

容 

投資予定金額(千円) 資金調達

方法 

着手および完了予定年月 完成後の

増加能力 総額 既支払額 着手 完了 

北海道・東北・

新潟県           

札幌太平グルー

プホーム 

他14事業所  

北海道札

幌市他 

在宅・施

設介護事

業 

事業所新

設 795,800 93,300  借入金 

 平成17年 

６月 

 平成18年 

12月 ―  

関東（神奈川県

を除く）           

ザ・サンシャイ

ン吉川 

他16事業所  

埼玉県吉

川市他 

在宅・施

設介護事

業 

事業所新

設 1,463,236 125,000  借入金 

 平成17年 

６月  

平成19年 

５月  ―  

神奈川県           

ザ・サンシャイ

ン三浦 

他13事業所  

神奈川県

三浦市他 

在宅・施

設介護事

業 

事業所新

設 759,994 72,900  借入金 

平成17年 

７月  

平成18年 

12月  ―  

 中部（京都府を

含む）          

ザ・サンシャイ

ン富士 

他９事業所  

静岡県富

士市他 

在宅・施

設介護事

業 

事業所新

設 1,091,375 83,175  借入金 

平成17年 

７月   

平成18年 

12月   ―  

西日本           

ザ・サンシャイ

ン生野 

他17事業所 

大阪市生

野区他 

在宅・施

設介護事

業 

事業所新

設 1,126,016 21,500  借入金 

平成17年 

６月   

 平成20月 

２月 ―  

合計 5,236,421 395,875  ―  ―  ― ―  



 （３）完了 

当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設について、完了したものは次のとおりで

あります。 

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。  

２．当社の事業所については賃借を原則としており、投資予定額には敷金・保証金および長期貸付金（建設協力

金）が含まれております。 

３．完成後の増加能力につきましては、算定が困難であるため記載しておりません。 

事業所名 所在地 

事業の部門別の

名称 設備の内容

投資額 

(千円) 完了年月 

完成後の

増加能力

北海道・東北・新潟県        

 大街道グループホーム 

 他８事業所 

宮城県石巻市

他 

在宅・施設介護

事業  事業所新設 39,000  平成17年９月 ―  

関東（神奈川県を除く）        

 秋津デイサービスセンター 

 他９事業所 

東京都清瀬市

他 在宅介護事業  事業所新設 45,000  平成17年９月 ―  

神奈川県        

 秦野デイサービスセンター 

 他１事業所 

神奈川県秦野

市他 在宅介護事業  事業所新設 11,000  平成17年９月 ―  

中部（京都府を含む）        

 和歌山中之島デイサービスセンター 

 他10事業所 

和歌山県和歌

山市他 在宅介護事業  事業所新設 50,000  平成17年９月 ―  

西日本        

 那覇デイサービスセンター 

 他15事業所 

沖縄県那覇市

他 在宅介護事業  事業所新設 64,000  平成17年９月 ―  



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成17年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発

行されたものは含まれておりません。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 15,300,000 

計 15,300,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月22日） 

上場証券取引所名また
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 6,386,500 6,387,000 ジャスダック証券取引所 

権利内容に何

ら限定のない

当社における

標準となる株

式 

計 6,386,500 6,387,000 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権 

（平成14年８月29日臨時株主総会決議） 

 （注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、既に発行した株式数および当

社の取締役または従業員の地位を喪失した者に付与されていた新株予約権の株数を減じた新株発行予定残数

を記載しております。 

２．(1）本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役また

は従業員でなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役もしくは監査役が任期満了

により退任した場合もしくは従業員が定年により退職した場合もしくはその他これらに準じる正当な理

由がある場合は、この限りではない。 

(2）本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 

(3）本新株予約権者が行使できる本新株予約権の行使回数は１回に限る。 

(4）前項の規定にかかわらず、本新株予約権者は、当社の普通株式にかかる株券（以下「当社株券」とい

う。）が店頭売買有価証券として日本証券業協会に登録された後または当社株券が日本国内の証券取引

所に上場された後１ヵ月の期間が経過するまで、本新株予約権を行使することができない。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）１．新株予約権の行使による増加であります。 

 ２．平成17年10月１日から平成17年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が500株、資

本金が125千円および資本準備金が125千円増加しております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,085 1,075 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 108,500（注）１ 107,500（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 500 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年10月１日から 

平成19年９月28日まで 

同左 

  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格および資本組入額（円） 

発行価格   500 

資本組入額  250 

同左 

  

新株予約権の行使の条件 （注）２ （注）２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

当社の新株予約権を譲渡

するには取締役会の承認

を要する。 

同左 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成17年４月１日 

 ～平成17年９月30日 

（注）１ 

4,000 6,386,500 1,000 809,250 1,000 828,450 



(4）【大株主の状況】 

（注）上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式は全て信託業務に係るものであります。 

  平成17年９月30日現在

氏名または名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

津久井 督六 横浜市港南区日限山４－３－６ 1,642 25.71 

津久井 宏 横浜市港南区大久保１－12－16－402 1,023 16.02 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社 
東京都中央区晴海１－８－11 359 5.62 

ツクイ従業員持株会 横浜市港南区上大岡西１－６－１ 271 4.24 

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２－27－２ 150 2.35 

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１－２－１ 100 1.57 

津久井 わかゑ 横浜市港南区日限山４－３－６ 70 1.10 

株式会社しんきん信託銀行  東京都中央区京橋２-14-１  61 0.97 

深松 賢江 山梨県甲斐市玉川1380 51 0.80 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１－13－１ 50 0.78 

計 － 3,778 59.16 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれております。 

②【自己株式等】 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式6,386,500 63,865 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 6,386,500 － － 

総株主の議決権 － 63,865 － 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名ま
たは名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ －  － －  － －  

計 －  － －  － －  



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1）新任役員 

該当事項はありません。 

(2）退任役員 

(3）役職の異動 

  該当事項はありません。 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 1,273 1,193 1,085 1,040 1,036 1,115 

最低（円） 1,065 1,000 995 998 980 980 

役名 職名  氏名 退任年月日 

 監査役  ―  松本 寿吉郎  平成17年９月30日 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

  ただし、前中間会計期間（平成16年４月1日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令５号）附則第３項のた

だし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日ま

で）および当中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査

法人による中間監査を受けております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【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16年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17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 ※２   765,955 668,003   546,426 

２．売掛金     1,831,699 1,969,912   1,824,477 

３．貯蔵品     26,267 40,039   32,093 

４．繰延税金資産     89,167 96,750   79,251 

５．未収入金     178,044 278,634   217,986 

６．その他     221,872 329,992   225,349 

貸倒引当金     △5,000 △9,000   △7,000 

流動資産合計     3,108,007 53.5 3,374,332 47.1   2,918,585 48.2

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１         

(1）建物 ※２   686,631 601,281   643,945 

(2）土地 ※２   207,956 207,956   207,956 

(3）その他     48,876 110,486   44,882 

有形固定資産合計     943,463 919,724   896,784 

２．無形固定資産     30,735 37,911   33,295 

３．投資その他の資産           

(1）長期貸付金     663,602 1,389,191   989,701 

(2）繰延税金資産     17,349 29,147   19,016 

(3）敷金保証金 ※２   902,955 1,182,992   1,023,823 

(4）その他     139,121 231,144   174,616 

投資その他の資産
合計 

    1,723,029 2,832,476   2,207,158 

固定資産合計     2,697,228 46.5 3,790,113 52.9   3,137,238 51.8

資産合計     5,805,236 100.0 7,164,446 100.0   6,055,823 100.0

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17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．買掛金     12,429 13,393   12,703 

２．短期借入金 ※２   ― 500,000   ― 

３．一年以内返済予定
長期借入金 

※２   723,227 808,557   776,361 

４．一年以内償還予定
社債 

    100,000 ―   ― 

５．未払金 ※３   675,107 852,278   741,992 

６．未払法人税等     195,869 144,203   247,971 

７．賞与引当金     143,847 163,206   97,079 

８．その他     194,075 197,656   190,865 

流動負債合計     2,044,556 35.2 2,679,296 37.4   2,066,973 34.1

Ⅱ 固定負債           

１．社債     400,000 400,000   400,000 

２．長期借入金 ※２   844,077 1,538,020   963,305 

３．退職給付引当金     51,762 69,742   57,177 

４．長期前受金     401,311 343,635   374,499 

５．その他     13,544 16,049   15,247 

固定負債合計     1,710,695 29.5 2,367,447 33.0   1,810,228 29.9

負債合計     3,755,252 64.7 5,046,743 70.4   3,877,201 64.0

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     802,625 13.8 809,250 11.3   808,250 13.3

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金   821,825   828,450 827,450   

資本剰余金合計     821,825 14.2 828,450 11.6   827,450 13.7

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金   1,993   1,993 1,993   

２．任意積立金   8,627   7,402 8,627   

３．中間（当期）未処
分利益 

  412,524   470,606 529,203   

利益剰余金合計     423,145 7.3 480,002 6.7   539,823 8.9

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    2,388 0.0 ― ―   3,098 0.1

資本合計     2,049,983 35.3 2,117,702 29.6   2,178,622 36.0

負債資本合計     5,805,236 100.0 7,164,446 100.0   6,055,823 100.0

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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     7,464,740 100.0 9,098,522 100.0   15,458,156 100.0

Ⅱ 売上原価     6,696,020 89.7 8,198,799 90.1   13,881,666 89.8

売上総利益     768,720 10.3 899,723 9.9   1,576,490 10.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    478,710 6.4 788,845 8.7   992,035 6.4

営業利益     290,009 3.9 110,877 1.2   584,454 3.8

Ⅳ 営業外収益 ※１   10,041 0.1 19,060 0.2   21,944 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２   82,933 1.1 35,851 0.4   115,321 0.7

経常利益     217,117 2.9 94,086 1.0   491,078 3.2

Ⅵ 特別利益 ※３   16,297 0.2 6,849 0.1   16,297 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４   1,404 0.0 6,554 0.1   1,742 0.0

税引前中間(当期)
純利益 

    232,010 3.1 94,382 1.0   505,632 3.3

法人税、住民税及
び事業税 

  171,731   115,883 320,912   

法人税等調整額   △36,917 134,814 1.8 △25,504 90,378 1.0 △29,154 291,758 1.9

中間(当期)純利益     97,196 1.3 4,003 0.0   213,874 1.4

前期繰越利益     315,328 466,603   315,328 

中間（当期）未処
分利益 

    412,524 470,606   529,203 

            



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    

前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17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16年４月１日 
至 平成17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 

        

税引前中間（当期）純利益   232,010 94,382 505,632 

減価償却費   53,070 47,133 107,386 

貸倒引当金の増加額   1,000 2,000 3,000 

賞与引当金の増加額   77,801 66,126 31,034 

退職給付引当金の増減額   △288 12,565 5,125 

受取利息及び受取配当金   △3,790 △7,577 △9,199 

支払利息   30,833 28,154 56,343 

役員退職慰労引当金戻入益   △16,297 ― △16,297 

有形固定資産除却損   1,404 6,554 1,742 

投資有価証券売却益   ― △6,849 ― 

売上債権の増加額   △326,618 △145,434 △319,396 

未収入金の増加額   △6,110 △60,648 △46,052 

たな卸資産の増加額   △1,285 △7,945 △7,111 

その他の流動資産の増加額   △57,062 △81,850 △39,401 

仕入債務の増減額   △739 690 △465 

未払金の増加額   45,010 95,931 115,534 

その他の流動負債の増減額   109,177 △6,972 130,715 

長期前受金の増減額   153,615 △30,863 126,802 

その他の固定負債の増加額   1,237 802 2,940 

小計   292,967 6,197 648,334 

利息及び配当金の受取額   3,794 7,577 9,225 

利息の支払額   △30,028 △31,259 △54,750 

法人税等の支払額   △139,232 △198,916 △261,218 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  127,500 △216,401 341,590 

 



    

前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17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16年４月１日 
至 平成17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 

        

定期預金の預入による支出   △190,283 △103,011 △278,806 

定期預金の解約による収入   145,258 58,004 374,542 

有形固定資産の取得による支
出 

  △11,567 △69,211 △22,662 

敷金及び保証金の差入による
支出 

  △134,577 △171,436 △269,641 

敷金及び保証金の返還による
収入 

  7,184 2,892 10,672 

貸付による支出   △194,600 △529,075 △606,100 

貸付金の回収による収入   17,984 40,671 44,980 

投資有価証券の売却による収
入  

  ― 11,975 ― 

その他   14,755 11,765 24,699 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △345,846 △747,424 △722,315 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

短期借入金増減額   △40,000 500,000 △40,000 

長期借入金の借入による収入   ― 1,100,000 500,000 

長期借入金の返済による支出   △486,983 △493,089 △814,621 

株式の発行による収入   827,200 2,000 838,450 

社債の償還による支出   ― ― △100,000 

配当金の支払額   △26,800 △63,015 △26,800 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  273,417 1,045,895 357,029 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額 

  ― ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   55,071 82,069 △23,695 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   489,104 465,408 489,104 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

※1 544,175 547,478 465,408 

          



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16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準および評

価方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定して

おります。） 

(1）有価証券 

 同左 

(1）有価証券 

 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（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定しており

ます。） 

  (2）デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

(2）デリバティブ 

 同左 

(2）デリバティブ 

 同左 

  (3）たな卸資産 

貯蔵品  最終仕入原価法によ

っております。 

(3）たな卸資産 

 同左 

(3）たな卸資産 

 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。た

だし、平成10年度の税制改正に

伴い、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物     ７年～35年 

構築物    10年～20年 

車両運搬具  ３年～６年 

工具器具備品 ２年～20年 

(1）有形固定資産 

 

 

 

 同左 

(1）有形固定資産 

 

 

 

 同左 

  (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

 

 

 同左 

(2）無形固定資産 

 

 

 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備え

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。 

(1）貸倒引当金 

 

 

 同左 

(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出に

備えるため、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 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (3）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。 

 数理計算上の差異について

は、各期の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（３年）による按分額

をそれぞれ発生の翌期より費用

処理しております。 

(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計上

しております。 

 数理計算上の差異について

は、各期の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（３年）による按分額

をそれぞれ発生の翌期より費用

処理しております。 

        

  (4）役員退職慰労引当金 

────── 

（追加情報） 

 役員退職慰労金は、従来内規

に基づき計算される支給額を基

準として支払うこととしており

ましたが、平成16年６月11日の

取締役会決議により、今後退任

役員に対し退職慰労金を支給し

ないことを決定し、これに伴い

役員退職慰労引当金に係る内規

も廃止いたしました。 

 従来、役員退職慰労金に係る

内規に基づき計算される期末要

支給額を役員退職慰労引当金と

して計上しておりましたが、上

記決議に基づき当中間会計期間

より役員退職慰労引当金の繰入

を中止するとともに、前事業年

度末の役員退職慰労引当金残高

（16,297千円）を特別利益とし

て戻入処理しております。 

────── 

  

  

(4）役員退職慰労引当金 

────── 

（追加情報） 

 役員退職慰労金は、従来内規

に基づき計算される支給額を基

準として支払うこととしており

ましたが、平成16年６月11日の

取締役会決議により、今後退任

役員に対し退職慰労金を支給し

ないことを決定し、これに伴い

役員退職慰労引当金に係る内規

も廃止いたしました。 

 従来、役員退職慰労金に係る

内規に基づき計算される期末要

支給額を役員退職慰労引当金と

して計上しておりましたが、上

記決議に基づき当事業年度より

役員退職慰労引当金の繰入を中

止するとともに、前事業年度末

の役員退職慰労引当金残高

（16,297千円）を特別利益とし

て戻入処理しております。 

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 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用してお

ります。 

(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 

 当中間会計期間にヘッジ会計

を適用したヘッジ手段とヘッジ

対象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

用したヘッジ手段とヘッジ対象

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 

 当社の内規である「資金運用

管理規程」に基づき、主に金利

変動リスクをヘッジしておりま

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

件を満たしているため、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 

 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 

同左 

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

預金およ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ヵ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。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

      

      ────── 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））および「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10月

31日 企業会計基準適用指針第６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。 

       

     

      ────── 



表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

（中間貸借対照表） 

 「長期前受金」は、前中間会計期間まで、固定負債の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計

期間末において資産の総額の100分の５を超えたため区分

掲記しました。 

 なお、前中間会計期間末の「長期前受金」の金額は

4,759千円であります。 

  

（中間キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「長期前受金の

増加額」は、前中間会計期間は「その他の固定負債の増

加額」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が

増したため区分掲記しております。 

 なお、前中間会計期間の「その他の固定負債の増加

額」に含まれている「長期前受金の増加額」は4,759千円

であります。 

  

 営業活動によるキャッシュ・フローの「未収還付法人

税の減少額」は、当中間会計期間において金額的重要性

が乏しくなったため「その他の流動資産の増加額」に含

めて表示しております。 

 なお、当中間会計期間の「その他の流動資産の増加

額」に含まれている「未収還付法人税の減少額」は184千

円であります。 

  

 投資活動によるキャッシュ・フローの「敷金及び保証

金の差入による支出」と「敷金及び保証金の返還による

収入」は、前中間会計期間は「その他」に含めて表示し

ておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記し

ております。 

 なお、前中間会計期間の「その他」に含まれている

「敷金及び保証金の差入による支出」は236,922千円、

「敷金及び保証金の返還による収入」は6,400千円であり

ます。 

 

 

────── 



追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

外形標準課税 

 「地方税等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月1日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（平成16年２月13日 

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が24,148千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益が

24,148千円減少しております。 

       

      ────── 

外形標準課税 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月1日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の

取扱い」（平成16年２月13日 企業

会計基準委員会 実務対応報告第12

号）に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。こ

の結果、販売費及び一般管理費が

49,055千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益が49,055

千円減少しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

284,564千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

      376,860千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

       334,162千円 

※２ 担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

※２ 担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

※２ 担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

現金及び預金 23,036千円

建物 96,704千円

土地 197,403千円

敷金保証金 10,059千円

合計 327,203千円

建物   92,828千円

土地 148,704千円

敷金保証金 10,059千円

合計 251,593千円

現金及び預金 23,037千円

建物 95,030千円

土地 197,403千円

敷金保証金 10,059千円

合計 325,531千円

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。 

一年以内返済予定 

長期借入金 
252,295千円

長期借入金 286,841千円

合計 539,136千円

短期借入金 100,000千円

一年以内返済予定 

長期借入金 
200,000千円

長期借入金 670,000千円

合計 970,000千円

一年以内返済予定 

長期借入金 
301,629千円

長期借入金 595,335千円

合計 896,964千円

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等および仮受消費税等は、

相殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「未払金」に含めて表

示しております。 

  

※３ 消費税等の取扱い 

 

同左 

※３ 消費税等の取扱い 

 

────── 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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

受取利息 3,732千円

雇用奨励金 2,192千円

保険金収入 1,605千円

受取利息 7,491千円

保険解約金 4,423千円

雇用奨励金 3,115千円

受取利息 9,142千円

雇用奨励金 3,089千円

保険金収入   3,606千円

受取手数料 2,585千円

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

支払利息 30,833千円

障害者雇用納付金 3,400千円

株式公開関連費用 44,636千円

社債利息 2,231千円

支払利息   28,154千円

障害者雇用納付金 3,700千円

社債利息  1,651千円

       

支払利息 56,343千円

障害者雇用納付金 6,400千円

株式公開関連費用 44,636千円

社債利息 4,407千円

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

役員退職慰労引当金戻

入益 
16,297千円

投資有価証券売却益 6,849千円 役員退職慰労引当金戻

入益 
16,297千円

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

固定資産除却損 1,404千円 固定資産除却損 6,554千円 固定資産除却損   1,742千円

５  減価償却実施額 ５  減価償却実施額 ５  減価償却実施額 

有形固定資産 52,858千円

無形固定資産 212千円

有形固定資産  46,108千円

無形固定資産 1,024千円

有形固定資産  106,654千円

無形固定資産 732千円



（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16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31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 

※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 

※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 

現金及び預金勘定 765,955千円

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金 
△221,780千円

現金及び現金同等物 544,175千円

現金及び預金勘定   668,003千円

投資その他の資産・そ

の他（長期性預金） 
5,500千円

 計 673,503千円

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金 
  △126,025千円

現金及び現金同等物 547,478千円

現金及び預金勘定 546,426千円

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金 
△81,018千円

現金及び現金同等物 465,408千円



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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

却累計額相当額および中間期末残高相

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

却累計額相当額および中間期末残高相

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

却累計額相当額および期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

車両運搬具 850,222 348,087 502,135 

工具器具備品 971,924 316,521 655,403 

ソフトウェア 3,950 3,291 658 

合計 1,826,097 667,900 1,158,196 

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

車両運搬具 771,127 345,700 425,427

工具器具備品 951,581 359,545 592,035

ソフトウェア 224,629 124,987 99,641

合計 1,947,338 830,232 1,117,105

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

車両運搬具 985,936 441,239 544,696

工具器具備品 1,066,633 402,376 664,256

ソフトウェア 3,950 3,686 263

合計 2,056,520 847,303 1,209,216

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

１年内 350,317千円

１年超 818,965千円

合計 1,169,283千円

１年内 384,555千円

１年超 746,313千円

合計 1,130,868千円

１年内 381,411千円

１年超 845,673千円

合計 1,227,084千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額およ

び支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額およ

び支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額およ

び支払利息相当額 

支払リース料 195,330千円

減価償却費相当額 181,529千円

支払利息相当額 17,642千円

支払リース料 207,934千円

減価償却費相当額  195,529千円

支払利息相当額   13,862千円

支払リース料 403,394千円

減価償却費相当額 382,735千円

支払利息相当額 32,175千円

(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）利息相当額の計算方法 

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）利息相当額の計算方法 

同左 

(5）利息相当額の計算方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

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

      

１年内 16,494千円

１年超 48,980千円

合計 65,474千円

１年内 72,898千円

１年超 189,797千円

合計 262,696千円

１年内 23,106千円

１年超 64,726千円

合計 87,833千円



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成16年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行うこととしております。 

当中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

              該当事項はありません。 

前事業年度末（平成17年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行うこととしております。 

  取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 5,130 9,158 4,028 

合計 5,130 9,158 4,028 

  取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

株式 5,130 10,355 5,225 

合計 5,130 10,355 5,225 



（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末（平成16年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益の状況 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

当中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益の状況 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

前事業年度末（平成17年３月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益の状況 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自平成16年４月１日 至平成16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17年４月１日 至平成17年９月30日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

該当事項はありません。 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

金利 キャップ取引 300,000 35 115 

合計 300,000 35 115 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

金利 キャップ取引 200,000 0 △1 

合計 200,000 0 △1 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

金利 キャップ取引 300,000 1 △148 

合計 300,000 1 △148 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益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16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 322円32銭

１株当たり中間純利益 15円46銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益 

15円20銭

１株当たり純資産額   331円59銭

１株当たり中間純利益  0円63銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益 

0円62銭

１株当たり純資産額    341円34銭

１株当たり当期純利益   33円79銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

  33円31銭

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

損益計算書上の中間（当期）純利益 

（千円） 
97,196 4,003 213,874 

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） 
97,196 4,003 213,874 

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,288 6,384 6,329 

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） 105 60 91 

（うち新株予約権方式によるストックオ

プション制度） 
(105) (60) (91) 



（重要な後発事象） 

     該当事項はありません。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書およびその添付書類 

 事業年度（第37期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月29日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書

    平成16年12月15日

株式会社ツクイ     

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 宮 直仁   印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 山本 守   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ツクイの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第37期事業年度の中間会計期間（平成16年４月１日から平成16

年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ツクイの平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成16年４月１日か

ら平成16年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

※上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書

    平成17年12月12日

株式会社ツクイ     

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 宮 直仁   印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 山本 守   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ツクイの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平成17

年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ツクイの平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

※上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管

しております。 
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