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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、中間連結会計期間等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．持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△）については、関連会社がないため記載しておりませ

ん。  

４．第38期と第39期中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するもの

の、１株当たり中間（当期）純損失であるため記載しておりません。 

回次 第37期中 第38期中 第39期中 第37期 第38期 

会計期間 

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18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高（千円） 7,464,740 9,098,522 11,548,857 15,458,156 19,085,224 

経常利益又は経常損失（△）（千

円） 
217,117 94,086 △70,263 491,078 △49,228 

中間（当期）純利益又は中間（当

期）純損失（△）（千円） 
97,196 4,003 △116,105 213,874 △148,868 

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） 802,625 809,250 810,250 808,250 809,500 

発行済株式総数（千株） 6,360 6,386 6,390 6,382 6,387 

純資産額（千円） 2,049,983 2,117,702 1,786,777 2,178,622 1,965,258 

総資産額（千円） 5,805,236 7,164,446 9,037,924 6,055,823 8,315,969 

１株当たり純資産額（円） 322.32 331.59 279.60 341.34 307.68 

１株当たり中間（当期）純利益又は

中間（当期）純損失（△）（円） 
15.46 0.63 △18.17 33.79 △23.31 

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株当たり配当額（円） － － － 10.00 10.00 

自己資本比率（％） 35.3 29.6 19.8 36.0 23.6 

営業活動によるキャッシュ・フロー

（千円） 
127,500 △216,401 49,588 341,590 △398,594 

投資活動によるキャッシュ・フロー

（千円） 
△345,846 △747,424 △277,109 △722,315 △1,544,657 

財務活動によるキャッシュ・フロー

（千円） 
273,417 1,045,895 251,769 357,029 2,171,353 

現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高（千円） 
544,175 547,478 717,759 465,408 693,510 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）（人） 

804 

(2,248) 

964 

(2,345) 

1,236 

(3,649) 

883 

(2,372) 

1,054 

(2,983) 



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182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あります。 

(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18年９月30日現在

従業員数（人） 1,236 (3,649)  



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、民需主導に牽引される形で回復基調は継続し、企業収益の改善による民間設備

投資の増加や雇用状況の改善等、今後の景気拡大が予想される状況で推移いたしました。しかしながら、米国景気には減

速感が出ており、原油価格の高騰等を要因とする原材料費および人件費コストの上昇懸念もあり、先行きは未だ不透明な

部分が残る状況となっております。 

 福祉業界におきましては、介護保険制度の改正から半年が経過し、制度面での理解は進んだものの、介護報酬の引き下

げによる影響を受ける企業が多くなっております。さらに、異業種からの参入や好調企業の出店加速によるシェア争いは

続いており、状況は依然として楽観視できないものとなっております。 

 こうした状況のもと、当社は有料老人ホームを中心とした居住系介護事業および人材派遣事業の開発に積極的に取り組

み、５月に埼玉県吉川市および神奈川県三浦市に、また８月に静岡県富士市にそれぞれ開設した有料老人ホームや当中間

会計期間に宮城県仙台市、兵庫県神戸市、静岡県静岡市、千葉県千葉市、広島県広島市、北海道札幌市、神奈川県厚木市

に開設した人材派遣の拠点など18ヵ所の設備投資を行いました。これによりまして当中間会計期間末における当社の営業

拠点は43都道府県348ヵ所となりました。 

 以上の結果、当中間会計期間における売上高は11,548百万円（前年同期比26.9％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9,577百万円（前年同期比17.5％増）となり、その内訳は、通所介護（デイサービス）売

上4,420百万円（前年同期比44.6％増）、訪問介護売上3,136百万円（前年同期比0.2％減）、訪問入浴介護売上1,273百万

円（前年同期比3.2％減）、居宅介護支援（ケアプラン作成）売上534百万円（前年同期比28.5％増）、その他売上211百

万円（前年同期比3.6％減）となりました。また、居住系介護事業の売上高は1,248百万円（前年同期比97.9％増）、人材

関連事業の売上高は700百万円（前年同期比144.8％増）となり、その他の事業の売上高は22百万円（前年同期比25.0％

減）となりました。 

 損益面におきましては、前期に新規開設したデイサービスセンターやグループホームについては売上を伸ばしているも

のの、施設稼動としては立上がり途上にあります。また有料老人ホームを中心とした出店経費負担増から、当中間会計期

間における経常損失は70百万円（前年同期は94百万円の経常利益）、中間純損失は116百万円（前年同期は4百万円の中間

純利益）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、717百万円となり、前事業年度末に比べ

24百万円増加しました。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） 

 営業活動の結果得られた資金は49百万円（前年同期は216百万円の資金減）となりました。これは主に、長期前受金の

増加246百万円と未払金の増加109百万円に対し、税引前中間純損失83百万円と売上債権の増加295百万円および未収入金

の増加81百万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277百万円（前年同期比62.9％減）となりました。これは主に、貸付金（建設協力金）

の回収による収入74百万円に対し、貸付による支出327百万円、敷金及び保証金の差入による支出31百万円等の結果によ

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251百万円（前年同期比75.9％減）となりました。これは主に、長期借入金の借入によ

る収入926百万円と社債の発行による収入984百万円に対し、短期借入金の純減少額1,200百万円、長期借入金の返済によ

る支出397百万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、居住系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、居住系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）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．当該販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10未満のため、記載を省略しております。 

事業部門別 
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

在宅介護事業     

通所介護（デイサービス）（千円） 4,420,525 144.6 

訪問介護（千円） 3,136,805 99.8 

訪問入浴介護（千円） 1,273,945 96.8 

居宅介護支援（ケアプラン作成）（千円） 534,749 128.5 

その他（千円） 211,381 96.4 

小計（千円） 9,577,407 117.5 

居住系介護事業（千円） 1,248,545 197.9 

人材関連事業（千円） 700,876 244.8 

その他の事業（千円） 22,028 75.0 

合計（千円） 11,548,857 126.9 

相手先 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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 2,165,681 23.8 2,286,514 19.8 

新潟県国民健康保険団体連合会 1,006,265 11.1 （注２）  ―  ―  



３【対処すべき課題】 

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および新たに生じた課題はあり

ません。 

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           

ザ・サンシャイ

ン上越 

他３事業所 

新潟県上

越市他 

在宅介

護・居住

系介護事

業 

事業所新

設 237,449 10,000 借入金 

 平成18年 

４月 

 平成20年 

２月 ―  

 関東（神奈川県

を除く）          

ザ・サンシャイ

ン古河 

他６事業所 

茨城県古

河市他 

在宅介

護・居住

系介護・

人材派遣

事業 

事業所新

設 168,220 457  借入金 

平成18年 

９月  

 平成19年 

９月  ― 

 神奈川県          

ザ・サンシャイ

ン小田原 

他１事業所 

神奈川県

小田原市

他 

居住系介

護事業  

事業所新

設 416,014 ―  借入金 

平成19年 

１月  

 平成20年 

３月  ― 

中部（京都府を

含む）           

ザ・サンシャイ

ン御殿場 

他４事業所 

静岡県御

殿場市他 

居住系介

護・人材

派遣事業 

事業所新

設 845,373 ―  借入金 

平成18年 

10月  

 平成20年 

３月  ― 

 西日本          

ザ・サンシャイ

ン大東 

他４事業所  

大阪府大

東市他 

居住系介

護・人材

派遣事業 

事業所新

設 470,269 140,622  借入金 

平成18年 

４月  

 平成19年 

６月  ― 

合計 2,137,326 151,079 ―  ―  ―   ― 



 （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        

 人材派遣新潟支店 

 他１事業所 

新潟県新潟市

他 人材派遣事業  事業所新設 5,680 平成18年９月  ―  

関東（神奈川を除く）        

 蘇我グループホーム 

 他２事業所 

千葉県千葉市

他 

在宅介護・人

材派遣事業  事業所新設 15,842 平成18年５月  ―  

 神奈川県       

 ザ・サンシャイン三浦 

 他３事業所 

神奈川県三浦

市他 

在宅介護・居

住系介護・人

材派遣事業  事業所新設 62,874 平成18年８月  ―  

中部（京都府を含む）        

 ザ・サンシャイン富士 

 他１事業所 

静岡県富士市

他 

居住系介護・

人材派遣事業  事業所新設 115,117  平成18年９月 ―  

西日本        

  人材派遣広島支店  広島県広島市  人材派遣事業  事業所新設 2,849  平成18年４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18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 発行可能株式総数（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18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18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 6,390,500 6,390,500 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 6,390,500 6,390,500 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第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）新株予約権の行使による増加であります。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 950 945 

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） 95,000（注）１ 94,500（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 

代用払込みに関する事項  ―  ―  

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18年４月１日 

～平成18年９月30日 

（注） 

3,000 6,390,500 750 810,250 750 829,450 



(4）【大株主の状況】 

（注）上記日本マスタートラスト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18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 1,642 25.69 

津久井 宏 横浜市港南区 1,146 17.93 

ツクイ従業員持株会 横浜市港南区上大岡西１－６－１ 267 4.19 

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 

株式会社横浜銀行 横浜市西区みなとみらい３－１－１ 105 1.65 

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 1.56 

日本マスタートラスト信託

銀行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２－11－３ 93 1.47 

津久井 わかゑ 横浜市港南区 76 1.20 

ステート ストリート バ

ンク アンド トラスト カ

ンパニー 505025 

[常任代理人 株式会社みず

ほコーポレート銀行兜町証

券決済業務室] 

 P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A

  

（東京都中央区日本橋兜町６－７） 

  

  

61 

 

 

 

 

0.96 

 

 

 

 

オカサン アジア クライ

アント 

[常任代理人 岡三証券株式

会社] 

UNIT NOS.4601-3 46F,THE CENTER 99 QUEEN'S  

ROAD CENTRAL HONGKONG 

（東京都中央区日本橋１－17－６） 

  

53 

 

 

0.84 

 

 

計 － 3,696 57.84 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）自己株式80株は、「単元未満株式」に含めて記載しております。 

②【自己株式等】 

  平成18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6,390,300 63,903 

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 普通株式   200 － － 

発行済株式総数 6,390,500 － － 

総株主の議決権 － 63,903 － 

  平成18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 

該当事項はありません。 

(3）役職の異動 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 920 850 710 635 700 620 

最低（円） 845 680 550 545 541 530 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役執行役員 

在宅介護推進本

部長兼教育研修

部長 

取締役執行役員 

事業推進第一本

部長兼北日本ブ

ロック圏本部長 

小林 久美子 平成18年10月11日 

取締役執行役員 
人材派遣推進本

部長 
取締役執行役員 

事業推進第三本

部長 
髙橋 靖宏 平成18年10月11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。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後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17年４月１日から平成17年９月30日ま

で）および当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18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17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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   668,003 753,159   728,910 

２．売掛金     1,969,912 2,481,611   2,186,450 

３．貯蔵品     40,039 35,923   35,019 

４．繰延税金資産     96,750 138,505   110,701 

５．未収入金     278,634 373,435   291,476 

６．その他     329,992 462,380   394,365 

貸倒引当金     △9,000 △17,000   △15,000 

流動資産合計     3,374,332 47.1 4,228,014 46.8   3,731,923 44.9

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１         

(1）建物 ※２   601,281 578,764   620,625 

(2）土地 ※２   207,956 148,704   148,704 

(3）その他     110,486 49,586   49,273 

有形固定資産合計     919,724 777,055   818,603 

２．無形固定資産     37,911 36,781   37,059 

３．投資その他の資産           

(1）長期貸付金     1,389,191 2,240,648   2,053,299 

(2）繰延税金資産     29,147 40,214   32,017 

(3）敷金保証金 ※２   1,182,992 1,274,359   1,258,776 

(4）その他     231,144 440,850   384,288 

投資その他の資産
合計 

    2,832,476 3,996,073   3,728,382 

固定資産合計     3,790,113 52.9 4,809,910 53.2   4,584,045 55.1

資産合計     7,164,446 100.0 9,037,924 100.0   8,315,969 100.0

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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     13,393 11,430   14,594 

２．短期借入金 ※２   500,000 200,000   1,400,000 

３．一年以内返済予定
長期借入金 

※２ 
※４ 

  808,557 963,970   753,905 

４．一年以内償還予定
社債 

    ― 400,000   400,000 

５．未払金 ※３   852,278 1,102,099   988,435 

６．未払法人税等     144,203 103,285   87,672 

７．賞与引当金     163,206 239,918   188,766 

８．その他     197,656 334,833   225,618 

流動負債合計     2,679,296 37.4 3,355,537 37.1   4,058,992 48.8

Ⅱ 固定負債           

１．社債     400,000 1,000,000   ― 

２．長期借入金 
※２ 
※４ 

  1,538,020 2,150,410   1,817,860 

３．退職給付引当金     69,742 95,775   81,568 

４．長期前受金     343,635 615,131   369,121 

５．その他     16,049 34,293   23,168 

固定負債合計     2,367,447 33.0 3,895,609 43.1   2,291,718 27.6

負債合計     5,046,743 70.4 7,251,146 80.2   6,350,710 76.4

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     809,250 11.3 ― ―   809,500 9.7

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金   828,450   ― 828,700   

資本剰余金合計     828,450 11.6 ― ―   828,700 10.0

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金   1,993   ― 1,993   

２．任意積立金   7,402   ― 7,402   

３．中間（当期）未処
分利益 

  470,606   ― 317,734   

利益剰余金合計     480,002 6.7 ― ―   327,130 3.9

Ⅳ 自己株式     ― ― ― ―   △72 △0.0

資本合計     2,117,702 29.6 ― ―   1,965,258 23.6

負債資本合計     7,164,446 100.0 ― ―   8,315,969 100.0

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金     ― ― 810,250 9.0   ― ―

２．資本剰余金           

(１)資本準備金   ―   829,450 ―   

資本剰余金合計     ― ― 829,450 9.2   ― ―

３．利益剰余金           

(１)利益準備金   ―   1,993 ―   

(２)その他利益剰余
金 

          

固定資産 
圧縮積立金 

  ―   6,351 ―   

繰越利益剰余金   ―   138,805 ―   

利益剰余金合計     ― ― 147,149 1.6   ― ―

４．自己株式     ― ― △72 △0.0   ― ―

株主資本合計     ― ― 1,786,777 19.8   ― ―

純資産合計     ― ― 1,786,777 19.8   ― ―

負債純資産合計     ― ― 9,037,924 100.0   ― ―

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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     9,098,522 100.0 11,548,857 100.0   19,085,224 100.0

Ⅱ 売上原価     8,198,799 90.1 10,588,855 91.7   17,455,587 91.5

売上総利益     899,723 9.9 960,001 8.3   1,629,637 8.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    788,845 8.7 978,747 8.5   1,623,449 8.5

営業利益又は営業
損失(△) 

    110,877 1.2 △18,746 △0.2   6,187 0.0

Ⅳ 営業外収益 ※１   19,060 0.2 25,293 0.2   33,976 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２   35,851 0.4 76,810 0.6   89,393 0.5

経常利益又は経常
損失(△) 

    94,086 1.0 △70,263 △0.6   △49,228 △0.3

Ⅵ 特別利益 ※３   6,849 0.1 ― ―   6,849 0.0

Ⅶ 特別損失 
※４ 
※６ 

  6,554 0.1 12,955 0.1   10,534 0.0

税引前中間純利益
又は中間(当期)純
損失(△) 

    94,382 1.0 △83,218 △0.7   △52,913 △0.3

法人税、住民税及
び事業税 

  115,883   68,888 138,280   

法人税等調整額   △25,504 90,378 1.0 △36,001 32,887 0.3 △42,325 95,955 0.5

中間純利益又は中
間(当期)純損失
(△) 

    4,003 0.0 △116,105 △1.0   △148,868 △0.8

前期繰越利益     466,603 ―   466,603 

中間（当期）未処
分利益 

    470,606 ―   317,734 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

 当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本  

純資産合計
資本金  

資本剰余金 利益剰余金  

自己 
 株式  

株主資本 
合計  資本 

準備金  

資本 
剰余金 
合計  

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益 
剰余金 
合計  

固定資産圧
縮積立金 

繰越利益 
剰余金 

 平成18年３月31日 残高 

 （千円) 
809,500 828,700 828,700 1,993  7,402  317,734 327,130 △72 1,965,258 1,965,258 

中間会計期間中の変動額           

  新株の発行 750 750 750           1,500 1,500 

  固定資産圧縮積立金の取崩 

  （注） 
        △1,051 1,051  ―   ―  ―  

  剰余金の配当 

  （注） 
          △63,874 △63,874   △63,874 △63,874 

  中間純損失           △116,105 △116,105   △116,105 △116,105 

 中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
750 750 750 ―  △1,051 △178,929 △179,980 ―  △178,480 △178,480 

 平成18年９月30日 残高 

（千円） 
810,250 829,450 829,450 1,993  6,351 138,805 147,149 △72 1,786,777 1,786,777 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成18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 

        

税引前中間純利益又は税引前
中間（当期）純損失（△） 

  94,382 △83,218 △52,913 

減価償却費   47,133 43,785 96,649 

減損損失   ― 10,562 ― 

貸倒引当金の増加額   2,000 2,000 8,000 

賞与引当金の増加額   66,126 51,151 91,687 

退職給付引当金の増加額   12,565 14,206 24,391 

受取利息及び受取配当金   △7,577 △17,907 △17,404 

支払利息   28,154 35,253 60,023 

社債発行費   ― 15,079 ― 

シンジケートローン手数料   ― 14,000 ― 

有形固定資産除却損   6,554 2,392 10,526 

無形固定資産除却損    ― ― 5 

有形固定資産売却損   ― ― 2 

投資有価証券売却益   △6,849 ― △6,849 

売上債権の増加額   △145,434 △295,160 △361,972 

未収入金の増加額   △60,648 △81,953 △73,490 

たな卸資産の増加額   △7,945 △904 △2,925 

その他の流動資産の増加額   △81,850 △99,727 △80,112 

仕入債務の増減額   690 △3,164 1,891 

未払金の増加額   95,931 109,626 229,195 

その他の流動負債の増減額   △6,972 111,426 32,857 

長期前受金の増減額   △30,863 246,009 △5,377 

その他固定負債の増加額   802 11,125 7,921 

小計   6,197 84,582 △37,895 

利息及び配当金の受取額   7,577 17,903 17,416 

利息の支払額   △31,259 △32,084 △61,811 

法人税等の支払額   △198,916 △55,672 △316,303 

法人税等の還付額   ― 34,860 ― 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △216,401 49,588 △398,594 

 



    

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成18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   △103,011 ― △130,012 

定期預金の解約による収入   58,004 ― 211,030 

有形固定資産の取得による支
出 

  △69,211 △11,799 △84,905 

敷金及び保証金の差入による
支出 

  △171,436 △31,143 △259,677 

敷金及び保証金の返還による
収入 

  2,892 6,355 6,359 

貸付による支出   △529,075 △327,309 △1,435,687 

貸付金の回収による収入   40,671 74,730 91,386 

投資有価証券の売却による収
入  

  11,975 ― 11,975 

その他   11,765 12,058 44,872 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △747,424 △277,109 △1,544,657 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

短期借入金純増減額   500,000 △1,200,000 1,400,000 

長期借入金の借入による収入   1,100,000 926,000 1,820,000 

長期借入金の返済による支出   △493,089 △397,385 △987,901 

社債の発行による収入   ― 984,920 ― 

株式の発行による収入   2,000 1,500 2,500 

配当金の支払額   △63,015 △63,265 △63,173 

自己株式の取得による支出   ― ― △72 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  1,045,895 251,769 2,171,353 

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加額   82,069 24,248 228,101 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   465,408 693,510 465,408 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

※1 547,478 717,759 693,510 

          



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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)   ────── (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)    ────── (2）デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

  (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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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。 

 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．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 

 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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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。 

       

  

  

  

      ────── 

  

            

  

      ────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は1,786,777千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「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。 

       

  

  

  

      ────── 

    

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※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 

 449,780千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

408,691千円 

※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。 

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 35,400千円

建物    88,513千円

土地    148,704千円

敷金保証金     10,059千円

合計    282,678千円

現金及び預金 35,400千円

建物 90,627千円

土地 148,704千円

敷金保証金 10,059千円

合計 284,792千円

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。 

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

短期借入金    200,000千円

一年以内返済予定 

長期借入金 
   254,642千円

長期借入金    633,928千円

合計 1,088,571千円

短期借入金 400,000千円

一年以内返済予定長

期借入金 
200,000千円

長期借入金 685,714千円

合計 1,285,714千円

※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     ────── 

※４     ────── ※４ 財務制限条項 

 借入金のうち1,210,000千円には、財務制

限条項等がついており、下記の条項の遵守を

確約しております（複数ある場合は、条件の

厳しい方を記載しております。）。 

 （１）各事業年度末または中間会計期間末に

おいて、純資産合計（平成17年３月期

および平成18年３月期は資本合計）を

平成17年３月期または直前の決算期末

日の80％のいずれか高い方の金額以上

に維持すること。 

 （２）各事業年度において、経常損益で２期

連続して赤字を計上しないこと。 

※４     ────── 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 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   17,907千円

雇用奨励金 2,432千円

保険金収入 1,946千円

受取利息  17,318千円

雇用奨励金 5,506千円

保険解約金  4,433千円

保険金収入 1,776千円

※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   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   35,253千円

社債発行費 15,079千円

シンジケートローン 

手数料 
14,794千円

社債利息  5,393千円

支払利息 60,023千円

シンジケートローン 

手数料 
12,000千円

障害者雇用納付金 9,325千円

社債利息 3,300千円

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

投資有価証券売却益 6,849千円  投資有価証券売却益 6,849千円

※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 6,554千円 減損損失   10,562千円

固定資産除却損 2,392千円

固定資産除却損   10,532千円

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  46,108千円

無形固定資産 1,024千円

有形固定資産   42,624千円

無形固定資産    1,160千円

有形固定資産   94,478千円

無形固定資産 2,171千円

※６     ────── ※６ 減損損失 

 当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしま

した。 

  

（グルーピングの方法） 

 当社は独立したキャッシュ・フローを生み

出す最小単位を各事業所として、グルーピン

グを行っております。 

（減損損失認識に至った経緯） 

 当該事業所は黒字化までに長期間が要する

と見込まれるため、帳簿価格の全額を減額

し、減少額を減損損失（10,562千円）として

特別損失を計上いたしました。 

（回収可能価格の算定の方法） 

 将来キャッシュ・フローに基づく使用価値

がマイナスのため、回収可能価値はないもの

として減損損失を認識しております。 

 なお、将来キャッシュ・フローがマイナス

のため、具体的な割引率の算定はしておりま

せん。 

  

  

用途 場所 種類 
金額 
（千円） 

事業用 
資産 

名古屋市 
熱田区 

 建物 10,562 

※６     ────── 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

  

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 
  
１．発行済株式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 

  （注）普通株式の発行済株式総数の増加3,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．平成14年新株予約権の当中間会計期間減少は、新株予約権の行使によるもの3,000株および退職に伴う権利

喪失によるもの5,500株であります。 

２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

  

 ３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  
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     

   普通株式 （注）  6,387,500 3,000  － 6,390,500 

合計 6,387,500 3,000  － 6,390,500 

 自己株式         

   普通株式  80 － － 80 

合計 80 － － 80 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる  

株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間会計 

期間末残高 

（千円） 
前事業年度末 

当中間会計 

期間増加  

当中間会計 

期間減少  

当中間会計 

期間末  

  提出会社  平成14年新株予約権（注)１,２   普通株式 103,500  －  8,500 95,000  － 

 合計 普通株式 103,500  － 8,500 95,000  －  

決 議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 63,874 10   平成18年３月31日  平成18年６月29日



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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   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 753,159千円

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金 
― 千円

担保に供している預金 △35,400千円

現金及び現金同等物 717,759千円

現金及び預金勘定 728,910千円

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金 
― 千円

担保に供している預金 △35,400千円

現金及び現金同等物 693,510千円



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 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) 

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

車両運搬具 841,390 453,578 387,811

工具器具備

品 
1,419,211 572,180 847,031

ソフトウェ

ア 
353,897 162,724 191,172

合計 2,614,499 1,188,483 1,426,015

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 824,160 379,361 444,799

工具器具備品 1,206,366 462,466 743,900

ソフトウェア 248,257 136,651 111,605

合計 2,278,784 978,479 1,300,304

(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 384,555千円

１年超 746,313千円

合計 1,130,868千円

１年内 497,018千円

１年超      942,766千円

合計      1,439,785千円

１年内 451,623千円

１年超 860,221千円

合計 1,311,845千円

(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 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 272,535千円

減価償却費相当額  255,839千円

支払利息相当額  16,087千円

支払リース料 412,810千円

減価償却費相当額 389,780千円

支払利息相当額 27,101千円

(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 72,898千円

１年超 189,797千円

合計 262,696千円

１年内 106,836千円

１年超  230,025千円

合計 336,861千円

１年内 92,071千円

１年超 222,615千円

合計 314,687千円



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

              該当事項はありません。 

当中間会計期間末（平成18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18年３月31日現在） 

        当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

11,975 6,849 ― 



（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末（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。 

当中間会計期間末（平成18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 

    ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外は、該当ありません。 

前事業年度末（平成18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 

    ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外は、該当ありません。 

（ストック・オプション等関係） 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（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。 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18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 200,000 0 △1 

合計 200,000 0 △1 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間純利益又は１株当たり中間（当期）純損失金額（△）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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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  279円60銭

１株当たり中間純損失 18円17銭

 潜在株式調整後１株当たり中間純
利益については、潜在株式は存在す
るものの、１株当たり中間純損失で
あるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 307円68銭

１株当たり当期純損失 23円31銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純
利益については、潜在株式は存在す
るものの、１株当たり当期純損失で
あるため記載しておりません。 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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） 
4,003 △116,105 △148,868 

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） 
4,003 △116,105 △148,868 

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,384 6,388 6,385 

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） 60 ― ─ 

（うち新株予約権方式によるストックオ

プション制度） 
(60) (―) (―) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

─ 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数

950個）  

新株予約権１種類 

（新株予約権の数  

1,035個） 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

   

 ────── 

  

  

 ────── 

（社債の発行） 

（1）平成18年３月31日開催の取締役

会に基づき、第４回無担保社債を平

成18年４月10日に発行しました。 

その概要は以下の通りです。 

①発行総額  500,000千円 

②発行価格  額面100円につき100円

③利率    年1.33％ 

④償還期限  平成21年４月10日 

⑤資金の使途 運転資金 

  

（2）平成18年３月31日開催の取締役

会に基づき、第５回無担保社債を平

成18年４月28日に発行しました。 

その概要は以下の通りです。 

①発行総額  500,000千円 

②発行価格  額面100円につき100円

③利率    ６ヵ月TIBOR+0.1％ 

④償還期限  平成21年４月28日 

⑤資金の使途 運転資金 



(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。 

  有価証券報告書およびその添付書類 

 事業年度（第38期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18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。 



独立監査人の中間監査報告書

    平成18年12月21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 山本  守  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 中村 宏之  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18年４月１日から平成19年３月31日までの第39期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平成18

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、中間株主資本等変動計算書及び中

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18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18年４月１日か

ら平成18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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