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平成 １８ 年 ２ 月期   個別中間財務諸表の概要 平成１７年１０月２６日 

上 場 会 社 名 株式会社 原 弘 産 上場取引所 大阪証券取引所 
コ ー ド 番 号 ８８９４ 本社所在都道府県 山口県 
（ＵＲＬ http://www.harakosan.co.jp ） 
代 表 者   役職名 代表取締役社長 氏名 原  將昭 
問 合 せ 先 責 任 者   役職名 常務取締役   氏名 園田 匡克    ＴＥＬ (０８３２) ２９－８８９４ 
決算取締役会開催日 平成１７年１０月２６日     中間配当制度の有無   有 ・ 無 
中間配当支払開始日 平成１７年１１月１７日     単元株制度採用の有無  有（１単元    株）・ 無 

 

１ １７年８月中間期の業績（平成１７年３月１日～平成１７年８月３１日） 
(1) 経営成績                  （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
17年８月中間期 
16年８月中間期 

百万円   ％ 
    11,847   (148.9) 
    4,759   (51.1) 

百万円   ％ 
     796   (103.8) 
     390   (162.9) 

百万円   ％ 
       754   (213.0) 
        241  (148.2) 

17年２月期     10,093       811      1,019 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 

 
17年８月中間期 
16年８月中間期 

百万円   ％ 
       431   (203.9)  
      141    (647.9) 

円   銭 
      11,780   59 
       9,797    24 

   
     
     

17年２月期        585        18,150    86            

（注）①期中平均株式数  17年８月中間期  36,599株  16年８月中間期  14,482株  17年２月期  30,594株 
②会計処理の方法の変更   有 ・ 無 
③売上高，営業利益，経常利益，中間（当期）純利益におけるパーセント表示は，対前年中間期増減率 

 

(2) 配当状況 

 
１株当たり 
中間配当金 

１株当たり 
年間配当金 

 
17年８月中間期 
16年８月中間期 

円  銭 
  2,500  00 
  3,750  00 

円  銭 
――――― 
――――― 

17年２月期 ―――――   5,625  00 

(注)17年８月中間期配当金の内訳 
記念配当  －円 －銭 

特別配当  －円 －銭 

 

(3) 財政状態 
 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 
17年８月中間期 
16年８月中間期 

百万円 
        19,811 
        12,641 

百万円 
         9,243 
         3,982 

％ 
46.7 
31.5 

円   銭 
 235,241  68 
 248,764  68 

17年２月期         17,220          5,752 33.4  163,980  51 

(注)①期末発行済株式数 17年８月中間期 39,293株  16年８月中間期 16,009株  17年２月期 34,895株 
②期末自己株式数  17年８月中間期    139株  16年８月中間期     58株   17年２月期     127株 

 

２ 18年２月期の業績予想(平成１７年３月１日～平成１８年２月２８日) 
１株当たり年間配当金 

 売上高 経常利益 当期純利益 
期 末  

 
通 期 

百万円 
20,000 

百万円 
1,700 

百万円 
  900 

円  銭 
2,500 00 

円  銭 
5,000 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）22,904円73銭 

 ※ 上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後様々な要

因によって異なる場合があります。 
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Ⅳ. 中間財務諸表等 

(１) 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成16年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年８月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成17年２月28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 1,541,111  3,525,108  1,795,700  

２ 受取手形  ―  13,104  ―  

３ 営業未収入金  970,316  634,180  2,599,379  

４ たな卸資産 ※２ 5,289,476  9,937,748  7,985,173  

５ その他  438,748  1,783,805  594,458  

６ 貸倒引当金  △1,180  △900  △5,460  

流動資産合計  8,238,472 65.2 15,893,048 80.2 12,969,253 75.3 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※１       

(1) 建物 ※２ 1,436,976  1,203,254  1,221,091    

(2) 土地 ※２ 1,130,797  1,001,020  1,001,020  

(3) その他  73,870  76,179  116,450  

有形固定資産合計  2,641,644 20.9 2,280,454 11.5 2,338,563 13.6 

２ 無形固定資産  9,544 0.1 229,055 1.2 11,901 0.1 

３ 投資その他の資産        

 (1) 出資金  781,828  ―  893,666  

(2) その他 ※２ 978,757  1,418,148  1,016,032  

(3) 貸倒引当金  △8,646  △8,876  △8,956  

投資その他の 
資産合計 

 1,751,940 13.8 1,409,272 7.1 1,900,742 11.0 

固定資産合計  4,403,129 34.8 3,918,783 19.8 4,251,207 24.7 

資産合計  12,641,602 100.0 19,811,831 100.0 17,220,460 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成16年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年８月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成17年２月28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 営業未払金  612,611  786,942  1,508,917  

２ 短期借入金 ※２ 2,668,387  3,656,998  4,886,705  

３  １年以内償還予定社 
債                

  ―  40,000  20,000  

４ 賞与引当金  21,500  19,400  17,200  

５ その他  738,793  1,101,948  525,110  

流動負債合計  4,041,292 32.0 5,605,289 28.3 6,957,934 40.4 

Ⅱ 固定負債        

１ 社債  650,000  710,000  730,000  

２ 新株予約権付社債  ―  ―  112,500  

３ 長期借入金 ※２ 3,690,354  3,921,890  3,381,813  

４ 退職給付引当金  8,775  9,597  10,417  

５ 役員退職慰労引当金  60,550  69,916  64,200  

６ その他  207,982  251,739  211,395  

固定負債合計  4,617,662 36.5 4,963,143 25.0 4,510,326 26.2 

負債合計  8,658,954 68.5 10,568,433 53.3 11,468,260 66.6 

        

(資本の部)        

Ⅰ 資本金  3,034,906 24.0 6,034,908 30.5 4,422,406 25.7 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金  55,050  1,555,047  55,050  

２ その他資本剰余金  132,333  133,023  132,580  

 資本剰余金合計  187,383 1.5 1,688,071 8.5 187,630 1.1 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 利益準備金  31,985  47,532  37,989  

２ 任意積立金  495,000  745,000  495,000  

３ 中間(当期)未処分利 
  益 

 228,347  681,926  605,740  

 利益剰余金合計  755,333 6.0 1,474,459 7.4 1,138,729 6.6 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

 15,731 0.1 72,197 0.4 19,815 0.1 

Ⅴ 自己株式  △10,706 △0.1 △26,238 △0.1 △16,381 △0.1 

  資本合計  3,982,647 31.5 9,243,398 46.7 5,752,199 33.4 

  負債資本合計  12,641,602 100.0 19,811,831 100.0 17,220,460 100.0 
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(２) 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28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 営業収益  4,759,544 100.0 11,847,732 100.0 10,093,759 100.0 

Ⅱ 営業原価  3,919,711 82.4 10,463,870 88.3 8,343,354 82.7 

営業総利益  839,833 17.6 1,383,861 11.7 1,750,405 17.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  449,099 9.4 587,445 5.0 939,351 9.3 

営業利益  390,733 8.2 796,416 6.7 811,054 8.0 

Ⅳ 営業外収益 ※１ 28,489 0.6 145,180 1.2 552,683 5.5 

Ⅴ 営業外費用 ※２ 178,050 3.7 186,660 1.6 344,013 3.4 

経常利益  241,172 5.1 754,936 6.3 1,019,723 10.1 

Ⅵ 特別利益 ※３ 66,831 1.4 4,640 0.0 66,831 0.7 

Ⅶ 特別損失 ※４ 56,900 1.2 ― ― 56,900 0.6 

税引前中間 
(当期)純利益 

 251,103 5.3 759,576 6.3 1,029,654 10.2 

法人税、住民税 
及び事業税 

 132,000 2.8 325,117 2.7 489,239 4.8 

法人税等調整額  △22,782 △0.5 3,300 0.0 △44,903 △0.4 

中間(当期)純利益  141,885 3.0 431,159 3.6 585,317 5.8 

前期繰越利益  86,462  250,767  86,462  

中間配当金  ―  ―  60,036  

中間配当に伴う利益
準備金積立額 

 ―  ―  6,003  

中間(当期) 
未処分利益 

 228,347  681,926  605,740  

        
  



ファイル名:04.キャッシュフロー.doc 更新日時:10/22/2005 11:57:00 AM 印刷日時:05/10/25 14:49 

 27 

(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３月１日 
至 平成16年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

   

１ 税引前中間(当期)純利益  251,103 1,029,654 

２ 減価償却費  27,465 65,901 

３ 貸倒引当金の増加額 
又は減少額(△) 

 1,560 6,150 

４ 賞与引当金の増加額又は減
少額（△） 

 6,500 2,200 

５ 退職給付引当金の増加額又 
  は減少額（△） 

 1,111 2,754 

６ 役員退職慰労引当金の増加
額又は減少額（△） 

 60,550 64,200 

７ 受取利息及び受取配当金  △5,571 △496,444 

８ 支払利息  93,031 184,919 

９ 営業未収入金の増加額(△) 
又は減少額 

 △419,441 △2,048,504 

10 販売用不動産の減少額 
又は増加額(△) 

 △2,031,485 △2,009,345 

11 仕掛販売用不動産の増加額 
(△)又は減少額 

 △1,371,236 △3,561,347 

12 未成工事支出金の増加額
(△)又は減少額 

 86,882 98,033 

13 支払手形の増加額又は減少 
  額(△) 

 △827,500 △827,500 

14 営業未払金の増加額 
又は減少額(△) 

 490,157 1,386,463 

15 預り金の増加額又は 
減少額(△) 

 △285,195 △362,681 

16 前受金の増加額又は 
減少額(△) 

 278,280 61,713 

17 前渡金の増加額(△)又は減
少額 

 1,575 △407,494 

18 出資金売却益  △63,981 △63,981 

19 その他  △324,796 △121,787 

小計  △4,030,987 △6,997,097 

20 利息及び配当金の受取額  5,560 496,038 

21 利息の支払額  △93,041 △189,405 

22 役員賞与の支払額  △7,550 △20,000 

23 法人税等の支払額  △194,839 △395,848 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △4,320,858 △7,106,313 
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前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

   

１ 定期性預金の預入による 
支出 

 △125,260 △357,162 

２ 定期性預金の払戻による 
収入 

 122,656 322,225 

３ 有形固定資産の取得による 
支出 

 △684,529 △956,829 

４ 有形固定資産の売却による 
収入 

 233 233 

５ 投資有価証券の売却による 
収入 

 20,000 118,000 

６ 投資有価証券の取得による 
支出 

 △19,302 △142,923 

７ 貸付金の回収による収入  24,021 32,833 

８ 出資金の購入による支出  △120,000 △230,000 

９ 出資金の売却による収入  114,360 114,360 

10 その他  △29,671 △30,792 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △697,491 △1,130,055 
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前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

   

１ 短期借入金の増加額又は減 
  少額（△） 

 552,000 2,346,900 

２ 長期借入金の借入による 
収入 

 2,815,000 3,645,000 

３ 長期借入金の返済による 
支出 

 △99,952 △815,075 

４ 配当金の支払額  △34,691 △94,728 

５ 株式の発行による収入  2,093,000 2,093,000 

６ 社債の発行による収入  550,000 650,000 

７ 新株予約権付社債の発行に
よる収入 

 ― 1,500,000 

８ 自己株式購入による支出  △13,131 △18,866 

９ 自己株式の売却による収入  156,975 157,282 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 6,019,198 9,463,512 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 ― △4,038 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額
又は減少額(△) 

 1,000,849 1,223,104 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 245,665 245,665 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 1,246,514 1,468,769 

（注）当中間連結会計期間より、中間連結財務諸表を作成しておりますので、当中間会計期間に係る中間キャッシ

ュ・フロー計算書は作成しておりません。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 関連会社株式 

  移動平均法による原価

法によっております。 

  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）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 

  子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

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 

 関連会社株式 

 

同左 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  期末日の市場価格等   

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）

によっております。 

 

  時価のないもの 

同左 

 (2) デリバティブ取引によ 

 り生じる正味の債権及び 

 債務の評価基準及び評価 

 方法 

  時価法によっておりま 

 す。 

(2) デリバティブ取引によ 

 り生じる正味の債権及び 

 債務の評価基準及び評価 

 方法 

同左 

(2) デリバティブ取引によ 

 り生じる正味の債権及び 

 債務の評価基準及び評価 

 方法 

同左 

 (3) たな卸資産 

 商品・販売用不動産・仕

掛販売用不動産・未成工

事支出金 

  個別法による原価法に 

 よっております。 

 

(3) たな卸資産 

 商品・販売用不動産・仕

掛販売用不動産・未成工

事支出金 

同左 

(3) たな卸資産 

 商品・販売用不動産・仕

掛販売用不動産・未成工

事支出金 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法を採用しており

ます。 

なお、耐用年数及び残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっておりま

す。 

 ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(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。 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

 (2) 無形固定資産 

ソフトウエア(自社利

用分)については、社内

における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を

採用しております。 

(2) 無形固定資産 

  定額法によっておりま

す。 

  なお、償却年数につい

ては、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によ

っております。 

  ただし、ソフトウエア

(自社利用分)について

は、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定

額法を採用しておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

ソフトウエア(自社利

用分)については、社内

における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を

採用しております。 

 (3) 長期前払費用 

定額法を採用しており

ます。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

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 

  従業員の賞与支給に備

えるため、支給見込額基

準により計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当中間会計期

間末の退職給付債務(簡

便法による中間期末自己

都合要支給額)を計上し

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、当期末の退職

給付債務(簡便法による

期末自己都合要支給額)

を計上しております。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

 (4)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給

に備えるため、当社の内規

に基づく中間期末要支給額

を計上しております。 

（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） 

 役員退職慰労金は、従

来、支出時の費用として処

理しておりましたが、当中

間会計期間より内規に基づ

く中間期末要支給額を役員

退職慰労引当金として計上

する方法に変更しました。

この変更は、当中間会計期

間に役員退職慰労金に係る

内規が改定されたことを機

に、役員退職慰労引当金の

計上が会計慣行として定着

してきたことを踏まえ、役

員の在任期間に対応した費

用配分を行うことにより、

期間損益の適正化及び財務

内容の健全化を図るための

ものであります。 

 また、当中間会計期間に

係る繰入額3,650千円は、

販売費及び一般管理費に計

上し、過年度相当額56,900

千円は特別損失として計上

しております。この結果、

従来と同一の基準を採用し

た場合と比較して、経常利

益は3,650千円、税引前中

間純利益は60,550千円それ

ぞれ少なく計上されており

ます。 

(4)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給

に備えるため、当社の内規

に基づく中間期末要支給額

を計上しております。 

 

(4)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給

に備えるため、当社の内規

に基づく期末要支給額を計

上しております。 

（会計処理方法の変更） 

 役員退職慰労金は、従

来、支出時の費用として処

理しておりましたが、当期

より内規に基づく期末要支

給額を役員退職慰労引当金

として計上する方法に変更

しました。この変更は、当

期に役員退職慰労金に係る

内規が改定されたことを機

に、役員退職慰労引当金の

計上が会計慣行として定着

してきたことを踏まえ、役

員の在任期間に対応した費

用配分を行うことにより、

期間損益の適正化及び財務

内容の健全化を図るための

ものであります。 

 また、当期に係る繰入額

7,300千円は、販売費及び

一般管理費に計上し、過年

度相当額56,900千円は、特

別損失として計上しており

ます。この結果、従来と同

一の基準を採用した場合と

比較して、経常利益は

7,300千円、税引前当期純

利益は64,200千円それぞれ

少なく計上されておりま

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 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

５ 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、要求払預金及

び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資でありま

す。 

――― 手許現金、要求払預金及

び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資でありま

す。 

    

６ 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方法 

税抜処理によっておりま

す。 

なお、固定資産に係る控

除対象外消費税は長期前払

消費税（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。 

 また、仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺のう

え、流動資産のその他に含

めて表示しております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

消費税等の会計処理方法 

 税抜処理によっておりま

す。 

なお、固定資産に係る控

除対象外消費税は長期前払

消費税（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。 

 

    

（注）当中間連結会計期間より、中間連結財務諸表を作成しておりますので、当中間会計期間に係る中間キャッシ

ュ・フロー計算書は作成しておりません。 
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表示方法の変更 

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 

至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

 

―――― 

（中間貸借対照表） 

「出資金」は、資産総額の100分の5以下となったた

め、投資その他の資産の「その他」に含めて表示してお

ります。 

なお、当中間会計期間末の「出資金」の金額は84,448

千円であります。 

 

追加情報 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

 

―――― 

 

―――― 

 

 「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12,858千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益が、   

12,858千円減少しております。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成16年８月31日) 

当中間会計期間末 
(平成17年８月31日) 

前事業年度末 
(平成17年２月28日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計 

額 281,265千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計 

額 349,080千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計 

額 312,361千円
 

   

※２ 担保に供している資産 

現金及び預金 210,056千円

たな卸資産 4,095,646千円

建物 924,478千円

土地 911,352千円

投資その他の資

産の｢その他｣ 
37,050千円

計 6,178,583千円
 

※２ 担保に供している資産 

現金及び預金 210,084千円

たな卸資産 7,039,354千円

建物 1,103,105千円

土地 776,300千円

投資その他の資

産の｢その他｣ 
45,100千円

計 9,173,944千円
 

※２ 担保に供している資産 

現金及び預金 210,084千円

たな卸資産 6,655,595千円

建物 1,119,815千円

土地 776,300千円

投資その他の資

産の｢その他｣ 
36,300千円

計 8,798,095千円
 

   

上記に対応する債務 

短期借入金 214,000千円

長期借入金 4,083,641千円

(１年内返済長期借入金を 
含む) 

計 4,297,641千円
 

上記に対応する債務 

短期借入金 2,331,000千円

長期借入金 4,561,488千円

(１年内返済長期借入金を 
含む) 

計 6,892,488千円
 

上記に対応する債務 

短期借入金 3,150,000千円

長期借入金 4,041,915千円

(１年内返済長期借入金を 
含む) 

計 7,191,915千円
 

   

３ 債務保証 
 

被保証者  保証金額 

医療法人 誠公会 750,000千円

 

金融機関からの借入に対する保証

であります。なお、医療法人誠公会

は、平成16年９月13日に名称を変更

し、医療法人徳裕会となりました。 

３ 債務保証 
 

被保証者  保証金額 

住吉重工業 株式会社 50,000千円

株式会社 明和不動産 1,800,000千円

医療法人 徳裕会 850,000千円

 

 金融機関からの借入に対する保証

であります。 

３ 債務保証 
 

被保証者  保証金額 

株式会社 明和不動産 1,800,000千円

医療法人 徳裕会 710,520千円

 

金融機関からの借入に対する保証

であります。 
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 3,326千円 

有価証券売却益 12,374千円 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 3,133千円 

受取配当金 121,792千円 

有価証券売却益 14,721千円 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 5,411千円 

受取配当金 491,033千円 

有価証券売却益 18,074千円 
 

   

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 93,031千円 

シンジケートロ

ーン手数料 
20,830千円 

社債発行費 39,050千円 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 113,580千円 

社債発行費 30,313千円 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 184,919千円 

シンジケートロ

ーン手数料 
20,830千円 

社債発行費 43,525千円 
 

   

※３ 特別利益の主要項目 

出資金売却益 63,981千円 
 

※３        ――― 

    
 

※３ 特別利益の主要項目 

出資金売却益 63,981千円 
 

   

※４ 特別損失の主要項目 

役員退職慰労引

当金繰入額 
56,900千円

 

※４     ――― 

 
 

※４ 特別損失の主要項目 

役員退職慰労引

当金繰入額 
56,900千円

 
   

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 25,546千円 

無形固定資産 586千円 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 36,719千円

無形固定資産 15,347千円
 

５ 減価償却実施額  

有形固定資産 61,390千円 

無形固定資産 1,319千円 
 

 

(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３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28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 

現金及び預金勘定 1,541,111千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金
及び定期積金 

△294,596千円

現金及び現金同等

物 
1,246,514千円

 

 

――― 
 

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 

現金及び預金勘定 1,795,700千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金
及び定期積金 

△326,930千円

現金及び現金同等

物 
1,468,769千円

  
２ 重要な非資金取引の内容 

  新株予約権付社債に付された新株予

約権の行使 
新株予約権の行使
による資本金増加
額 

1,387,500千円

新株予約権の行使

による新株予約権

付社債の減少額 

1,387,500千円

 
（注）当中間連結会計期間より、中間連結財務諸表を作成しておりますので、当中間会計期間に係る中間キャッシ

ュ・フロー計算書は作成しておりません。 
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28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・リース取引に係る注記 

(１)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

1 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引に係る注記 

(１)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

1 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引に係る注記 

(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 

  

有形固定 
資産(工具 
器具備品) 
(千円) 

 
合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

69,078 69,078

減価償却 
累計額 
相当額 

13,359 13,359

中間期末 
残高 
相当額 

55,718 55,718

 

  

有形固定 
資産(工具 
器具備品) 
(千円) 

 
合計 

(千円) 

取得価額 
相当額 

69,078 69,078

減価償却 
累計額 
相当額 

27,175 27,175

中間期末 
残高 
相当額 

41,902 41,902

 

  

有形固定 
資産(工具 
器具備品) 
(千円) 

 
合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

69,078 69,078

減価償却 
累計額 
相当額 

20,267 20,267

期末残高 
相当額 

48,810 48,810

 
   

(２) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 13,815千円

１年超 41,902千円

合計 55,718千円

  (注) 未経過リース料中間期末

残高相当額は、有形固定

資産の中間期末残高等に

占める未経過リース料中

間期末残高の割合が低い

ため、支払利子込み法に

より算定しております。  

(２) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 13,302千円

１年超 28,600千円

合計 41,902千円

  (注) 同左  

(２) 未経過リース料期末残高相当 

   額 

１年内 13,610千円

１年超 35,200千円

合計 48,810千円

  (注) 未経過リース料期末残高

相当額は、有形固定資産

の期末残高等に占める未

経過リース料期末残高の

割合が低いため、支払利

子込み法により算定して

おります。  

   

(３) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 6,907千円

減価償却費相当額 6,907千円
 

(３) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 6,907千円

減価償却費相当額 6,907千円
 

(３) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 13,815千円

減価償却費相当額 13,815千円
 

   

(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。 

 

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料（支払） 

１年内 9,000千円

１年超 115,500千円

合計 124,500千円

 

   

(４) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料（支払） 

１年内 9,000千円

１年超 106,500千円

合計 115,500千円

 

   

(４) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料（支払） 

１年内 9,000千円

１年超 111,000千円

合計 120,000千円
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年８月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円） 

 取得原価 中間貸借対照表計上額 差額 

株式 54,568 80,963 26,395 

合計 54,568 80,963 26,395 

 

２ 時価のない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 

(単位：千円) 

 中間貸借対照表計上額 摘要 

子会社及び関連会社株式 
 関連会社株式 

 
8,500 

 
 

その他有価証券 
 非上場株式（店頭売買株式を除く） 
 優先出資証券 

 
48,700 

298,000 

 

 
 

 

当中間会計期間末(平成17年８月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

    (注)当中間連結会計期間より、中間連結財務諸表を作成しておりますので、「有価証券（子会社株式及び関

連会社株式で時価のあるものを除く）」の注記は、中間連結財務諸表における注記事項として記載してお

ります。 

 

前事業年度末(平成17年２月28日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  （単位：千円） 

 取得原価 貸借対照表計上額 差額 

株式 55,291 88,539 33,248 

合計 55,291 88,539 33,248 

 

２ 時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

(単位：千円) 

 貸借対照表計上額 摘  要 

その他有価証券 

   非上場株式（店頭売買株式を除く）   
 

49,700 
 

   優先出資証券 322,000  
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 (デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間(自 平成16年３月１日 至 平成16年８月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

(単位：千円) 

区分 種類 契約額等 
契約額等のうち

１年超 
時価 評価損益 

市場取引 
以外の取引 

金利キャップ取引 
買建 

金利スワップ取引 

1,600,000 
（4,025） 
500,000 

1,600,000 
（4,025） 
500,000 

 
4,025 

△3,577 

 
△59,014 
△3,577 

 合計 
2,100,000 
（4,025） 

2,100,000 
（4,025） 447 △62,592 

(注)（ ）内は、中間貸借対照表に計上した支払いキャップ料であります。 

 

当中間会計期間(自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日) 

   当中間連結会計期間より、中間連結財務諸表を作成しておりますので、中間連結財務諸表におけ

る注記事項として記載しております。 

 

前事業年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

                      
(単位：千円) 

区分 種類 契約額等 
契約額等のうち

１年超 
時価 評価損益 

市場取引 
以外の取引 

金利キャップ取引 
買建 

金利スワップ取引 
変動受取・固定支払 

1,600,000 
（1,154） 

 
500,000 

1,600,000 
（1,154） 

 
500,000 

 
1,154 

 
△3,903 

 
△61,885 

 
△3,903 

 合計 
2,100,000 
（1,154） 

2,100,000 
（1,154） 

△2,748 △65,788 

(注) （ ）内は、貸借対照表に計上した支払いキャップ料であります。 
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(持分法損益等) 

前中間会計期間(自 平成16年３月１日 至 平成16年８月31日) 

利益基準及び利益剰余金基準等からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略してお

ります。 

 

前事業年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

利益基準及び利益剰余金基準等からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略してお

ります。 

 

(１株当たり情報) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１株当たり純資産額 248,764円68銭 235,241円68銭 163,980円51銭 

１株当たり中間(当期)純利

益金額 
9,797円24銭 11,780円59銭 18,150円86銭 

潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利

益金額 

 潜在株式がないため、記載

しておりません。 

 

 当社は、平成15年10月20日

付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

 なお、当該株式分割が前期

首に行われたと仮定した場合

の前中間会計期間における１

株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

 

１株当たり純資産額 

     105,743円40銭 

１株当たり中間純利益金額 

      1,565円84銭 

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額は、潜在

株式がないため記載してお

りません。  

潜在株式がないため、記載

しておりません。 

 

 当社は、平成16年10月20日

付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

 なお、当該株式分割が前期

首に行われたと仮定した場合

の前中間会計期間における１

株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

 

１株当たり純資産額 

      124,382円34銭 

１株当たり中間純利益金額 

       4,898円62銭 

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額は、潜在株式

がないため記載しておりませ

ん。 

18,143円89銭     

 

 

 当社は、平成16年10月20日

付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期 

首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当

たり情報については、以下の

とおりとなります。 

 

１株当たり純資産額 

           59,002円21銭 

１株当たり当期純利益金額 

       8,555円68銭 

 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、

潜在株式がないため記載して

おりません。 
 

 

（注）1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

中間（当期）純利益（千円） 141,885 431,159 585,317 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 30,000 

（うち利益処分による役員賞与金）（千円） ― ― 30,000 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 141,885 431,159 555,317 

期中平均普通株式数（株） 14,482.20 36,599.10 30,594.57 
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(重要な後発事象) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

株式分割 

平成16年７月５日開催の取締役会

の決議に基づき、平成16年10月20日

(水曜日)付をもって株式の分割(無

償交付)を以下のとおり実施いたし

ました。 

1.分割の方法 

 普通株式1株を2株に分割 

2.分割により増加する株式数 

16,068株 

3.株式分割後の当社発行済株式総

数 

32,136株 

4.これによる資本金の増加はあり

ません。 

(提出日現在の資本金 

       3,034,906,500円） 

5.配当起算日 

平成16年９月１日 

 

当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前中間会計期間

及び前事業年度における１株当たり

情報並びに当期首に行われたと仮定

した場合の当中間会計期間における

１株当たり情報は、それぞれ以下の

とおりとなります。 

 なお、潜在株式調整後１株当た

り中間(当期)純利益金額は、潜在株

式がないため記載しておりません。 

 

前中間 

会計期間 

当中間 

会計期間 

前事業 

年度 

 

１株当たり

純資産額 

 

52,871円 

70銭 

 

１株当たり

中間純利益

金額 

 

782円91銭 

 

 

１株当たり

純資産額 

 

124,382円 

34銭 

 

１株当たり

中間純利益

金額 

 

4,898円62銭 

 

１株当たり

純資産額 

 

59,002円 

21銭 

 

１株当たり

当期純利益

金額 

 

8,555円68銭 

 

 

 

――― 

 

 

 

――― 

 

 




