
 

 

※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としております。 

実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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１．１７年１１月中間期の業績（平成１７年 ６月 １日～平成１７年１１月３０日） 

（１）経営成績 （単位：百万円未満切捨）

 売 上 高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年11月中間期 18,720 （△35.2） 1,230 （△53.1） 1,136 （△54.8）

16年11月中間期 28,882 （  37.4） 2,620 （△ 1.5） 2,515 （   0.3）

17年５月期 60,689 4,698 4,547 

 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

17年11月中間期 658 （△54.0） 2,739 87 － － 

16年11月中間期 1,430 （   7.0） 6,106 81 － － 

17年５月期 2,584 10,888 18 － － 
（注）① 持分法投資損益 17年11月中間期   －百万円   16年11月中間期    －百万円  17年５月期    －百万円 
   ② 期中平均株式数 17年11月中間期  240,400株  16年11月中間期   234,280株  17年５月期  237,332株 
   ③ 会計処理方法の変更 無 
   ④ 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 

 円 銭 円 銭

17年11月中間期 1,000 00 － － 

16年11月中間期 1,000 00 － － 

17年５月期 － － 2,900 00 
 

（３）財政状態 （単位：百万円未満切捨）

 総 資 産 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

17年11月中間期 28,974 11,118 38.4 46,249 22 

16年11月中間期 28,072 10,003 35.6 41,612 82 

17年５月期 25,506 10,913 42.8 45,397 28 
（注）① 期末発行済株式数 17年11月中間期  240,400株  16年11月中間期  240,400株 17年５月期  240,400株 
   ② 期末自己株式数  17年11月中間期        －株  16年11月中間期       －株 17年５月期      －株 
 

（４）キャッシュ・フローの状況 （単位：百万円未満切捨）

 
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

17年11月中間期 △9,006 7 3,809 1,782 

16年11月中間期 1,053 50 1,777 6,796 

17年５月期 5,441 △107 △2,277 6,972 
 

２．１８年５月期の業績予想（平成１７年 ６月 １日～平成１８年 ５月３１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  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通 期 70,000 5,300 3,021 1,500 00  2,500 00 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  12,566円56銭 



１．企業集団の状況 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社と当社の関係会社である住宅新興事業協同組合の２社によって

構成され、主に戸建住宅を中心とした不動産分譲事業を行なっております。 

当社の事業内容、当社と住宅新興事業協同組合との主に不動産分譲事業に係わる位置付けにつきましては次のとお

りであります。 

 

（１）不動産分譲事業 

当社の主な事業である不動産分譲事業においては、戸建住宅を中心とした不動産の分譲販売を行なっております。 

土地（戸建住宅用地）の仕入から、プロジェクトの企画、建物の設計、施工、販売及びアフターサービスに至るま

での一貫したシステムをもって、首都圏（東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県）を中心に積極的な事業展開を図って

おります。 

建物仕様の規格化、小規模なプロジェクトを中心として取扱棟数の増加等に努めることでスケールメリット（建物

製造原価の圧縮等）及びスピードメリット（在庫リスクの回避及び諸経費の削減等）を最大限に享受、品質面及び価

格面における競争力を高めております。 

また、土地（戸建住宅用地）の仕入資金を商工組合中央金庫から調達する際には、当社が組合員となっている住宅

新興事業協同組合を介した転貸融資をもって行なっており、資金調達における便宜性を確保しております。 

 

（２）その他の事業 

その他の事業においては、戸建住宅を中心とした請負工事の受注、不動産（テナント）の賃貸等を行なっておりま

す。 

なお、これらについては、その効率性や採算性等を勘案して現在のところ積極的な事業展開を行なっておりません。 

 

上記（１）にて記載した事項を、標準的な事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

住宅新興事業協同組合 

顧

客
（
買
主
） 

土
地
所
有
者
（
売
主
） 

転貸融資(土地仕入資金) 借入金返済等 

※２ 

(戸建用地仕入) (戸建住宅販売) 
タクトホーム株式会社 

※１

企 画 設 計 施 工 品質保証

※１．建物の施工については、生産管理部（工事課）社員を現場監督として派遣、各工程は外部の専門施

工業者等へ発注をもって行なっております。 

※２．戸建住宅の販売については、その大半を地域不動産業者等への委託（仲介）によって行なっており

ます。 
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２．経営方針、経営成績及び財政状態 

（１）経営方針 

 ａ．会社の経営の基本方針 

「衣・食・住」の「衣」と「食」は満たされたと言われている現在でも、「住」については依然として高額である

ためなかなか手が届かないのが現状です。 

そこで、当社では「より良いもの（住まい）をより安く、より早く」をスローガンに掲げ、第一次取得者層の方々

に喜んでご購入いただける戸建住宅の提供を行なっております。 

住宅ニーズの根強い首都圏を中心として、「家づくり（品質）」そのものにはお客さまの声（ニーズ）を反映、そ

して「価格」面でも十分にご満足いただけるような企業努力を惜しまないことによって、高品質とそれに相反する

低価格の両立を実現してまいりました。 

今後においても、高品質で低価格な戸建住宅の提供といった本業中心の事業展開を見据え、当社の経営理念であ

る住まいづくりを通じた地域社会の発展に貢献してまいります。 

 

 ｂ．会社の利益配分に関する基本方針 

当社では、株主に対する利益の還元を経営上の重要な施策の一つとして位置付けております。 

将来における企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保しつつ、経営成績に応じた

株主への利益の還元を継続的に行なうことを基本方針としております。 

なお、配当性向については、約20.0％を目処としております。 

 

 ｃ．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社では、当社株式の流通の活性化、個人投資家層の拡充等を経営上の重要な施策の一つとして位置付けており

ます。 

今後については、投資単位や流動性等の状況を総合的に勘案しながら、必要に応じた投資単位の引下げを検討し

てまいります。 

 

 ｄ．目標とする経営指標 

① 経常利益率/販売費及び一般管理費構成比 

当社では、安定かつ継続した企業成長を目的として、安定かつ継続した利益体質の構築を重要な施策の一つと

して認識しております。 

少数精鋭組織の維持等によって販売費及び一般管理費の構成比は 7.5％以内を確保、経常利益率については

10.0％の達成を目標としてまいります。 

なお、当中間会計期間の販売費及び一般管理費の構成比は 7.9％（前中間会計期間：5.8％）、経常利益率につ

いては6.1％（前中間会計期間：8.7％）となっております。 

 

② たな卸資産回転率/短期借入金回転率 

当社では、利益体質の強化、健全なる財政状態の維持等を目的として「たな卸資産」と「短期借入金」におけ

る回転率の維持及び向上を重要な施策の一つとして認識しております。 

たな卸資産回転率は年2.0回以上、短期借入金回転率については年4.0回以上の確保を目標としております。 

なお、当中間会計期間におけるたな卸資産回転率は1.8回転（前中間会計期間：3.0回転）、短期借入金回転率

は4.1回転（前中間会計期間：5.3回転）となっております。 

（注）たな卸資産回転率及び短期借入金回転率の内容は、次のとおりであります。 

   なお、中間会計期間については、売上高を通期に換算（中間期売上高×２）して算出しております。 

    ・たな卸資産回転率＝売上高／（（期首たな卸資産＋期末たな卸資産）/２） 

    ・短期借入金回転率＝売上高／（（期首短期借入金残高＋期末短期借入金）/２） 

 

 ｅ．中長期的な会社の経営戦略 

当社では、第一次取得者の方々に喜んでご購入いただける高品質で低価格な戸建住宅の提供を中心として、地域

社会の発展に伴った更なる企業成長を目指してまいります。 

首都圏における営業基盤の拡充及び中部エリア等首都圏以外における営業基盤の構築、取扱棟数の増加によるス

ケールメリットを活かした建物製造原価の圧縮、従業員教育の充実や適正な人員配置等による少数精鋭組織の維持
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等によって安定かつ継続した業績の拡大に努めてまいります。 

また、当社では、当事業年度（平成18年５月期）を初年度とした第26期（平成21年５月期）までの「４ヵ年計

画」を策定しております。 

この「４ヵ年計画」における主な内容については次のとおりであります。 

売 上 高：各事業年度における戸建住宅の取扱棟数増加率は約10.0％～15.0％を目処として、第26期（平成21

年５月期）には売上高100,000百万円（取扱棟数：約3,700棟）の達成を目標としております。 

利 益 率：売上総利益率の改善、販売費及び一般管理費の削減等に努めることで、第24期（平成19年５月期）

以降については経常利益率8.0％の確保を目指してまいります。 

経営基盤：新規営業所の開設は首都圏を中心として各事業年度約３店舗、第26期（平成21年５月期）における

本店を含めた支店及び営業所の総数は概ね30店舗を目標としてまいります。 

そ の 他：業績拡大を支えるべく優秀なる人材の積極的な確保に努めることで、第26期（平成21年５月期）に

おける従業員数は約300名となる見込であります。 

      なお、当社にとって業績を拡大するために必要となる設備投資は、主に販売設備（支店及び営業所）

の取得であります。 

      これらについては主に賃貸をもって取得しているため、当該「４ヵ年計画」における重要な設備投資

に関する事項はありません。 

 

 ｆ．会社の対処すべき課題 

日本経済全体では、国内の民間需要に支えられた堅実な回復基調にはあるものの、原油価格やテロ対策問題等と

いった世界経済の動向には留意を要する依然として不安定な状況の中にあります。 

また、雇用環境や個人所得等に改善の兆しはあるものの、可処分所得額の減少、金利上昇及び消費税等増税気運

の高まり等によって将来に対する不安感を完全に払拭するには至っておりません。 

不動産及び住宅産業界についても、不動産取得価格に対する値頃感の浸透によって首都圏を中心に安定した需要

が引き続き期待できるものの、地価下落トレンドの軟化及び企業間競争の激化等によってシェア及び利益の確保が

困難な厳しい環境の中での推移が見込まれます。 

このような厳しい環境の中において、当社では、本業である戸建住宅を中心とした不動産分譲事業による更なる

業績の拡大を図るべく、次の課題に取組んでまいります。 

 

① 経営基盤の拡充 

今後において、安定かつ継続して魅力のある戸建住宅を提供していくためには、安定かつ継続して優良な土地

仕入情報を確保することが重要となってまいります。 

当社では、住宅ニーズの根強い首都圏（東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県）を中心とした営業基盤の拡充を

図るとともに、中部圏（愛知県）等首都圏以外における営業基盤の構築に努めてまいります。 

 

② 高品質で低価格な戸建住宅の提供 

今後において、魅力のある高品質で低価格な戸建住宅を提供していくためには、取扱棟数の増加によるスケー

ルメリットを活かした建物製造原価の圧縮及びプロジェクト期間（土地仕入から施工及び販売まで）の短縮によ

るたな卸資産回転率の向上等に努めてまいります。 

 

③ 経営管理体制の強化 

今後において、安定かつ継続した企業成長を図るためには、そのドライバーとなる優秀な人材の確保に取り組

むとともに、従業員教育の充実及びフラットな組織による適正な人員配置等によって効率的かつ有機的な少数精

鋭組織の維持構築に努めてまいります。 

また、パブリックカンパニーとしての責務を果たすべく、コンプライアンス、リスクマネジメント体制の強化、

アカウンタビリティを含めたディスクロージャー体制の充実にも積極的に取組んでまいります。 

 

 ｇ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

当社のコーポレート・ガバナンスでは、経営の「透明性」、「公平性」及び「迅速性」の実現を基本的な方針とし

ております。 
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また、パブリックカンパニーとしての責任を全うすべく、コンプライアンスやリスクマネジメント体制の強化、

アカウンタビリティを含めたディスクロージャー体制の充実に取り組むことによって株主への利益還元の増大に努

めてまいります。 

 

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

① 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

（イ）会社の機関の内容 

・取締役会 

    取締役会は、取締役４名をもって構成されております。 

    取締役の人員数を最小限に抑えることによって、取締役会開催の利便性を高め、経営上の意思決定における

迅速性の実現に努めております。 

また、当社では経験、知識及びマネージメント能力に優れた者を取締役に選任しております。 

社外取締役については選任していないものの、監査役の取締役会及び全社会議といった主要な会議への出席

を促進させること等によって経営監視機能の強化を図っております。 

・全社会議 

    全社会議は、代表取締役社長自らが中心となって定期的に開催しております。 

代表取締役社長をはじめ、取締役、常勤監査役、支店及び営業所の店長並びに各部門の責任者等によって構

成され、取締役会にて決議された重要事項等の「公平」かつ「迅速」なる共有化、経営における「透明性」

の実現に努めております。 

    また、支店及び営業所の店長並びに各部門の責任者等を含めた積極的な意見交換を行なうことによって各部

門における相互連携の強化を図るとともに、現場の「声」の経営へのタイムリーなフィードバックに努めて

おります。 

・監査役及び監査役会 

    当社では監査役制度を採用しております。 

監査役会については、常勤監査役１名と非常勤監査役２名の計３名で構成され、定期的かつ機動的な開催に

よって有機的な経営の監視を行なっております。 

    また、取締役会や全社会議等といった主要な会議に出席するとともに、非常勤監査役には公認会計士等の有

資格者を登用すること等によって経営監視機能の強化を図っております。 

 

（ロ）内部統制システムの整備の状況 

当社では、代表取締役社長が直轄する内部監査室を設置しております。 

    この内部監査室による監査では、監査役による監査との有機的な連携等によってその実効性を高めておりま 

す。 

 

（ハ）リスク管理体制の整備の状況 

当社では、管理本部（経営管理部）を中心として、想定されるリスクの回避及びリスクが発生した場合にお

ける迅速かつ適切なる対応を行なっております。 

また、必要な場合には、顧問弁護士や会計監査人等との意見交換についても積極的に行なっております。 

 

（ニ）内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 

内部監査室による内部監査、監査役による監査役監査及び公認会計士による会計監査の状況については、次

のとおりであります。 

・内部監査室 

内部監査室では、全部門、全支店及び営業所において実地による業務監査等を行なっております。 

    その評価については、代表取締役社長へ報告されるのみならず、各部門の責任者への助言及び指導等をもっ

て行なっております。 

    また、主に監査役監査との有機的な連携によって、その実効性の向上を図っております。 

   ・監査役監査 

    監査役監査では、主に取締役会や全社会議等主要な会議への出席等によって、取締役の業務執行状況等の監

査を行なっております。 
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また、会計監査人との意見交換、内部監査室との連携等によってコーポレートガバナンスの充実に努めてお

ります。 

   ・会計監査 

    会計監査については、新日本監査法人を会計監査人として選任しております。 

当中間会計期間においてこれらの業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び当社に係る継

続監査年数については次のとおりであります。 

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人 当社に係る継続監査年数

指定社員 業務執行社員 太田 恵子 新日本監査法人 － 

指定社員 業務執行社員 宮入 正幸  新日本監査法人 － 

指定社員 業務執行社員 井村 順子 新日本監査法人 － 

（注）１．監査業務に係る補助者の構成については、公認会計士２名及び会計士補４名であります。 

    

、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関

係

 

③ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

ート・ガバナンス

の

  査役の出席がなされ、全社会議においても全取締役、監査役、全支店及び営

 

ｈ．親会社等に関する事項 

ていないため、記載すべき事項はありません。 

 

２．当社に係る継続監査年数については、全員が７年以内であるため記載を省略しております。 

    ３．同監査法人は、既に自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与する

ことのないような措置をとっております。 

株 主 総 会 

取 締 役 会 監 査 役 会 

 
② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

当社では、社外取締役の選任を行なっておりません。 

また、当社と当社の社外監査役（３名）との間において

はありません。 

取締役会、監査役会及び全社会議等を定期的かつ機動的に開催すること等によってコーポレ

充実に取組んでまいりました。 

 また、全ての取締役会において監

業所の店長並びに各部門の責任者による積極的な意見交換がなされた等コンプライアンス、リスクマネジメント

の充実にも取組んでまいりました。 

 

当社では、親会社等を有し

各本部・各部・室等

（全 社 会 議）

(経営監視)

内 部 監 査 室 

会
計
監
査
人 

(出 席) 

(業務監査)

(出 席) 

(業務監査) 

(意見及び情報交換)
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 ｉ．その他、会社の経営上の重要な事項 

当社では、その他の会社経営上における重要な事項がないため、記載すべき事項はありません。 

 

（２）経営成績及び財政状態 

 ａ．経営成績 

当中間会計期間の日本経済は、原油価格やテロ対策問題等を内包する世界経済の動向には依然として留意を要す

るものの、全般的には国内の民間需要に支えられた堅実なる回復基調の中での推移となりました。 

企業収益の好調なる推移は家計部門にも波及（雇用環境や個人消費の改善等）、株式市場等の回復と相俟ってデフ

レ局面の終息に向った兆候が力強く顕在化してまいりました。 

不動産及び住宅産業界では、景気回復及び低金利情勢等を背景として首都圏を中心に需要動向は堅調ではあるも

のの、着工新設住宅戸数の伸び悩み、地価の下げ止まりとそれに相反する不動産取引価格の低迷及びマンションを

含めた同業他社との競合の激化等によって依然として厳しい環境での推移となっております。 

このような環境において、当社では本業である戸建住宅を中心とした不動産分譲事業に経営資源を有効活用する

こと等によって更なる業績の拡大に努めてまいりました。 

柏営業所（千葉県柏市）、池上営業所（東京都大田区）の開設等による経営基盤の拡充、金融機関との当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約の締結による財務体質の強化、住宅品質の更なる向上及び取扱棟数の増加によるス

ケールメリットを活かした建物製造原価の圧縮等に取組んだものの、相対的に住宅需要の強くない首都圏郊外での

大規模プロジェクトにおける販売遅延等によってシェアを確保することが出来ませんでした。 

これらの結果、当中間会計期間の業績は、売上高 18,720,247 千円（前中間会計期間比 35.2％減）、経常利益

1,136,356 千円（前中間会計期間比54.8％減）、中間純利益658,665 千円（前中間会計期間比54.0％減）となりま

した。 

なお、事業部門別の状況については、当中間会計期間も本業である戸建住宅を中心とした不動産分譲事業に経営

資源を集中した結果、不動産分譲事業の売上高は18,534,891 千円（前中間会計期間比35.5％減）で売上高構成比

99.0％、その他事業の売上高は185,356千円（前中間会計期間比12.3％増）で売上高構成比1.0％となっておりま

す。 

  

当事業年度通期における業績の見通しについては、不動産分譲事業における現有在庫（たな卸資産）の販売促進

等によって売上高70,000,000千円（前事業年度比15.3％増）、経常利益5,300,000千円（当事業年度比16.5％増）、

当期純利益では3,021,000千円（当事業年度比16.9％増）を見込んでおります。 

 

○事業部門別売上高 

事業部門別 品 目 売 上 高 構 成 比 前年同期比 

  千円 ％ ％

不動産分譲事業 戸 建 住 宅 18,534,891 99.0 △35.5 

 マンション － － － 

 （小  計） 18,534,891 99.0 △35.5 

そ の 他 請 負 工 事 113,714 0.6 10.1 

 賃 貸 6,002 0.0 3.8 

 そ の 他 65,639 0.4 17.1 

 （小  計） 185,356 1.0 12.3 

合 計 18,720,247 100.0 △35.2 
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 ｂ．財政状態 

① 資産、負債及び資本の状況 

（資産の状況） 

当中間会計期間末における資産の合計は28,974,975千円（前事業年度末比13.6％増）となりました。 

これは主に、業績の拡大を図るべく積極的な土地仕入の促進によってたな卸資産が増加したことによるもので

あります。 

また、当事業年度末における見通しについても、更なる業績の拡大を目的とした積極的な土地仕入の促進を図

ることによってたな卸資産を中心に増加する見込みであります 

 

（負債の状況） 

当中間会計期間末における負債の合計は17,856,664千円（前事業年度末比22.4％増）となりました。 

これは主に、たな卸資産の増加に伴った短期借入金の増加、資金調達における便宜性の向上等を目的とした社

債の発行等によるものであります。 

また、当事業年度末における見通しについては、業績の拡大を目的としたたな卸資産の増加に伴った短期借入

金の増加及び社債の発行等によって増加する見込みであります。 

 

（資本の状況） 

当中間会計期間末における資本の合計は11,118,311千円（前事業年度末比1.9％増）となりました。 

これについては、中間純利益の計上によって利益剰余金（中間未処分利益）が増加したことによるものであり

ます。 

また、当事業年度末における見通しについても、当期純利益の計上による利益剰余金（当期未処分利益）によ

って増加する見込であります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における「現金及び現金同等物」（以下、「資金」という。）は、主に営業活動によるキャッシュ・

フローでの使用によって前事業年度末から5,189,560千円減少して1,782,568千円となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因等について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） 

当中間会計期間における営業活動の結果、使用した資金は9,006,550千円（前中間会計期間は1,053,853千円

の獲得）となりました。 

これは主に、税引前中間純利益の減少（前中間会計期間比 54.8％減）、業績の拡大を目的とした積極的な土地

仕入の促進によるたな卸資産の増加等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） 

当中間会計期間における投資活動の結果、獲得した資金は7,749千円（前中間会計期間は50,397千円の獲得）

となりました。 

これについては、定期積金の払戻しによって、有形及び無形固定資産の取得等を賄ったことによるものであり

ます。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間における財務活動の結果、獲得した資金は3,809,240千円（前中間会計期間は1,777,140千円

の獲得）となりました。 

これについては、業績の拡大を目的としたたな卸資産の増加を図るため、短期借入金の増加及び社債の発行に

よって資金を調達したことによるものであります。 

 

当事業年度通期におけるキャッシュ・フローの状況（資金）の見通しについては、翌事業年度以降における業

績の拡大を目的とした土地仕入資金の需要（営業活動によるキャッシュ・フロー：たな卸資産の増加）に対して、

販売棟数の増加等による自己資金（営業活動によるキャッシュ・フロー：税引前当期純利益等）及び社債の発行

によって調達した資金（財務活動によるキャッシュ・フロー：社債の発行による収入）等を有効活用することに
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よって、有利子負債残高の増加（財務活動によるキャッシュ・フロー：短期借入金の純増加額）は抑制しながら

当中間会計期間末の資金は維持又は増加となる見込であります。 

 

また、当社におけるキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（平成16年11月期）

当中間会計期間 

（平成17年11月期） 

前事業年度 

（平成17年５月期）

株主資本比率（％） 35.6 38.4 42.8 

時価ベースの株主資本比率（％） 207.2 107.9 122.5 

債務償還年数（年） － － 1.4 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ（倍） 7.6 － 21.5 

（注）１．各指標の内容については、次のとおりであります。 

     株主資本比率：株主資本／総資産 

     時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

     債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

     インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

   ２．債務償還年数について、中間会計期間（平成16年11月期、平成17年11月期）は記載しておりません。 

   ３．平成17年11月期のインタレスト・ガバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローが使用（マ

イナス）であるため記載しておりません。 

   ４．営業キャッシュ・フローについては、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。 

     有利子負債については、貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている負債（短期借入金、

１年内返済予定長期借入金、１年内償還予定社債、社債、長期借入金）を対象としております。 

     また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書における利息の支払額を使用しております。 
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３．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11月30日） 
当中間会計期間末 

（平成17年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年５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  6,883,829   1,782,568   6,992,129   

２.たな卸資産 ※３ 19,322,949   25,211,398   16,438,901   

３.その他  ※４ 357,547   282,721   375,090   

流動資産合計   26,564,326 94.6  27,276,688 94.1  23,806,121 93.3

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※1,3 1,094,488   1,208,824   1,218,557   

２．無形固定資産  3,486   9,348   6,217   

３．投資その他の資産 ※２ 410,401   480,113   475,350   

固定資産合計   1,508,376 5.4  1,698,287 5.9  1,700,126 6.7

資産合計   28,072,703 100.0  28,974,975 100.0  25,506,247 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形  3,342,700   3,079,736   3,657,160   

２．営業未払金  1,617,526   1,761,695   1,780,413   

３．短期借入金 ※3,5 11,181,500   10,802,300   7,411,000   

４．１年内返済予定長
期借入金 

※３ 80,290   －   74,280   

５．１年内償還予定社
債  

 －   500,000   －   

６．未払法人税等  1,064,640   462,702   820,385   

７．その他 ※４ 522,351   542,022   613,284   

流動負債合計   17,809,008 63.5  17,148,457 59.2  14,356,522 56.3

Ⅱ 固定負債           

１．社債  －   500,000   －   

２．長期借入金  ※３ 88,280   －   51,020   

３．退職給付引当金  37,547   52,031   40,652   

４．役員退職慰労引当
金  127,100   147,900   137,500   

５．その他  7,044   8,275   7,044   

固定負債合計   259,971 0.9  708,207 2.4  236,217 0.9

負債合計   18,068,980 64.4  17,856,664 61.6  14,592,740 57.2
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前中間会計期間末 

（平成16年11月30日） 
当中間会計期間末 

（平成17年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年５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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   1,429,020 5.1  1,429,020 4.9  1,429,020 5.6

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  1,493,085   1,493,085   1,493,085   

資本剰余金合計   1,493,085 5.3  1,493,085 5.2  1,493,085 5.8

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  41,186   41,186   41,186   

２．任意積立金  457   298   457   

３．中間（当期）未処
分利益  7,020,995   8,136,069   7,934,004   

利益剰余金合計   7,062,639 25.1  8,177,554 28.2  7,975,648 31.3

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   18,978 0.1  18,652 0.1  15,753 0.1

資本合計   10,003,722 35.6  11,118,311 38.4  10,913,507 42.8

負債資本合計   28,072,703 100.0  28,974,975 100.0  25,506,247 100.0
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（２）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５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   28,882,719 100.0  18,720,247 100.0  60,689,646 100.0

Ⅱ 売上原価   24,580,014 85.1  16,003,091 85.5  52,558,548 86.6

売上総利益   4,302,704 14.9  2,717,156 14.5  8,131,097 13.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   1,682,027 5.8  1,486,800 7.9  3,432,487 5.7

営業利益   2,620,677 9.1  1,230,355 6.6  4,698,609 7.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  72,147 0.2  4,867 0.0  153,573 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  177,541 0.6  98,866 0.5  304,761 0.5

経常利益   2,515,283 8.7  1,136,356 6.1  4,547,421 7.5

Ⅵ 特別損失   － －  375 0.0  273 0.0

税引前中間（当期）
純利益   2,515,283 8.7  1,135,980 6.1  4,547,148 7.5

法人税、住民税及
び事業税  1,032,636   439,499   1,893,388   

法人税等調整額  51,943 1,084,580 3.7 37,815 477,314 2.6 69,646 1,963,035 3.2

中間（当期）純利
益   1,430,703 5.0  658,665 3.5  2,584,112 4.3

前期繰越利益   5,590,292   7,477,403   5,590,292  

中間配当額   －   －   240,400  

中間（当期）未処
分利益   7,020,995   8,136,069   7,934,004  
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（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６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
 （自 平成17年６月１日 

至 平成17年11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６月１日 

至 平成17年５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  2,515,283 1,135,980 4,547,148 

減価償却費  34,146 29,645 72,057 

賞与引当金の減少額  △126,229 △113,648 △12,580 

退職給付引当金の増加額  5,829 11,378 8,934 

役員退職慰労引当金の増
加額  13,000 10,400 23,400 

貸倒引当金の減少額  － － △4,500 

受取利息及び受取配当金  △3,522 △2,838 △5,057 

支払利息  137,717 72,967 258,544 

有形固定資産売却損  － － 155 

有形固定資産除却損   － 375 118 

たな卸資産の減少額（△増
加額）  △334,191 △8,772,497 2,549,857 

その他の資産の減少額  135,768 40,116 87,929 

仕入債務の増加額（△減少
額）  199,527 △596,141 676,873 

その他の負債の増加額  124,566 15,363 115,999 

役員賞与の支払額  △20,000 － △20,000 

小計  2,681,897 △8,168,899 8,298,881 

利息及び配当金の受取額  3,509 2,857 5,044 

利息の支払額  △139,093 △65,147 △253,012 

法人税等の支払額  △1,492,459 △775,360 △2,609,721 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  1,053,853 △9,006,550 5,441,191 
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前中間会計期間 

 （自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
 （自 平成17年６月１日 

至 平成17年11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６月１日 

至 平成17年５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     

定期積金の預入による支
出  △55,000 △12,000 △74,000 

定期積金の払戻による収
入  147,600 41,000 225,600 

投資有価証券等の取得に
よる支出  － △30 △50,000 

投資有価証券等の売却に
よる収入   － 10 － 

有形固定資産の取得によ
る支出  △42,202 △17,230 △206,364 

有形固定資産の売却によ
る収入  － － 293 

無形固定資産の取得によ
る支出  － △4,000 △3,000 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  50,397 7,749 △107,470 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー     

短期借入金の純増加額（△
減少額）  664,500 3,391,300 △3,106,000 

長期借入金の返済による
支出  △44,520 △125,300 △87,790 

社債の発行による収入   － 1,000,000 － 

株式の発行による収入  1,655,080 － 1,655,080 

配当金の支払額  △497,920 △456,760 △738,320 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  1,777,140 3,809,240 △2,277,030 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額
（△減少額）  2,881,390 △5,189,560 3,056,690 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残
高  3,915,438 6,972,129 3,915,438 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高 

※ 6,796,829 1,782,568 6,972,129 
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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16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31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） 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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）

 時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

販売用不動産、仕掛販売用不

動産及び未成工事支出金 

個別法による原価法 

(2）たな卸資産 

同左 

(2）たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備は除く）については、定額法。

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

(1）有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備は除く）については、定額法。

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

(1)有形固定資産 

同左 

  

  

  
建物 15～50年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ３～20年

  

 
建物 11～50年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ３～20年

  

 

 (2）無形固定資産 

定額法 

 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）に基づいて

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16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）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

収可能性を勘案し、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) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、退職給付会計に関する実務指

針（中間報告）（日本公認会計士

協会 会計制度委員会報告第13

号）に定める簡便法により、自己

都合退職による中間会計期間末

要支給額から中小企業退職金共

済事業団からの給付金相当額を

控除した金額を計上しておりま

す。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

(2) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、退職給付会計に関する実務指

針（中間報告）（日本公認会計士

協会 会計制度委員会報告第13

号）に定める簡便法により、自己

都合退職による期末要支給額か

ら中小企業退職金共済事業団か

らの給付金相当額を控除した金

額を計上しております。 

 (3) 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、役員退職慰労金規程に

基づく中間会計期間末要支給額

を計上しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

(3）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、役員退職慰労金規程に

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．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 

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 

(1)消費税等の会計処理 

①税抜方式によっております。

②控除対象外消費税等は、固定資

産に係るものは投資その他の資

産の「その他」に計上し５年間で

均等償還を行っており、それ以外

は発生年度の期間費用としてお

ります。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

(1)消費税等の会計処理 

同左 
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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の変更  

前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５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））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日）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。 

－  
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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11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前事業年度末 
（平成17年５月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

207,847千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

       265,729千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

       240,494千円

※２ 投資その他の資産に係る貸倒引当金 

10,000千円 

※２ 投資その他の資産に係る貸倒引当金 

      5,500千円

※２ 投資その他の資産に係る貸倒引当金 

      5,500千円

※３ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産及びこれに対

応する債務は次のとおりであります。 

※３ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

※３ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

(1) 担保に供している資産 (1) 担保に供している資産 (1) 担保に供している資産 

 
たな卸資産 9,898,332千円

有形固定資産 562,114千円

計 10,460,447千円

  

担保権の設定が留保されているたな卸

資産（土地及び建物）が95,074千円ありま

す。 

 
たな卸資産    3,462,242千円

有形固定資産    556,864千円

計    4,019,106千円

  
 上記のほか、担保権の設定が留保されて

いるたな卸資産（土地及び建物）が

2,549,792千円、建物が28,698千円ありま

す。 

  上記のほか、担保権の設定が留保されて

いるたな卸資産（土地及び建物）が

3,122,754千円、建物が28,117千円ありま

す。 

(2) 上記に対する債務 (2) 上記に対する債務 (2) 上記に対する債務 

 
短期借入金 11,047,500千円

１年内返済予定長

期借入金 
80,290千円

長期借入金 88,280千円

計 11,216,070千円

  

 
短期借入金       56,000千円

  

 
短期借入金    6,200,000千円

１年内返済予定長

期借入金 
      74,280千円

長期借入金       51,020千円

計    6,325,300千円

  
※４ 消費税等の取扱 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

※４ 消費税等の取扱 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

※４        － 

※５        －  

 

※５ 当社では、土地仕入資金の効率的な調達

を目的として、取引銀行３行と当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。これら契約に基づく当中間会

計期間末の借入未実行残高は次のとおり

であります。  

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

  10,000,000千円

借入実行残高    8,159,500千円

差引額    1,840,500千円
  

※５        －  
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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６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５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 180千円

受取配当金 3,341千円

安全協力会収受金 67,470千円

  

 
受取利息    98千円

受取配当金    2,739千円

  

 
受取利息    370千円

受取配当金    4,686千円

安全協力会収受金  127,407千円

  
※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 137,717千円

  

 
支払利息   72,967千円

  

 
支払利息  258,544千円

  
 ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額 

 
有形固定資産 33,977千円

無形固定資産 168千円

  

 
有形固定資産  28,776千円

無形固定資産    868千円

  

 
有形固定資産  71,619千円

無形固定資産    438千円

  
 

（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６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に記載されている科目の金額

との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に記載されている科目の金額

との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に記載されている科目の金額との関係

（平成16年11月30日現在） （平成17年11月30日現在） （平成17年５月31日現在）

 
現金及び預金勘定 6,883,829千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期積金 
△87,000千円

現金及び現金同等物 6,796,829千円

  

 
現金及び預金勘定  1,782,568千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期積金 
－千円

現金及び現金同等物  1,782,568千円

  

 
現金及び預金勘定  6,992,129千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期積金 
△20,000千円

現金及び現金同等物  6,972,129千円

  
 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 
 （自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
 （自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
 （自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

 リース取引については、いずれも事業内容に

照らして重要性が乏しく、また、リース契約１

件当たりの金額が少額なため、記載を省略して

おります。 

同左 同左 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成16年11月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 26,061 58,060 31,998 

合計 26,061 58,060 31,998 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 119,750 

 

当中間会計期間末（平成17年11月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 26,061 57,510 31,448 

合計 26,061 57,510 31,448 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 169,750 

 

前事業年度（平成17年５月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 26,061 52,623 26,561 

合計 26,061 52,623 26,561 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 169,750 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成16年６月１日 至 平成16年11月30日）、当中間会計期間（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日）及び前事業年度（自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日） 

 

当社はデリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 
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（持分法損益等） 

前中間会計期間 
 （自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
 （自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
 （自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

 関連会社に対する投資の重要性が乏しいた

め、記載を省略しております。 

同左 同左 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
 （自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
 （自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
 （自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

 
１株当たり純資産額 41,612円82銭

１株当たり中間純利益

金額 
6,106円81銭

  

 
１株当たり純資産額      46,249円22銭

１株当たり中間純利益

金額 
     2,739円87銭

  

 
１株当たり純資産額      45,397円28銭

１株当たり当期純利益

金額 
     10,888円18銭

  
 なお、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。 

 なお、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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

   

 当社は、平成16年１月20日付で株式１株につ

き２株の株式分割を、平成16年７月20日付で株

式１株につき３株の株式分割を行なっており

ます。 

 これらの株式分割が前期首に行なわれたと

仮定した場合の１株当たり情報については、そ

れぞれ以下のとおりとなります。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産
額 

１株当たり純資産
額 

26,850円07銭 31,844円51銭 

１株当たり中間純
利益金額 

１株当たり当期純
利益金額 

5,968円74銭 10,836円35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。 

 潜在株式調整後
１株当たり当期純
利益金額について
は、潜在株式が存
在しないため記載
しておりません。 

  

  

  

 当社は、平成16年７月20日付で株式１株につ

き３株の株式分割を行なっております。 

 当該株式分割が前期首に行なわれたと仮定

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      31,844円51銭

１株当たり当期純利益

金額 
     10,836円35銭

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、潜在株式が存在しないため記

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は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

 (自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
 (自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
 (自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日)

中間（当期）純利益（千円） 1,430,703 658,665 2,584,112 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 1,430,703 658,665 2,584,112 

普通株式の期中平均株式数（株） 234,280 240,400 237,332 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
 （自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
 （自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
 （自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

－ 平成17年12月２日開催の当社取締役会にお

いて、第３回無担保社債の発行を決議いたしま

した。 

その概要については、次のとおりであります。

１．発行金額   金2,000,000千円 

２．各社債の金額 金100,000千円の１種 

３．発行価額   額面100円につき100円 

４．償還金額   額面100円につき100円 

５．利率     年0.21％ 

６．期限及び償還方法 

  社債発行日より３年間、満期一括償還 

７．発行日    平成17年12月29日 

８．財務代理人  株式会社東京三菱銀行 

９．登録機関   株式会社東京三菱銀行 

10．資金使途   事業資金 

 － 
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４．生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

第23期中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日） 事業部門別 品 目 

件 数（棟） 金 額（千円） 前年同期比（％） 

戸建住宅 998 30,931,636 104.4
不動産分譲 

マンション － － －

合 計 998 30,931,636 104.4

（注）１．上記の金額は、販売価格によっております。 

   ２．件数欄については、戸建住宅の棟数を表示しております。 

   ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）受注実績 

当社では見込み生産を行なっているため、該当事項はありません。 

 

（３）販売実績 

 当中間会計期間における事業部門別の販売実績は、次のとおりであります。 

第23期中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日） 事業部門別 品 目 

件 数（棟） 金 額（千円） 前年同期比（％） 

戸建住宅 677 18,534,891 △35.5 

マンション － － － 不動産分譲 

（小 計） 677 18,534,891 △35.5 

請負工事 10 113,714 10.1 

賃 貸 － 6,002 3.8 

そ の 他 － 65,639 17.1 
そ の 他 

（小 計） － 185,356 12.3 

合 計 － 18,720,247 △35.2 

 

また、不動産分譲事業（戸建住宅）における地域別の販売実績は、次のとおりであります。 

地 域 件 数（棟） 金 額（千円） 前年同期比（％） 

東 京 都 91 3,257,090 △52.3 

埼 玉 県 218 5,719,306 △46.2 

神奈川県 119 3,538,271 △26.2 

千 葉 県 202 4,760,715 △24.2 

群 馬 県 2 32,701 － 

茨 城 県 6 92,070 － 

愛 知 県 39 1,134,734 554.8 

合 計 677 18,534,891 △35.5 

（注）１．件数欄については、戸建住宅の棟数を表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ３．群馬県及び茨城県の前年同期比については、前年同期における実績がないため記載しておりません。 

 

以上 
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