
 

 

平成 18 年 5 月期   中間決算短信（連結） 平成18年1月16日 

会 社 名 株式会社 ゼクス            登録銘柄     東証第二部 

コ ー ド 番 号 8913                  本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.zecs.co.jp） 

代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 

        氏    名 平山 啓行 

問い合わせ先 責任者役職名 取締役財務部長 

        氏    名 増田 達哉        ＴＥＬ（03）5510－1127 

決算取締役会開催日  平成18年1月16日 

親会社名 なし    （コード番号： ―  ）     親会社における当社の株式保有比率 ― ％ 

米国会計基準採用の有無   無 
 
１．17年11月中間期の連結業績（平成17年6月1日～平成17年11月30日） 

(1) 連結経営成績                 (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11月中間期 
16年11月中間期 

百万円   ％
8,130  （32.1）
6,153  （ 2.4）

百万円   ％
1,333  （ 63.2）
817  （△9.7）

百万円   ％
1,009  （ 65.8）
609  （△18.8）

1 7 年 5 月 期 12,564      1,953       1,539        
 

 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 

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円   ％
371  （ 49.3）
248  （△38.7）

円   銭
4,458   50 
6,260   59 

円   銭
4,202   69 

     5,655   99 

1 7 年 5 月 期 732        9,168   48 9,055   01 

(注)①持分法投資損益   17年11月中間期 2百万円  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(連結) 17年11月中間期 83,289.55株 16年11月中間期 39,741.31株 17年5月期 79,911.74株 

③会計処理の方法の変更 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 

⑤平成17年5月期の期中平均株式数及び1株当たり当期純利益は、株式分割(1：2)が期首に行われたものとして算

出しております。 

(2) 連結財政状態                (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。 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円 
71,359    
35,178    

百万円
5,489   
2,323   

％ 
7.7  
6.6  

円   銭
63,853   54 
58,446   90 

1 7 年 5 月 期 43,671    4,058   9.3  49,343   54 

(注)期末発行済株式数(連結) 17年11月中間期 85,965.4株 16年11月中間期 39,748.0株 17年5月期 82,257.0株 

 (3) 連結キャッシュ･フローの状況         (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。 

 
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

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円 
△1,688    
3,111    

百万円
△ 5,540   
△13,535   

百万円 
6,719    
8,936    

百万円
1,539   
1,962   

1 7 年 5 月 期 4,054    △19,362   13,906    2,049   

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数  18 社   持分法適用非連結子会社数  ― 社   持分法適用関連会社数  １ 社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  ３ 社   (除外)  ― 社    持分法 (新規)  １ 社   (除外)  ― 社 

２．18年5月期の連結業績予想（平成17年6月1日～平成18年5月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 

通  期 
百万円

15,500   
百万円

1,800   
百万円

800   

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）9,725円62銭 

※ 上記の業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績はさまざまな重要な要因によって、上記予想数値とは大きく異なる結果となる可能性があります。

なお、上記連結業績予想に関する事項は添付資料9ページをご参照ください。 
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１．企業集団の状況 

 当社グループは、当社及び連結子会社18社で構成されており、不動産価値創造に関わる幅広い

ソリューション業務と、シニア向け住宅等の運営業務を行っております。当社グループは、収益性

の低い不動産に対してその改善をするため、賃貸マンション、分譲マンション(ファミリー・ワン

ルームタイプ)、シニアハウジング(高齢者用住宅)、ビジネスホテル、商業施設、娯楽・文化施設

等、特定の用途に限らず、不動産の特性に適合した不動産価値創造プロジェクトを行う「不動産コ

ンサルティング事業」、シニア向けの住宅運営とサービスを行う「シニアハウジング＆サービス事

業」、ゴルフ場やリゾート施設の運営等を行う「その他施設運営事業」を展開しております。 

 連結子会社18社のうち2社は不動産コンサルティング事業に関っております。そのうち1社は、

事業のエリア展開強化を目的として、2005 年 11 月にＴＯＢ（株式公開買付）を行い子会社化した

東京・名古屋証券取引所第 2 部上場企業の中央毛織㈱となります。また、7 社はシニアハウジング

＆サービス事業に関わり、高齢者用各種住宅の企画開発・運営会社が 5 社、シニア世代向けサー

ビスの企画・運営会社が 1 社、医療関連サービス会社が１社となります。その他施設運営事業は 9
社となり、ゴルフ場とリゾートホテル運営会社が 1 社、ゴルフ場運営会社が 5 社、ホテル運営会

社が 1 社、温浴施設運営会社が 1 社、ペット関連ビジネス・教育事業を行う会社が 1 社となりま

す。 
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２．経営方針 
（１） 経営の基本方針 

当社グループは、「不動産価値創造を通じて、心の豊かさにつながるホスピタリティサービ

スを提供します」という経営方針に基づいて、事業モデルにこだわらずニーズに見合った最適

な不動産事業と、運営サービス事業を展開しております。 
    今後も積極的に事業を展開しながら各事業シナジーを発揮し、当社グループの企業価値を最

大化させることで各ステークホルダーに利益を還元し、事業の拡大を進めていきたいと考えて

おります。 
 
（２） 利益分配に関する基本方針 

当社は、株主への長期的利益還元を経営の重要な課題と位置付けております。 
配当政策については企業体質の強化と将来の事業展開の為に内部留保の充実を図るとともに、

業績に応じた配当を継続的に行う事を基本方針としています。 
 
（３）  投資単位の引下げに関する考え方及び方針等  
     当社では、株式の流動性を高めるため、また投資家層の拡大を図るべく、平成 16 年 12 月

に 1 株につき 2 株の割合をもって株式分割を実施しております。今後においても投資単位の

引下げは、経営上の重要な事項と認識し、慎重に検討を進めてまいります。 
 
（４） 目標とする経営指標 

当社グループは成長性を重視し、経常利益の拡大を目指しております。また、中長期的に、

売上高経常利益率の向上を重視して経営に取り組んでまいります。 
 
（５） 中長期的な会社の経営戦略 
    時価会計制度の導入による企業の資産オフバランスニーズの増加や、不動産証券化市場の

増大により、不動産流動化のトレンドは継続的に増大していくものと考えられます。また、

社会環境において少子高齢社会が到来する状況で、高齢者に対するサービスも多種多様に出

てくるものと考えられます。 
    このような環境のもと、当社グループでは不動産価値の創造を目的とした「不動産コンサ

ルティング事業」をコアスキルとして、シニアハウジングの開発・運営等にも注力していき

ます。    
中でもビジネスチャンスの増大が予想される、不動産流動化ニーズや高齢社会に対応した

サービスニーズに対して、不動産コンサルティング事業の不動産証券化関連プロジェクトと、

シニアハウジング＆サービス事業の積極的な展開を図っていく事で業績の拡大を目指してま

いります。 
  

（６） 会社の対処すべき課題 
今後の経済見通しにつきましては、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加・雇用環境

の改善など、穏やかな回復基調を感じさせております。 
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不動産関連業界においては、不良債権の処理や減損会計導入により、不動産の流動化が活発

化する傾向にあります。また不動産の利用（収益）価値が更に着目されていく中で、立地条件

や規模等、不動産の特性に的確に対応した事業企画が必要となり、当社は事業モデルを特定せ

ずに、ニーズに応じた多岐にわたる不動産事業を提供する事により「不動産価値創造」を追求

する事が、ビジネスチャンス獲得に重要な課題だと考えます。 
このような経済環境に加え、少子高齢社会が到来する状況下で、当社が安定的かつ継続的に

事業を発展させていく為に、事業企画力の強化と人材の育成及び施設運営ノウハウの向上に注

力していきます。 
① 事業企画力の強化 

当社グループは不動産コンサルティング事業において、オフィスビル、賃貸マンション、

分譲マンション(ファミリー・ワンルームタイプ)、シニアハウジング（高齢者用住宅）、ビ

ジネスホテル、商業施設、娯楽・文化施設等、運営まで含めた多岐にわたる不動産プロジ

ェクトを実行しておりますが、そのノウハウを活用し更なる収益性向上の追求と、新たな

事業モデルの検討を進めていく方針です。 

② 人材の育成 

当社グループの不動産コンサルティング事業は、不動産・金融・建設に対する広範囲の

スキルが必要な為、優秀なスタッフの充実が不可欠です。またシニアハウジング＆サービ

ス事業やその他施設運営事業を継続的に拡大するには、施設の展開力に加えて、運営の質

の向上が重要な成功要因となり、その為には運営に携わる優秀なスタッフが必要です。そ

の為に、各事業において新卒・中途採用を積極的に進め、ＯＪＴ（オン・ザ・ジョブ・ト

レーニング）制度に加え研修制度の充実を図り、優秀な人材の獲得・育成に注力していき

ます。 

    ③ 運営ノウハウの向上 
「シニアハウジング＆サービス事業」及び「その他施設運営事業」では、各種不動産の運

営事業を行っております。当社グループは、中長期的に運営ノウハウの向上が他社との差

別化要因になっていくものと考えており、人材の育成に加えてノウハウを均一化する仕組

みなど構築しながら運営ノウハウの向上を図っていく方針です。 
 

（７） 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 
① 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・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「不動産価値創造事業を

通じて、心の豊かさにつながるホスピタリティサービスを提供する。」というミッションに

基づき、適切な経営・監査体制による企業活動とタイムリーな企業情報の開示により、ス

テークホルダーに対して利益を還元してゆくことを目的としたコーポレート・ガバナンス

を実行していく方針です。 
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況 

    イ）会社の機関の基本説明 
      取締役会は、社外取締役 1 名を含む５名で構成され、月 1 回の定例取締役会のほか、

必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催しております。 
      各取締役は各々の判断で意見を述べられる独立性を確保しており、このような環境下で
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経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。 
当社は監査役制度を採用しております。 

        監査役会は、社外監査役 3 名（常勤 1 名、非常勤 2 名）で構成され、取締役会に出席

し、取締役会での議論を通じて、取締役会及び取締役の独断的な意思決定並びに業務執

行の防止に努めております。 
      ロ）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況 
       当社では、コーポレートガバナンスの基盤となるコンプライアンス（法令遵守）につ

きましては「コンプライアンス委員会」を平成 17 年 5 月期に設置し、弁護士などの社外

専門家とも密接な連携を取りながら、経営者から従業員に至るまでコンプライアンスの

周知徹底を図っております。 
③ リスク管理体制の整備状況 

      当社では、平成 17 年 5 月期に社長直属の組織として「リスクマネジメント委員会」を

設置し、当社を取り巻く様々なリクスに対応するとともに安定的な収益確保と健全な経営

基盤の確立に努めております。 
また、顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする場合に適時アドバイスを受けており

ます。 
    ④ 内部監査及び会計監査の状況 
      当社では、内部監査室が全部門を対象に業務監査を計画的に実施し、監査結果を報告す

るとともに、改善事項の指摘・指導を行うなど、内部統制の向上に努めております。 
      また、当社は、城東監査法人との間で商法及び証券取引法に基づく監査契約を締結して

おり、中間期末監査、期末監査のみならず、期中においても適宜監査が実施されておりま

す。 
      なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、

特別な利害関係はありません。 
      当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成について

は以下のとおりであります。 
・ 業務を執行した公認会計士の氏名 
   代表社員 業務執行社員  高橋哲雄  椎野泰孝 
・ 会計監査業務に係る補助者の構成 
   公認会計士  2 名 、 会計士補  ３名 

⑤ 会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その 
他の利害関係の概要 

        当社は社外取締役 1 名、社外監査役 3 名を招聘しており、当中間連結会計期間末現在

で当社株式 50 株を所有しております。 
⑥ 会社とコーポレート・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 

・ 平成 17 年 11 月期は 14 回の取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関す

る重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。 
・ 平成 16 年 5 月期第 1 四半期より四半期情報開示を実施しております。 
・ 平成 17 年 11 月期において、IR 活動の一環として決算説明会と個人投資家向け会社
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説明会をそれぞれ開催いたしました。 
・ 内部統制組織を整備し、会社の業務活動が適正・効果的に行われているかを監査する

ことを目的とした「内部監査室」を創設しております。。 
・ より一層の法務体制強化を図ることを目的として、管理部からの法務審査チームの独

立をし、これに伴い「法務審査室」を創設しております。 
・ 社長直属の組織として、法令・社内規程・企業倫理の遵守を目的とした「コンプライ

アンス委員会」と、当社を取り巻く様々なリスクに対応することを目的とした「リス

クマネジメント委員会」を設置致しております。 
 
 

経営組織及びコーポレートガバナンス体制の概要（平成 17 年 11 月 30 日） 
  

法務審査 

選任・解任 選任・解任 選任・解任 

業務監査 
会計監査 

会計監査 

内部監査（業務監査 
     会計監査） 

株 主 総 会 

監査役会 
監 査 役 

会計監査人 
公認会計士 

取締役会 
取 締 役 

代 表 取 締 役 

各 業 務 執 行 部 門 

内 部 監 査 室 
コンプライアンス委員会 

リスクマネジメント委員会 

法 務 審 査 室 
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３．経営成績及び財政状態 
(1) 経営成績 

当中間連結会計期間における我が国経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加や

雇用環境・個人消費の改善により、緩やかな回復を感じさせました。 

一方で社会・家庭環境を見回しますと、少子高齢化と核家族化が進む中で、このような高齢

社会への対応の難しさが懸念されております。 

当不動産業界におきましては、一部の不動産価格の高騰や金利上昇の懸念はあるものの、企

業のオフバランスニーズの増加など、不動産流動化の流れは活発化している状況にあります。 

このような環境のもと、当社グループは土地の特性に適合した不動産価値創造事業を中核と

したサービスに加え施設運営事業を展開し、３セグメント（不動産コンサルティング事業・シ

ニアハウジング＆サービス事業・その他施設運営事業）のプロジェクトを幅広く実行しました。 

その結果当中間連結会計期間の売上高は 81 億 30 百万円（前年同期比 132.1%）、営業利益 13

億 33 百万円（前年同期比 163.2％）、経常利益 10 億 9 百万円（前年同期比 165.8%）となり、

中間純利益は 3 億 71 百万円（前年同期比 149.3％）と前年同期に比べ増収増益となりました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 不動産コンサルティング事業 

大手企業向け不動産事業のコンサルティング及び、コンバージョンにおけるコンストラクシ

ョンマネジメント、不動産証券化関連プロジェクト等を行いました。その結果、売上高は44億

65百万円（前年同期比103.2％）、営業利益14億66百万円（前年同期比112.8％）を計上しまし

た。 

 

② シニアハウジング＆サービス事業 

シニアハウジングの展開を積極的に進め、当中間連結会計期間においては、ケア付住宅   

２棟をオープンし、入居者募集を積極的に行いました。その結果、売上高は19億87百万円(前

年同期比149.0％)、営業利益2億52百万円(前年同期比151.9％)を計上しました。  

 

③ その他施設運営事業 

主にゴルフ場及びホテルの運営を行い、また、更にゴルフ場を1施設買収しました。また、ペ

ット関連施設の運営を多摩センターにて行いました。加えて、新規プロジェクトとしてＪＡＬ

ＣＩＴＹ那覇プロジェクト、すんぷプロジェクト等に着手しております。その結果、売上高は

16億77百万円(前年同期比340.0％)、営業利益は、前中間連結会計期間より5億68百万円増加し、

営業利益3億97百万円を計上しました。  

 

(2) 財政状態 

当中間連結会計期間の連結ベースでの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、販売

用不動産及び有形固定資産の取得、匿名組合出資並びに子会社株式の取得により支出が増加した

こと等により、前中間連結会計期間に比べ、4 億 23 百万円減少し、当中間連結会計期間末には

15 億 39 百万円（前年同期比 78.4％）となりました。 
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当中間連結会計期間における各キャッシュ・フロ－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－） 

営業活動の結果使用した資金は、16 億 88 百万円（前年同期は得られた資金 31 億 11 百万円）

と前中間連結会計期間に比べて 47 億 99 百万円増加しました。これは、主に不動産コンサルテ

ィング事業の拡大に伴い、販売用不動産をはじめとするたな卸資産が増加したこと、また不動

産証券化プロジェクトの実行に伴い匿名組合出資等による支出が増加したこと等によるもの

であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロ－） 

投資活動により使用した資金は、55 億 40 百万円（前年同期比 40.9％）と前中間連結会計期

間に比べて 79 億 94 百万円減少しました。これは、子会社株式や関連会社株式の取得による支

出が増加したものの、前年同期に比べ、シニアハウジング＆サービス事業及びその他施設運営

事業に供するための有形固定資産の取得による支出が減少した等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロ－） 

財務活動の結果得られた資金は、67 億 19 百万円（前年同期比 75.2％）と前中間連結会計期

間に比べて 22 億 16 百万円減少しました。これは、主に販売用不動産の取得や、匿名組合出資

並びに子会社株式等の取得による支出の増加に伴い、社債の発行並びに短期及び長期借入れに

よる資金調達を行ったものの、前年同期に比べ、有形固定資産の取得による支出の減少に伴い、

資金調達額が減少したこと等によるものであります。 

 

  財政状態に関する指標のトレンドは以下のとおりであります。 
 第８期中 

平成15年11月

第９期中 

平成16年11月

第10期中 

平成17年11月

第８期 

平成16年5月 

第９期 

平成17年5月 

自己資本比率 9.8％ 6.6％ 7.7％ 8.8％ 9.3％ 

時価ベースの自己資本比率 77.1％ 48.1％ 51.4％ 87.9％ 55.2％ 

債務償還年数 2.6 年 4.7 年 ― 3.6 年 6.5 年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 26.6 倍 14.1 倍 ― 14.4 倍 7.7 倍 

  ・自己資本比率             ：自己資本／総資産 

     ・時価ベースの自己資本比率       ：株式時価総額／総資産 

     ・債務償還年数             ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

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

 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行株式数のより算出しております。 

※  営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・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、

有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債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・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。     
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(3) 通期の見通し 
今後の見通しにつきましては、企業収益の改善等により、日本経済の緩やかな回復が続くものと

思われます。また、不動産流動化ニーズの増大や、高齢社会の到来といった当社のビジネスチャン

スは拡大するものと思われます。 
このような環境の中で、当社グループでは３セグメントを展開し、特に不良債権処理や時価会計

制度導入による不動産流動化ニーズの増大に対応した「不動産コンサルティング事業」の不動産証

券化関連プロジェクト、及び高齢社会に対応した「シニアハウジング＆サービス事業」の積極的な

展開を図っていく事で業績の拡大を目指してまいります。 

なお、通期の業績につきましては連結売上高 15,500 百万円、連結経常利益 1,800 百万円、連結

当期純利益 800 百万円を見込んでおります。 

 
 



 

４. 中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成16年11月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年11月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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 ※２  2,196,902 1,593,126  2,053,112

２ 受取手形及び売掛金   291,972 1,481,733  330,590

３ 販売用不動産 ※２  641,848 2,154,815  334,655

４ 仕掛販売用不動産 ※２  328,225 1,210,495  849,053

５ 仕掛品 ※2,4  1,868,269 1,820,227  1,705,733

６ その他のたな卸資産   21,505 730,643  28,463

７ その他   1,074,762 1,601,725  2,165,696

 貸倒引当金   ― △217,775  ―

流動資産合計   6,423,486 18.3 10,374,991 14.5  7,467,303 17.1

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 
※1,2,
 5,6

7,264,101 17,569,799 8,522,280 

(2) 土地 ※2,5,6 11,632,727 24,860,583 15,138,658 

(3) 建設仮勘定 ※２ 3,061,622 2,887,729 3,257,536 

(4) その他 ※１,6 180,774 22,139,226 62.9 550,117 45,868,231 64.3 436,955 27,355,431 62.6

２ 無形固定資産   34,199 0.1 680,741 0.9  32,596 0.1

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※2,9 ― 7,560,600 2,826,839 

(2) 長期貸付金  2,077,831 2,692,689 2,635,051 

(3) 差入保証金  2,016,674 2,417,535 2,058,234 

(4) その他 ※２ 2,265,981 1,226,923 1,004,242 

貸倒引当金  △7,700 6,352,786 18.1 △81,478 13,816,271 19.4 △7,700 8,516,668 19.5

固定資産合計   28,526,212 81.1 60,365,243 84.6  35,904,696 82.2

Ⅲ 繰延資産    

１ 開業費   228,537 0.6 619,214 0.9  299,080 0.7

資産合計   35,178,236 100.0 71,359,449 100.0  43,671,081 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成16年11月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年11月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金   595,353 213,201  561,235

２ 営業外支払手形   ― 4,417,350  ―

３ 短期借入金 ※２  9,669,627 14,956,257  10,352,904

４ 不動産事業前受金   165,073 170,409  52,885

５ その他 ※９  1,240,193 2,191,065  1,634,012

流動負債合計   11,670,248 33.2 22,616,594 31.7  12,601,038 28.8

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   100,000 428,000  600,000

２ 転換社債   70,000 ―  70,000

３ 新株予約権付社債   2,050,000 4,405,000  1,380,000

４ 長期借入金 ※２  11,695,016 18,858,470  15,475,520

５ 長期前受収益 ※７  6,741,585 9,248,917  8,414,290

６ 預り保証金 ※２  345,844 5,539,338  551,874

７ その他   149,714 1,270,598  487,070

固定負債合計   21,152,161 60.1 39,750,324 55.7  26,978,757 61.8

負債合計   32,822,410 93.3 62,366,919 87.4  39,579,795 90.6

(少数株主持分)    

少数株主持分   32,679 0.1 3,503,335 4.9  32,433 0.1

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   727,313 2.1 1,558,489 2.2  1,067,698 2.4

Ⅱ 資本剰余金   475,686 1.3 1,324,028 1.9  815,626 1.9

Ⅲ 利益剰余金   1,232,302 3.5 2,021,707 2.8  1,716,166 3.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  38,780 0.1 665,679 0.9  613,651 1.4

Ⅴ 自己株式   △150,936 △0.4 △80,711 △0.1  △154,291 △0.3

資本合計   2,323,147 6.6 5,489,194 7.7  4,058,851 9.3

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  35,178,236 100.0 71,359,449 100.0  43,671,081 100.0

    

 



 

②  中間連結損益計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(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   6,153,569 100.0 8,130,614 100.0  12,564,007 100.0

Ⅱ 売上原価   4,494,690 73.0 5,419,894 66.7  8,799,331 70.0

売上総利益   1,658,878 27.0 2,710,719 33.3  3,764,675 30.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  841,759 13.7 1,377,345 16.9  1,811,546 14.4

営業利益   817,119 13.3 1,333,374 16.4  1,953,129 15.6

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  23,585 55,490 62,298 

２ 債権譲渡益  4,689 749 8,701 

３ 消費税差額  3,491 ― 7,362 

４ 持分法による投資利益  ― 2,292 ― 

５ その他  21,051 52,817 0.9 32,441 90,974 1.1 169,151 247,514 2.0

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  224,149 315,342 524,744 

２ 貸倒引当金繰入額  2,280 ― ― 

３ 開業費償却  30,159 30,159 60,318 

４ その他  4,341 260,930 4.3 69,278 414,781 5.1 75,925 660,988 5.3

経常利益   609,006 9.9 1,009,567 12.4  1,539,655 12.3

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※２ 107 ― 228 

２ 投資有価証券売却益  12,503 12,610 0.2 ― ― ― 29,346 29,575 0.2

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※３ 2,319 ― 2,319 

２ 固定資産除却損 ※４ 16,654 2,750 17,424 

３ 投資有価証券評価損  ― 1,999 31,824 

４ 特別退職金  ― 18,973 0.3 335,000 339,750 4.2 ― 51,568 0.4

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  602,643 9.8 669,816 8.2  1,517,661 12.1

法人税、住民税 
及び事業税 

 365,922 290,076 796,323 

法人税等調整額  △10,500 355,421 5.8 12,815 302,891 3.7 △9,502 786,820 6.3

少数株主利益(△) 
又は少数株主損失 

  1,582 0.0 △4,421 △0.1  △1,827 △0.0

中間(当期)純利益   248,804 4.0 371,346 4.6  732,668 5.8
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③  中間連結剰余金計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日)

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

前連結会計年度 
(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) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  441,043 815,626  441,043

Ⅱ 資本剰余金増加高    

  増資による新株式の発行  34,643 490,785  374,583 

  自己株式処分差益  ― 34,643 17,615 508,401 ― 374,583

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 475,686 1,324,028  815,626

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,027,091 1,716,166  1,027,091

Ⅱ 利益剰余金増加高    

  中間(当期)純利益  248,804 248,804 371,346 371,346 732,668 732,668

Ⅲ 利益剰余金減少高    

  配当金  43,593 43,593 65,805 65,805 43,593 43,593

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 1,232,302 2,021,707  1,716,166

    

 



 

④  中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

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 

  

１ 税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 602,643 669,816 1,517,661

２ 減価償却費  184,582 230,089 422,460

３ 貸倒引当金の増加額  40 ― 40

４ 受取利息及び受取配当金  △24,091 △56,218 △63,668

５ 支払利息  224,149 315,342 524,744

６ 売上債権の増減額(△増加)  12,656 △496,635 △18,178

７ たな卸資産の増減額 
  (△増加) 

 1,300,012 △810,445 439,705

８ 仕入債務の増減額(△減少)  18,719 33,698 △39,756

９ 不動産事業前受金の増減額 
  (△減少) 

 △21,136 117,523 △133,324

10 匿名組合出資金の増減額 
  (△増加) 

 △29,868 △1,538,181 △329,094

11 長期前受収益の増減額 
(△減少) 

※３ 1,386,610 834,626 3,059,316

12 預り保証金の増減額 
  (△減少) 

 △89,555 68,952 116,474

13 その他  184,092 △219,162 △258,972

小計  3,748,854 △850,592 5,237,407

14 利息及び配当金の受取額  24,807 36,890 55,653

15 利息の支払額  △220,804 △330,952 △529,067

16 法人税等の支払額  △441,752 △544,156 △709,842

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 3,111,104 △1,688,810 4,054,150

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 定期預金の預入による支出  △121,107 △18,600 90,308

２ 有形固定資産の 
取得による支出 

 △10,488,669 △1,370,976 △14,327,567

３ 有形固定資産の 
売却による収入 

 14,648 ― 14,948

４ 投資有価証券の 
取得による支出 

 △130,071 △448,717 △195,370

５ 投資有価証券の 
売却による収入 

 24,650 2,050 48,693

６ 連結の範囲の変更を伴う 
   子会社株式の取得による 

純受入額(△支出額) 
 ― △3,161,616 △611,109

７ 関係会社株式の追加取得 
  による支出 

 △5,000 △240,000 △5,000

８ 貸付けによる支出  △2,156,410 △1,017,000 △4,173,127

９ 貸付金の回収による収入  909,936 1,147,070 1,568,575

10 差入保証金の差入額  △1,373,884 △356,006 △1,415,254

11 その他  △209,432 △77,080 △358,006

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △13,535,340 △5,540,877 △19,362,909
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前中間連結会計期間

(自 平成16年６月１日
 至 平成16年11月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

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) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入れの純増減額 
  (△減少) 

 3,590,168 1,793,850 4,939,900

２ 長期借入れによる収入  8,392,700 4,323,568 13,883,268

３ 長期借入金の 
返済による支出 

 △2,926,050 △3,331,114 △5,302,570

４ 社債の発行による収入  ― 180,000 500,000

５ 新株予約権付社債の発行 
による収入 

 ― 3,975,431 ―

６ 社債の償還による支出  ― △254,000 ―

７ 株式の発行による収入  10,381 24,193 20,705

８ 自己株式の取得・売却 
による純支出 

 △87,540 73,580 △90,895

９ その他  △43,593 △65,805 △43,593

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 8,936,065 6,719,702 13,906,814

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
増減額(△は減少) 

 △1,488,170 △509,985 △1,401,944

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 3,451,056 2,049,112 3,451,056

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 1,962,886 1,539,126 2,049,112
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(1)連結子会社の数 11社 

連結子会社の名称 

㈱ゼクスコミュニティ 

 ㈱ゼクスアクティブ・

エイジ 

 ㈱チャーミング・エイ

ジ研究所 

 ㈱ゼクスペットコミュ

ニティ 

 ㈱チャーミング・リゾ

ート 

 ㈱ジーメド 

 ㈱チャーミング・コミ

ュニティ 

 ㈱チャーミング・コミ

ュニティ芦屋 

 ㈱チャーミング・リゾ

ート沖縄 

 ㈱チャーミング・リゾ

ート藤岡ゴルフ倶楽部 

 ㈱チャーミング・リゾ

ート関越ハイランドゴル

フクラブ 

 

  なお、㈱チャーミン

グ・リゾート沖縄、㈱チ

ャーミング・リゾート藤

岡ゴルフ倶楽部及び㈱チ

ャーミング・リゾート関

越ハイランドゴルフクラ

ブは新たに設立したこと

により、当中間連結会計

期間から連結の範囲に含

めております。 

(1)連結子会社の数 18社 

連結子会社の名称 

㈱ゼクスコミュニティ 

 ㈱ゼクスアクティブ・

エイジ 

 ㈱チャーミング・エイ

ジ研究所 

 ㈱ゼクスペットコミュ

ニティ 

 ㈱チャーミング・リゾ

ート那須 

 ㈱ジーメド 

 ㈱チャーミング・コミ

ュニティ 

 ㈱チャーミング・コミ

ュニティ芦屋 

 ㈱チャーミング・リゾ

ート沖縄 

 ㈱チャーミング・リゾ

ート藤岡 

 ㈱チャーミング・リゾ

ート関越 

㈱チャーミング・リゾ

ートすんぷ 

ゼクス不動産投資顧問

㈱ 

㈱チャーミング・コミ

ュニティ白金 

㈱チャーミング・リゾ

ートワイルドダック 

㈱チャーミング・リゾ

ーツ 

更生会社㈱チャーミン

グ・リゾート都ゴルフ倶

楽部 

中央毛織㈱ 

 

なお、㈱チャーミン

グ・リゾーツは新たに設

立したことにより、また

更生会社㈱チャーミン

グ・リゾート都ゴルフ倶

楽部及び中央毛織㈱は株

式の取得により新たに子

会社となったことから、

当中間連結会計期間より

連結の範囲に含めており

ます。 

 

(1)連結子会社の数 15社 

連結子会社の名称 

㈱ゼクスコミュニティ 

㈱ゼクスアクティブ・エ

イジ 

㈱チャーミング・エイジ

研究所 

 ㈱ゼクスペットコミュニ

ティ 

 ㈱チャーミング・リゾー

ト那須 

 ㈱ジーメド 

 ㈱チャーミング・コミュ

ニティ 

 ㈱チャーミング・コミュ

ニティ芦屋 

  ㈱チャーミング・リゾー

ト沖縄 

㈱チャーミング・リゾー

ト藤岡ゴルフ倶楽部 

㈱チャーミング・リゾー

ト関越ハイランドゴルフ

クラブ 

㈲チャーミング・リゾー

トすんぷ 

ゼクス不動産投資顧問㈱

㈱チャーミング・コミュ

ニティ白金 

㈱チャーミング・リゾー

トワイルドダッククラブ

 

なお、㈱チャーミング・

リゾート沖縄、㈱チャー

ミング・リゾート藤岡ゴ

ルフ倶楽部、㈱チャーミ

ング・リゾート関越ハイ

ランドゴルフクラブ、㈲

チャーミング・リゾート

すんぷ、ゼクス不動産投

資顧問㈱及び㈱チャーミ

ング・コミュニティ白金

は新たに設立したことに

より、また㈱チャーミン

グ・リゾートワイルドダ

ッククラブは株式の取得

により新たに子会社とな

ったことから、当連結会

計年度より連結の範囲に

含めております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

  また、㈱チャーミン

グ・リゾート藤岡、㈱チ

ャーミング・リゾート関

越及び㈱チャーミング・

リゾートワイルドダック

は、平成17年8月24日に

それぞれ㈱チャーミン

グ・リゾート藤岡ゴルフ

倶楽部、㈱チャーミン

グ・リゾート関越ハイラ

ンドゴルフクラブ及び㈱

チャーミング・リゾート

ワイルドダッククラブよ

り商号を、㈱チャーミン

グ・リゾートすんぷは、

平成17年10月11日に㈲チ

ャーミング・リゾートす

んぷより組織及び商号を

変更しております。 

㈱チャーミング・リゾー

ト那須は、平成17年4月26

日に㈱チャーミング・リゾ

ートより商号を変更してお

ります。 

 (2)非連結子会社名 

― 

 

(2)非連結子会社名 

中央興産㈱ 

中央リース㈱ 

柏平繊維工業㈱ 

中央ケアサービス㈱ 

連結の範囲から除いた理

由 

非連結子会社は、いずれ

も小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、中間純

損益及び利益剰余金(持分

に見合う額)等は、いずれ

も中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲から除外し

ております。 

(2)非連結子会社名 

― 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

２ 持分法の適用に関

する事項 

(1)持分法を適用した関連

会社数 

― 

 

 

 

(2)持分法を適用しない関

連会社名 

 オリンピックイン㈱ 

 

 

 

 

 

 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、中

間純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても

中間連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がない

ため、持分法の適用から除

外しております。 

(1)持分法を適用した関連

会社数     1社 

 関連会社の名称 

 東西アセット・マネジメ

ント㈱ 

 

(2)持分法を適用しない非

連結子会社及び関連会社名

 オリンピックイン㈱ 

中央興産㈱ 

 中央リース㈱ 

 柏平繊維工業㈱ 

 中央ケアサービス㈱ 

 ㈲ゼット・ワン 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社のう

ち、㈲ゼット・ワンは、財

務及び営業又は事業の方針

を決定する機関に対する影

響力が一時的であると認め

られることから、また、オ

リンピックイン㈱他4社

は、それぞれ中間純損益

（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の

対象から除いても中間連結

財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないため、持

分法の適用から除外してお

ります。 

(1)持分法を適用した関連

会社数 

― 

 

 

 

(2)持分法を適用しない関

連会社名 

オリンピックイン㈱ 

 

 

 

 

 

 

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、当期

純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分

法の対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないため、持

分法の適用から除外してお

ります。 

 (3)持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必要が

あると認められる事項 

― 

(3)持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必要が

あると認められる事項 

 持分法適用会社である東

西アセット・マネジメント

㈱の中間決算日は6月30日

であります。中間連結財務

諸表の作成にあたり、中間

連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく中間財務諸

表を使用しております。 

(3)持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必要が

あると認められる事項 

― 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

すべての連結子会社の中

間決算日は、中間連結決算

日と一致しております。 

中間決算日が中間連結決

算日と異なる場合の内容等

連結子会社のうち中央毛

織㈱の中間決算日は6月30

日であります。中間連結財

務諸表の作成にあたり、中

間連結日現在で実施した仮

決算に基づく中間財務諸表

を使用しております。 

すべての連結子会社の決

算日は、連結決算日と一致

しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(1) 重要な資産の評価基準

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＞ 

中間連結会計期間末

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

平均法により算定し

ております。) 

(1) 重要な資産の評価基準

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＞ 

同左 

(1) 重要な資産の評価基準

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＞ 

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

平均法により算定し

ております。) 

   ＜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＞ 

移動平均法による原

価法 

   ただし、匿名組合出

資金は個別法によっ

て お り 、 詳 細 は

「(7)③匿名組合出

資金の会計処理」に

記載しております。

  ＜時価のないもの＞ 

同左 

  ② デリバティブ 

   時価法 

 ② デリバティブ 

同左 

 ② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

   販売用不動産、仕掛

販売用不動産、仕掛

品 

    個別法による原価

法 

   その他のたな卸資産

    主として移動平均

法による原価法 

 ③ たな卸資産 

同左 

 ③ たな卸資産 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

   定率法(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)は定額法)を採用

しております。 

   ただし、定期借地権

を設定し賃借した土地

にある建物について

は、残存価額を０円と

して、使用期限を耐用

年数とした定額法を採

用しております。 

   なお、取得価額10万

円以上20万円未満の少

額減価償却資産につい

ては、３年間均等償却

を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

定率法(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)は定額法)を採用

しております。 

   ただし、定期借地権

を設定し賃借した土地

にある建物について

は、残存価額を０円と

して、使用期限を耐用

年数とした定額法を採

用しております。 

   なお、取得価額10万

円以上20万円未満の少

額減価償却資産につい

ては、３年間均等償却

を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

定率法(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)は定額法)を採用

しております。 

   ただし、定期借地権

を設定し賃借した土地

にある建物について

は、残存価額を０円と

して、使用期限を耐用

年数とした定額法を採

用しております。 

   なお、取得価額10万

円以上20万円未満の少

額減価償却資産につい

ては、３年間均等償却

を採用しております。
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

    主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物 ３～47年

車両運搬具 ２～６年

工具器具 
備品 

３～15年

 

主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物及び 

構築物 
２～65年

機械装置 

及び運搬具
２～12年

有形固定資
産(その他)

３～20年

 

主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物及び 

構築物 
３～47年

機械装置 

及び運搬具 
２～６年

有形固定資
産(その他) 

３～15年

 
  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

いております。 

 ② 無形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

同左 

 (3) 重要な繰延資産の処理

方法 

 ①開業費 

  開業後、商法施行規則

に規定する最長期間(５

年)による均等償却。 

②社債発行費 

― 

(3) 重要な繰延資産の処理

方法 

 ①開業費 

同左 

 

 

②社債発行費 

  支払時に全額費用とし

て処理しております。 

(3) 重要な繰延資産の処理

方法 

 ①開業費 

同左 

 

 

②社債発行費 

支払時に全額費用とし

て処理しております。 

 (4) 重要な引当金の計上基

準 

 ①貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備え

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。 

 ②退職給付引当金 

― 

(4) 重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

②退職給付引当金 

  一部の新規連結子会社

については、従業員の退

職給付に備えるため、当

中間連結会計期間末にお

ける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき

計上しております。 

(4) 重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

②退職給付引当金 

― 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

 (5) 重要なリース取引の処

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。

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

 (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によ

っております。また、

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。 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

金利スワップのうち

特例処理の要件を満た

しているものについて

は、特例処理を採用し

ております。 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によ

っております。また、

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。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

   当中間連結会計期間

にヘッジ会計を適用し

たヘッジ手段とヘッジ

対象は以下のとおりで

あります。 

  ａ ヘッジ手段 

     …金利スワップ

      金利キャップ

  ｂ ヘッジ対象 

     …借入金 

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

当中間連結会計期間

にヘッジ会計を適用し

たヘッジ手段とヘッジ

対象は以下のとおりで

あります。 

  ａ ヘッジ手段 

     …金利スワップ

  ｂ ヘッジ対象 

     …借入金 

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

当連結会計年度にヘ

ッジ会計を適用したヘ

ッジ手段とヘッジ対象

は以下のとおりであり

ます。 

  ａ ヘッジ手段 

     …金利スワップ

      金利キャップ

  ｂ ヘッジ対象 

     …借入金 

  ③ ヘッジ方針 

   借入金の金利変動リ

スクを回避する目的

で、デリバティブ取引

を行っており、ヘッジ

対象の識別は個別契約

ごとに行っておりま

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 

   個別取引ごとに、有

効性を判断することと

しております。なお、

特例処理によっている

金利スワップについて

は、有効性の評価を省

略しております。 

 ④ ヘッジ有効性評価の

方法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

 (7) その他中間連結財務諸

表作成のための基本とな

る重要な事項 

 ① 収益及び費用の計上

基準 

長期大型(工期１年

超かつ請負金額20億円

以上)の工事に係る売

上高の計上については

工事進行基準を、その

他の工事については工

事完成基準を採用して

おります。 

   なお、当中間連結会

計期間の工事進行基準

による売上計上はあり

ません。 

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための基本とな

る重要な事項 

 ① 収益及び費用の計上

基準 

― 

(7) その他連結財務諸表作

成のための基本となる重

要な事項 

 ① 収益及び費用の計上

基準 

― 

  ② 消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費

税の会計処理は税抜方

式によっております。

 ② 消費税等の会計処理

同左 

 ② 消費税等の会計処理

同左 

 

③ 匿名組合出資金の会

計処理 

   当社は、匿名組合出

資を行うに際して、匿

名組合の財産の持分相

当額を「匿名組合出資

金」として計上してお

ります。匿名組合への

出資時に「匿名組合出

資金」を計上し、匿名

組合が獲得した純損益

の持分相当額について

は、「営業損益」に計

上するとともに、同額

を「匿名組合出資金」

に加減し、営業者から

の出資金の払い戻しに

ついては、「匿名組合

出資金」を減額させて

おります。 

③ 匿名組合出資金の会

計処理 

   当社は、匿名組合出

資を行うに際して、匿

名組合の財産の持分相

当額を「投資有価証

券」として計上してお

ります。匿名組合への

出資時に「投資有価証

券」を計上し、匿名組

合が獲得した純損益の

持分相当額について

は、「営業損益」に計

上するとともに、同額

を「投資有価証券」に

加減し、営業者からの

出資金の払い戻しにつ

いては、「投資有価証

券」を減額させており

ます。 

③ 匿名組合出資金の会

計処理 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲 

中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

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 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、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。 
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会計方針の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

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

― （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間連結会計期間から「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))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 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

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

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において固定資産の「投資そ

の他の資産」に含めて表示しておりました「長期貸

付金」及び「差入保証金」については、当中間連結

会計期間において資産総額の100分の5を超えること

となったため、当中間連結会計期間より区分掲記す

ることといたしました。 

  なお、前中間連結会計期間の「長期貸付金」及び

「差入保証金」は、それぞれ273,505千円及び

608,838千円であります。 

（中間連結貸借対照表） 

  前中間連結会計期間において固定資産の「投資そ

の他の資産（その他）」に含めて表示しておりまし

た「投資有価証券」については、当中間連結会計期

間において資産総額の100分の5を超えることとなっ

たため、当中間連結会計期間より区分掲記すること

といたしました。 

  なお、前中間連結会計期間の「投資有価証券」

は、267,399千円であります。 

  また、「証券取引法等の一部を改正する法律」

（平成16年法律第97号）により、証券取引法第2条第

2項において、一定の匿名組合契約上の権利を証券取

引法上の有価証券とみなすこととされたことに伴

い、前中間連結会計期間まで投資その他の資産の

「その他」として表示していたみなし有価証券（前

中間連結会計期間1,267,768千円）を当中間連結会計

期間より投資その他の資産の「投資有価証券」とし

て表示しております。なお、当中間連結会計期間の

投資有価証券に含まれる当該出資の額は、3,105,177

千円であります。   
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追加情報 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31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、当中間連結会計

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9,410千円増加し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前中

間純利益が、9,410千円減少して

おります。 

 前中間連結会計期間まで「販売

費及び一般管理費」の区分に含め

ておりました「支払融資手数料」

については、金融諸費用としての

意味合いが強くなってきたこと、

また金額的な重要性が増してきた

ことなどから、当中間連結会計期

間より「営業外費用」の区分に計

上することといたしました。 

なお、前中間連結会計期間の

「支払融資手数料」は、31,414千

円であります。 

(1)「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、当連結会計年度

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20,478千円増加し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益が、20,478千円減少して

おります。 

 

(2) 前連結会計年度まで「販売費

及び一般管理費」の区分に含めて

おりました「支払融資手数料」に

ついては、金融諸費用としての意

味合いが強くなってきたこと、ま

た金額的な重要性が増してきたこ

となどから、当連結会計年度より

「営業外費用」の区分に計上する

ことといたしました。 

  なお、前連結会計年度の「支払

融資手数料」は、19,166千円であ

ります。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
(平成16年11月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年11月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年５月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、524,660千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、5,348,618千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、724,335千円でありま

す。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   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 45,000千円

販売用不動産 641,848千円

仕掛販売用 
不動産 

328,225千円

仕掛品 859,165千円

建物 6,815,864千円

土地 10,700,013千円

建設仮勘定 383,629千円

その他(投資そ

の他の資産)  
13,000千円

合計 19,786,748千円

   

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 7,481,239千円

長期借入金 11,175,656千円

合計 18,656,896千円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

販売用不動産 2,151,162千円

仕掛販売用 
不動産 

654,120千円

仕掛品 444,928千円

建物及び構築物 10,544,819千円

土地 21,503,088千円

投資有価証券 1,281,045千円

その他(投資そ

の他の資産) 
58,000千円

合計 36,637,163千円

   

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 8,827,343千円

長期借入金 14,818,074千円

長期預り保証金 2,686,600千円

合計 26,332,018千円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

定期預金 208,000千円

仕掛販売用 
不動産 

754,720千円

仕掛品 519,890千円

建物 7,857,957千円

土地 13,750,421千円

建設仮勘定 121,746千円

その他(投資そ

の他の資産)  
58,000千円

合計 23,270,735千円

    

担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 7,259,784千円

長期借入金 15,044,675千円

合計 22,304,459千円
 

 ３ 保証債務 

   次の取引先について、金融機

関からの借入に対して債務保証

を行っております。 

㈲ゼット・ 

エフ・ワン 
9,800,000千円

 

 ３ 保証債務 

   次の取引先について、金融機

関からの借入及びリース契約に

対して債務保証を行っておりま

す。 

㈲ゼット・ 

ワン 
8,000,000千円

㈲武蔵野リア

ルティ 
465,000千円

メディクス久

地クリニック
692千円

医療法人社団

和啓会 
3,259千円

 計 8,468,951千円
 

３ 保証債務 

   次の取引先について、リース

契約に対して債務保証を行って

おります。 

メディクス久

地クリニック 
773千円

医療法人社団

和啓会 
3,653千円

 計 4,426千円
 

※４ 土地の仕入に関する金額が含

まれております。 

※４     同左 ※４     同左 

※５ 信託受益権に関するものは以

下のとおりであります。 

建物 520,134千円

土地 434,751千円
 

※５     ― ※５ 信託受益権に関するものは以

下のとおりであります。 

建物 509,593千円

土地 434,751千円
 

※６ 販売用不動産に振り替えたも

のは以下のとおりであります。 

建物 456,635千円

土地 346,558千円
 

※６ 販売用不動産に振り替えたも

のは以下のとおりであります。

建物及び構築物 803,409千円

土地 685,005千円

その他 
(工具器具備品)

555千円
 

※６ 販売用不動産に振り替えたも

のは以下のとおりであります。

建物 473,748千円

土地 373,527千円
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前中間連結会計期間末 
(平成16年11月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年11月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年５月31日) 

※７ 当中間連結会計期間より、よ

り有用かつ詳細な情報開示に資

するため、「長期預り保証金」

のうちシニアハウジング＆サー

ビス事業に係る入居一時金につ

いては、「長期前受収益」とし

て区分掲記しております。 

   なお、前中間連結会計期間の

「 長 期 前 受 収 益 」 は 、

4,441,325千円であります。 

※７     ― ※７ 当連結会計年度より、より有

用かつ詳細な情報開示に資する

ため、「長期預り保証金」のう

ちシニアハウジング＆サービス

事業に係る入居一時金について

は、「長期前受収益」として区

分掲記しております。 

   なお、前連結会計年度の「長

期前受収益」は、5,354,974千

円であります。 

８ 連結子会社（㈱チャーミン

グ・コミュニティ芦屋及び㈱チ

ャーミング・リゾート沖縄）に

おいては、プロジェクト資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行1行と当座貸越契約を締結し

ております。 

  当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約に係る借入金未

実行残高等は次のとおりであり

ます。    

当座貸越 

極度額 
8,537,000千円

借入未実行 

残高 
6,261,300千円

差引額 2,275,700千円

   

８ 当社及び連結子会社（㈱チャ

ーミング・コミュニティ、㈱チ

ャーミング・コミュニティ芦

屋、㈱チャーミング・コミュニ

ティ白金、㈱チャーミング・リ

ゾート沖縄及び中央毛織㈱）に

おいては、プロジェクト資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行22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。 

  当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約に係る借入金未実

行残高等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 

32,137,000千円

借入実行 

残高 
15,418,268千円

差引額 16,718,731千円

   

８ 当社及び連結子会社（㈱チャ

ーミング・コミュニティ、㈱チ

ャーミング・コミュニティ芦

屋、㈱チャーミング・コミュニ

ティ白金及び㈱チャーミング・

リゾート沖縄）においては、プ

ロジェクト資金の効率的な調達

を行うため取引銀行11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。 

  当連結会計年度末における当

座貸越契約に係る借入金未実行

残高等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 

28,437,000千円

借入実行 

残高 
12,147,268千円

差引額 16,289,732千円
 

※９     ― ※９ 投資有価証券の消費貸借契

約 

  投資有価証券の一部に消費貸

借契約を結んでおり、その貸借

対照表価額は999,632千円であ

ります。なお、当該取引に係る

預り金受入高は、流動負債の

「その他（預り金）」に含まれ

ており、その金額は679,553千

円であります。 

※９ 投資有価証券の消費貸借契

約 

   投資有価証券の一部に消費

貸借契約を結んでおり、その

貸借対照表価額は848,000千円

であります。なお、当該取引

に係る預り金受入高は、流動

負債の「その他（預り金）」

に含まれており、その金額は

315,131千円であります。 
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(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次のと

おりであります。 

役員報酬 93,318千円

給料手当 245,716千円

賞与手当 13,377千円

法定福利費 41,645千円

租税公課 50,522千円

保険料 29,439千円

支払手数料 145,861千円

地代家賃 47,285千円

減価償却費 25,675千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次のと

おりであります。 

役員報酬 115,631千円

給料手当 384,823千円

賞与手当 13,624千円

法定福利費 70,793千円

租税公課 94,067千円

保険料 32,818千円

支払手数料 243,042千円

地代家賃 78,283千円

減価償却費 28,316千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次のと

おりであります。 

役員報酬 195,615千円

給料手当 548,785千円

賞与手当 36,616千円

法定福利費 103,589千円

租税公課 102,321千円

保険料 61,075千円

支払手数料 213,084千円

地代家賃 112,009千円

減価償却費 54,817千円
 

※２ 固定資産売却益 

その他 

(車輌運搬具)  

107千円

 

※２ 固定資産売却益 

― 

※２ 固定資産売却益 

その他 

(機械装置及び 

運搬搬具)  

228千円

 
※３ 固定資産売却損 

その他 

(車輌運搬具)  

1,719千円

その他 

(工具器具備品) 

599千円

 計 2,319千円
 

※３ 固定資産売却損 

― 

※３ 固定資産売却損 

その他 

(機械装置及び 

運搬具) 

1,719千円

その他 

(工具器具備品) 
599千円

 計 2,319千円
 

※４ 固定資産除却損 

建物及び構築物  16,624千円

その他 

(工具器具備品) 
30千円

 計 16,654千円
 

※４ 固定資産除却損 

建物及び構築物 2,177千円

その他 

(工具器具備品) 
573千円

 計 2,750千円
 

※４ 固定資産除却損 

建物及び構築物 17,230千円

その他 

(工具器具備品) 
194千円

 計 17,424千円
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

1．現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

現金及び預金 2,196,902千円

預入期間3ヶ月超の

定期預金 
△234,016千円

現金及び現金同等物 1,962,886千円
  

1．現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

現金及び預金 1,593,126千円

預入期間3ヶ月超の

定期預金 
△54,000千円

現金及び現金同等物 1,539,126千円
  

1．現金及び現金同等物の期末残

高と連結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 2,053,112千円

預入期間3ヶ月超の

定期預金 
△4,000千円

現金及び現金同等物 2,049,112千円
 

2．重要な非資金取引の内容 

― 

2．重要な非資金取引の内容 

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 
487,485千円

新株予約権の行使に 

よる資本準備金増加額 
487,485千円

新株予約権の行使によ 

る新株予約権付社債減 

少額 
975,000千円

 

2．重要な非資金取引の内容 

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 
364,987千円

新株予約権の行使に 

よる資本準備金増加額 
364,987千円

新株予約権の行使によ 

る新株予約権付社債減 

少額 
730,000千円

 
※3. 当中間連結会計期間より、よ

り有用かつ詳細な情報開示に資

するため、「預り保証金の増減

額」のうちシニアハウジング＆

サービス事業に係る入居一時金

については、「長期前受収益の

増減額」として区分掲記してお

ります。 

  なお、前中間連結会計期間の

「長期前受収益の増減額」は、 

 1,120,403千円であります。 

※3.     ― ※3. 当連結会計年度より、より有

用かつ詳細な情報開示に資するた

め、「預り保証金の増減額」のう

ちシニアハウジング＆サービス事

業に係る入居一時金については、

「長期前受収益の増減額」として

区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「長

期 前 受 収 益 の 増 減 額 」 は 、

2,034,052千円であります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 29 ― 



 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

4．     ― 4．株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳 

  株式の取得により新たに連結し

たことに伴う連結開始時の資産及

び負債の内訳並びに株式の取得価

額と取得のための支出（純額）と

の関係は次のとおりであります。

 更生会社㈱チャーミング・リゾー

ト都ゴルフ倶楽部 

     (平成17年11月30日現在)

流動資産         77,069千円

固定資産        710,063千円

流動負債        △87,878千円

固定負債       △650,306千円

  連結調整勘定     △38,948千円

更生会社㈱チ    10,000千円

ャーミング･   

  リゾート都ゴ 

    ルフ倶楽部株 

式の取得価額 

  更生会社㈱チャ 

ーミング・リ 

ゾート都ゴルフ   △46,211千円 

 倶楽部の現金及び 

現金同等物 

  差引：更生会社 

㈱チャーミ 

     ング・リゾ 

     ート都ゴル 

     フ倶楽部取  36,211千円

     得のよる収 

入  

4．株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳 

  株式の取得により新たに連結し

たことに伴う連結開始時の資産及

び負債の内訳並びに株式の取得価

額と取得のための支出（純額）と

の関係は次のとおりであります。

 ㈱チャーミング・リゾートワイル

ドダッククラブ 

      (平成17年5月31日現在)

流動資産         32,757千円

固定資産       1,005,901千円

流動負債       △112,548千円

固定負債       △156,920千円

  連結調整勘定    △137,008千円

    ㈱チャーミング･ 632,182千円

  リゾートワイル 

  ドダッククラブ 

  株式の取得価額 

  ㈱チャーミング・ 

 リゾートワイルド △21,072千円

 ダッククラブの現 

 金及び現金同等物 

  差引：㈱チャーミ 

     ング・リゾ 

     ートワイル  

     ドダックク 611,109千円

     ラブ取得の 

ための支出 

  中央毛織㈱ 

     (平成17年11月30日現在)

流動資産       1,402,393千円

固定資産       16,446,882千円

流動負債      △4,119,271千円

固定負債      △7,281,085千円

少数株主持分  △3,475,323千円

  連結調整勘定     473,584千円

    中央毛織㈱   3,447,181千円

  株式の取得 

価額 

  中央毛織㈱の現金 △249,354千円

 及び現金同等物 

  差引：中央毛織 

     ㈱取得の 3,197,827千円

ための支 

    出 
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(リース取引関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５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. リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

(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 

 
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) 

その他 
(機械装
置 及 び
運搬具) 

113,080 17,384 95,695 

その他 
(工具器 
具備品 

320,778 75,641 245,136 

 

 
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)

建物及び
構築物

13,150 1,820 11,329 

その他
(機械装
置 及 び
運搬具)

275,781 55,276 220,505

その他
(工具器
具備品

768,855 188,837 580,018 

無 形 固
定資産
(ソフト
ウェア)

26,126 24,462 1,663 

 

 
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)

建物及び
構築物

9,658 554 9,103 

その他
(機械装
置 及 び
運搬具)

170,288 32,843 137,448

その他
(工具器
具備品

423,936 126,377 297,558

 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 84,684千円

１年超 260,096千円

合計 344,780千円
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 199,695千円

１年超 623,836千円

合計 823,531千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 117,676千円

１年超 333,704千円

合計 451,380千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 36,806千円

減価償却費相当額 33,210千円

支払利息相当額 4,777千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 85,974千円

減価償却費相当額 79,231千円

支払利息相当額 9,040千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 101,491千円

減価償却費相当額 93,342千円

支払利息相当額 12,106千円
 

(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) 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額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) 利息相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

2. オペレーテイング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 6,474千円

１年超 26,884千円

合計 33,358千円
 

2. オペレーテイング・リース取引

未経過リース料 

１年内 11,833千円

１年超 43,112千円

合計 54,945千円
 

2. オペレーテイング・リース取引

 未経過リース料 

１年内 8,255千円

１年超 32,304千円

合計 40,560千円
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年11月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

種類 取得原価(千円) 
中間連結決算日における 
中間連結貸借対照表 

計上額(千円) 
差額(千円) 

(1) 株式 133,553 198,730 65,176

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 133,553 198,730 65,176

 

２ 時価のない主な有価証券 

 

内容 中間連結貸借対照表(千円) 

その他有価証券 
非上場株式(店頭売買株式を除く) 

68,669

 

当中間連結会計期間末(平成17年11月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

種類 取得原価(千円) 
中間連結決算日における 
中間連結貸借対照表 

計上額(千円) 
差額(千円) 

(1) 株式 1,013,446 3,818,758 2,805,311

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 5,540 8,960 3,420

合計 1,018,986 3,827,718 2,808,731

 

２ 時価のない主な有価証券 

 

内容 中間連結貸借対照表(千円) 

その他有価証券 
非上場株式(店頭売買株式を除く) 

351,287

関係会社株式 276,417

匿名組合出資金 3,105,177

（注）当中間連結会計期間において、時価評価されていない有価証券のうちの一部について減損処理を行い、投

資有価証券評価損1,999千円を計上しております。 
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前連結会計年度末(平成17年５月31日) 

1. その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：千円) 

 種類 取得原価 
連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

差額 

(1) 株式 138,367 1,169,713 1,031,346

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 138,367 1,169,713 1,031,346

(1) 株式 ― ― ―

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 ― ― ―

合計 138,367 1,169,713 1,031,346

 

2. 時価のない主な有価証券 

(単位：千円) 

内容 連結貸借対照表 

その他有価証券 
非上場株式(店頭売買株式を除く) 

90,130

匿名組合出資金 1,566,995

（注）前連結会計年度において、時価評価されていない有価証券のうちの一部について減損処理を行い、投資有

価証券評価損19,999千円を計上しております。 

 

 (デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年11月30日現在) 

該当事項はありません。 

金利スワップ取引および金利キャップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用している

ので記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間末(平成17年11月30日現在) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関連 

種類 契約額等（千円） 契約額等のうち1年超（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

スワップ取引 800,000 740,000 △3,803 △3,803

キャップ取引 
300,000 

（2,501） 

300,000

（―）
125 △2,375

（注）1 ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

   2 時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格によっております。 

   3 キャップ取引における（  ）内の金額は、支払キャップ料であります。 
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前連結会計年度末(平成17年５月31日現在) 

該当事項はありません。 

金利スワップ取引および金利キャップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用している

ので記載を省略しております。 



 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年６月１日 至 平成16年11月30日) 
 

 

不動産 
コンサル 
ティング 
事業 
(千円) 

シニア 
ハウジング
＆サービス

事業 
(千円) 

その他 
施設運営 
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

4,326,599 1,333,409 493,560 6,153,569 ― 6,153,569

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

43,410 3,428 6,101 52,940 (52,940) ―

計 4,370,009 1,336,838 499,662 6,206,509 (52,940) 6,153,569

  営業費用 3,068,804 1,170,776 670,012 4,909,593 426,856 5,336,450

  営業利益又は 
営業損失(△) 

1,301,204 166,061 △170,349 1,296,916 (479,797) 817,119

(注) １ 事業区分は、事業の性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な事業内容 

      変更後 

(1) 不動産コンサルティング事業………不動産コンサルティング、コンストラクションマネジメント 

                                            ディベロップメント、インベストメント、アセットマネジメント 

(2) シニアハウジング＆サービス事業…シニアハウジング、医療関連サービス 

(3) その他施設運営事業…………………リゾート施設の運営、カルチャー 

 変更前 

(1) コンサルティング・ＣＭ事業……不動産コンサルティング、コンストラクションマネジメント 

(2) ディベロップメント事業…………ディベロップメント 

(3) インベストメント・ＡＭ事業……インベストメント、アセットマネジメント 

(4) 施設運営事業………………………シルバーハウジング、カルチャー 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の総務部門等管

理部門にかかる費用であり、当中間連結会計期間は470,266千円であります。また、消去又は全社の項目

にはセグメント間の内部取引高が、当中間連結会計期間は△43,410千円含まれております。 

４ 事業区分の変更 

従来、事業の種類別セグメントを「コンサルティング・ＣＭ事業」、「ディベロップメント事業」、

「インベストメント・ＡＭ事業」、「施設運営事業」の４区分としておりましたが、当中間連結会計期間

より連結の範囲が拡大されたことに伴い、事業の種類別セグメント情報を事業の実態に即した区分で表示

し、その有用性を高めることを目的として、「不動産コンサルティング事業」、「シニアハウジング＆サ

ービス事業」、「その他施設運営事業」の３区分に変更しております。 

   当社グループは、「不動産価値創造に関する幅広いソリューションの企画・提案」を行うことを中心に

事業を展開しており、従来までは、「提供したソリューションの形態」によって事業の種類別セグメント

を、「コンサルティング・ＣＭ事業」、「ディベロップメント事業」、「インベストメント・ＡＭ事業」

という３区分にしておりました。しかしながら、「当該ソリューションを企画・提案するまでの過程」に

何ら違いがなく、より高度なソリューションを顧客に提供するために、同一案件に対して複合したソリュ

ーションを提供する機会が増大し、事業の性質等から上記３区分に分類するのが困難になってきました。

従って、当中間連結会計期間より、上記３区分を統合し、「不動産コンサルティング事業」といたしまし

た。 

また、従来、「施設運営事業」に含めておりましたシルバーハウジング部門については、当該事業の売

上割合が増加しており、今後もこの傾向が予想されるため、当中間連結会計期間より、「シニアハウジン

グ＆サービス事業」として区分することといたしました。 

      なお、従来の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は下記のとおりであります。 
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コンサル 
ティング 
・ＣＭ事業 
(千円) 

ディベロッ
プメント
事業 
(千円) 

インベスト
メント・
ＡＭ事業
(千円) 

施設運営
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

  売上高    

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

2,510,299 425,168 1,391,130 1,826,970 6,153,569 ― 6,153,569

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高 

3,200 ― 40,210 9,530 52,940 (52,940) ―

計 2,513,499 425,168 1,431,340 1,836,500 6,206,509 (52,940) 6,153,569

  営業費用 1,672,709 410,755 985,339 1,840,788 4,909,593 426,856 5,336,450

  営業利益又は 
営業損失（△） 

840,789 14,413 446,001 △4,288 1,296,916 (479,797) 817,119

 

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

 

不動産 
コンサル 
ティング 
事業 
(千円) 

シニア 
ハウジング
＆サービス

事業 
(千円) 

その他 
施設運営 
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

4,465,638 1,987,008 1,677,967 8,130,614 ― 8,130,614

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

60,360 571 8,143 69,075 (69,075) ―

計 4,525,998 1,987,579 1,686,111 8,199,689 (69,075) 8,130,614

  営業費用 3,059,085 1,735,258 1,288,259 6,082,603 714,636 6,797,239

  営業利益又は 
営業損失(△) 

1,466,912 252,321 397,851 2,117,085 (783,711) 1,333,374

(注) １ 事業区分は、事業の性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な事業内容 

(1) 不動産コンサルティング事業………不動産コンサルティング、コンストラクションマネジメント 

                                            ディベロップメント、インベストメント、アセットマネジメント 

(2) シニアハウジング＆サービス事業…シニアハウジング、医療関連サービス 

(3) その他施設運営事業…………………リゾート施設の運営、カルチャー 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の総務部門等管

理部門にかかる費用であり、当中間連結会計期間は783,007千円であります。また、消去又は全社の項目

にはセグメント間の内部取引高が、当中間連結会計期間は68,370千円含まれております。 
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前連結会計年度(自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日) 
 

 

不動産 
コンサル 
ティング 
事業 
(千円) 

シニア 
ハウジング
＆サービス

事業 
(千円) 

その他 
施設運営 
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

7,774,784 3,292,435 1,496,787 12,564,007 ― 12,564,007

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

106,650 6,857 11,812 125,320 (125,320) ―

計 7,881,435 3,299,292 1,508,599 12,689,327 (125,320) 12,564,007

  営業費用 5,287,057 2,745,913 1,704,159 9,737,131 873,746 10,610,877

  営業利益 2,594,377 553,379 △195,560 2,952,196 (999,066) 1,953,129

(注) １ 事業区分は、事業の性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な事業内容 

(1) 不動産コンサルティング事業………不動産コンサルティング、コンストラクションマネジメント 

                                            ディベロップメント、インベストメント、アセットマネジメント 

(2) シニアハウジング＆サービス事業…シニアハウジング、医療関連サービス 

(3) その他施設運営事業…………………リゾート施設の運営、カルチャー 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の総務部門等管

理部門にかかる費用であり、当連結会計年度は997,427千円であります。また、消去又は全社の項目に

はセグメント間の内部取引高が、当連結会計年度は△123,681千円含まれております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域

に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において海外売上高がないため、

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日)

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

前連結会計年度 
(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 58,446円90銭 63,853円54銭 49,343円54銭

１株当たり中間(当期)純利益 6,260円59銭 4,458円50銭 9,168円48銭

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益(注) 
5,655円99銭 4,202円69銭 9,055円01銭

 

平成16年9月22日開催の

取締役会決議に基づき、平

成16年12月20日付で普通株

式1株を2株に分割しており

ます。前期首に当該株式分

割が行われたと仮定した場

合における前連結会計年度

の1株当たり情報の各数値

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 
27,144円33銭

1株当たり当期

純利益 
7,002円95銭

潜在株式調整

後1株当たり当

期純利益 

6,612円22銭
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(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後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。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日)

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

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

1株当たり中間(当期)純利益    

中間(当期)純利益(千円) 248,804 371,346 732,668

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) 

248,804 371,346 732,668

潜在株式調整後1株当たり中間(当
期)純利益 

 

普通株式の期中平均株式数(株) 39,741 83,289 79,911

潜在株式調整後1株当たり中間（当
期）純利益の算定に用いられた普通
株式増加数の主要な内訳（株） 
 新株引受権 
 新株予約権 

157.89
4,090.27

 
 
 

154.43 
4,915.17 

257.31
744.06

普通株式増加数（株） 4,248.16 5,069.60 1,001.37

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 

㈱ゼクスペットコミュ
ニティ 
第1回新株予約権 73個
第2回新株予約権 97個
㈱ゼクス 
第3回新株予約権 592個
㈱ゼクスアクティブ・
エイジ 
第1回転換社債  
額面金額 70百万円 

㈱ゼクスペットコミュ
ニティ 
第1回新株予約権 73個 
第2回新株予約権 97個 
㈱ゼクス 
2010年5月31日満期円貨
建転換社債型新株予約
権付社債 
額面金額  3,515百万円 
 

㈱ゼクスペットコミュ
ニティ 
第1回新株予約権 73個
第2回新株予約権 97個
㈱ゼクス 
第3回新株予約権 580個
2009年5月31日満期円貨
建転換社債型新株予約
権付社債 
額面金額 1,380百万円
㈱ゼクスアクティブ・
エイジ 
第1回転換社債  
額面金額    70百万円
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(重要な後発事象) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当社は、平成16年9月22日開催

の取締役会の決議に基づき、次の

ように株式分割による新株式を発

行しております。 

当該株式分割の内容は、下記の

とおりであります。 

 (1) 平成16年12月20日をもって普

通株式１株を２株に分割してお

ります。 

  ① 分割により増加する株式数 

普通株式 40,094.78株 

  ② 分割方法 

    平成16年10月31日(ただ

し、当日は名義書換代理人の

休業日につき、実質上は平成

16年10月29日)最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載ま

たは記録された株主並びに端

株原簿に記載または記録され

た株主の所有株式数を、１株

につき２株の割合をもって分

割いたします。 

 (2) 配当起算日 

平成16年12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。 
前中間連結会計期間 

(自 平成15年６月１日 
至 平成15年11月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

１株当たり純資産額 

21,208円87銭 

１株当たり中間純利益 

5,262円61銭 

潜在株式調整後1株当た

り中間純利益 

5,164円20銭 

１株当たり純資産額 

29,223円45銭 

１株当たり中間純利益 

3,130円30銭 

潜在株式調整後1株当た

り中間純利益 

2,828円00銭 

  

前連結会計年度 
(自 平成15年６月１日 
至 平成16年５月31日) 

 

１株当たり純資産額 

27,144円33銭 

１株当たり当期純利益 

7,002円95銭 

潜在株式調整後1株当た

り当期純利益 

6,612円22銭 

 

 

― １．当社は、平成17年5月26日開催

の取締役会において円貨建転換社

債型新株予約権付社債の発行を行

う旨の決議をし、下記のとおり発

行いたしました。 

 (1)発行総額  4,000,000,000円 

(2)本社債の発行価格 

額面の100％    

（各社債額面金額 5,000,000円）

(3)本新株予約権の発行価格 

無償 

(4)払込期日及び発行日 

   平成17年6月13日 

(5)償還期限  平成22年5月31日 

(6)募集の方法        

スイス連邦を中心とする海

外市場（アメリカ合衆国を除

く 。 ） に お け る Mitsubishi 

SecuritiesInternationalplc,

London,Zurich Branch （以下

「MSIZ」という。）の総額買

取引受による募集 

(7)本社債の募集価格 

 額面金額の102.5％

(8)利率     利息は付さない。 

(9)発行する新株予約権の総数  

800個 

(10)転換価額 334,000円 

(11)資本組入額 

       167,000円 

(12)新株予約権の行使請求期間 

 平成17年6月27日から 

平成22年5月17日まで 

       （ロンドン時間）

(13)資金の使途 

    シニアハウジング＆サービ

ス事業拡大のための開発・運

営資金（シニアハウジング＆

サービス事業を行う当社連結

子会社への融資を含む。） 

 

２．当社連結子会社である株式会社

チャーミング・エイジ研究所は、

平成17年7月29日開催の取締役会

において職員の退職に伴い功労金

（金額：335,000千円、支払日：

平成17年7月29日）を支払うこと

を決議いたしました。 
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(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



 

５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当社グループは、不動産コンサルティング事業、シニアハウジング＆サービス事業及びその他施

設運営事業を主体としており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記載はして

おりません。 

 

(2) 受注実績 

当社グループは、受注生産を行っていないため、受注実績の記載はしておりません。 

 

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであり

ます。 
 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 事業の種類別セグメントの名称 

販売高(千円) 前年同期比(％) 

不動産コンサルティング事業 4,465,638 103.2

シニアハウジング＆サービス事業 1,987,008 149.0

その他施設運営事業 1,677,967 340.0

合計 8,130,614 132.1

(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

(有)ゼット・スター ― ― 1,250,000 15.4

日本プライムリアルティ投資法人 710,000 11.5 ― ―

３ 事業の種類別セグメントにおける販売実績を部門別、用途別に示すと次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 

(部門別) (用途別) 

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

前年同期比 
(％) 

不動産コンサルティング事業 4,465,638 103.2

シニアハウジング＆サービス事業 1,987,008 149.0

介護付高齢者住宅 1,317,919 148.0

健常高齢者向け住宅 564,482 150.0 

その他 104,606 157.1

その他施設運営事業  1,677,967 340.0

リゾート部門  1,454,215 524.2

カルチャー部門  223,751 103.5

合計 8,130,614 132.1

４ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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