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代 表 者 役  職  名 代表取締役社長  
 氏    名 前田 和彦  
問い合わせ先 責任者役職名 経営企画室長  
 氏    名 春田 広嗣 ＴＥＬ（０５２）９３７－０１９８ 
決算取締役会開催日  平成１８年１月２０日  
米国会計基準採用の有無  有 ・ ○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                                 (百万円未満切捨) 

 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   ％ 
7,514（    49.4） 
5,029（    46.8） 

百万円   ％ 
219（    18.8） 
184（   809.0） 

百万円   ％ 
117（     9.0） 
107（    ―  ） 

１７年５月期 12,574             552             381             
 

 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   ％ 
36（     0.3） 
36（    ―  ） 

円  銭  
9,776   37     
9,751   96     

円  銭  
―――      
―――      

１７年５月期 159             40,391   19     ―――      
(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(連結) 17年11月中間期 3,700株  16年11月中間期 3,700株  17年5月期 3,700株 
 3．会計処理の方法の変更   ○有  ・ 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) 連結財政状態 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 

１７年１１月中間期 
１６年１１月中間期 

百万円  
12,868        
10,957        

百万円  
1,937        
1,804        

％  
15.1     
16.5     

円  銭 
523,532   32   
487,618   47   

１７年５月期 13,575        1,933        14.3     519,779   46   
(注) 期末発行済株式数(連結) 17 年 11 月中間期 3,700 株 16 年 11 月中間期 3,700 株 17 年 5 月期 3,700 株 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
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  
△224        

△2,279        

百万円  
603        

△522        

百万円  
△229        
1,959        

百万円  
996        
811        

１７年５月期 △3,831        △1,464        4,488        846        
 
(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  ３ 社  持分法適用非連結子会社数  ― 社  持分法適用関連会社数 ― 社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結(新規) ― 社   (除外) ― 社    持分法(新規) ― 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  

16,996        
百万円  

600        
百万円  

327        
(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）  88,378 円 38 銭 
(注) 平成 18 年 5 月期の業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な

要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、業況の変化などにより業績予想と大きく異なる可能性があります。 
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１．企 業 集 団 の 状 況 

当グループは、当社及び連結子会社３社で構成されます。 
当中間連結会計期間において株式会社ＩＺＭは、株式会社FOREST NOTEに社名変更するとともに、事業内容を

インテリア・住宅設備機器の販売から家具・建材の卸売に変更しております。 

 
事業の種類別 

セグメントの名称 事業内容 関連する会社名 

住宅事業 

戸建分譲住宅の企画・設計・施工・販売 
注文住宅の設計・施工 
インテリアの販売 
中古不動産の加工・販売 
その他 

当社 
株式会社Design & Construction 
株式会社FOREST NOTE 

都市事業 収益型不動産の開発・販売・運営 
当社 
森林公園ゴルフ場運営株式会社 

 
以上の当グループについて事業系統図を示すと次のとおりになります。なお、当グループに属する子会社で証

券市場に株式を上場している会社はありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

株式会社 
Design & Construction 

 
当  社 

不動産 
情報の提供 

分譲住宅の設計施工等 
注文住宅の設計施工 
インテリア販売 
収益型不動産の 
企画・販売 

中古不動産の 

加工販売 

当グループ 

家具・建材の卸売 

商材開発・供給 
中古不動産 
リフォーム 
の企画設計 

 
株式会社 FOREST NOTE 

 
エ ン ド ユ ー ザ ー 

 
森林公園ゴルフ場運営株式会社 

コンサルティング業務 

 
得 意 先 
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２．経 営 方 針 

（１）会社の経営の基本方針 
当グループは、「美を基準に、全てを意識的に制御する。感動なき利益は罪である。」という経営理念のも

と、住宅を単に箱として販売するのではなく、情緒や感性という切り口で創造し、建設業や不動産業という

カテゴリーの既成概念に捕われることなく、「都会・大人・知性」というキーワードに沿いブランドマーケ

ティングを展開し、住空間のみならず生活環境を創造する企業を目指しております。 
また、ビジョナリー・カンパニーの概念を導入しており、理念を共有できる適正な人材により、基本理念

を維持し適正な方向へ進むことと、エンドユーザーに対しても、当グループの基本理念を共有できる層をタ

ーゲットとして絞込みを行う方針であります。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 
当グループは、株主尊重の意義の重要性を念頭に、株主への利益還元を経営の最重要課題のひとつと捉え

ております。業績の動向や経営環境等を総合的に勘案し、将来の事業展開に備えて財務体質の強化のため必

要な内部留保と、株主の皆様の期待にお応えできるようなバランスの取れた還元、配当性向を重視した配当
政策を実施していく方針であります。具体的には、配当性向20％を基準に配当を実施してまいりたいと考え

ております。 

当期末の配当金につきましては、一株当たり18,000円を予定しております。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
当グループでは、個人投資家層の拡大ならびに株式の流通の活性化を図るうえで、投資単位の引下げは経

営上の重要課題と認識しておりますが、現段階におきましては、具体的な施策およびその時期等につきまし

ては未定であります。 

 
（４）目標とする経営指標 

当グループは住宅事業の単一の事業構造から、多様な事業構造をもつ企業への変革を推進しております。

現時点は、新規事業である都市事業が成長しつつあるものの、未だ過渡期的な状況であると認識しておりま
す。今後も多様な事業構造の構築に努め、グループとしての収益性向上と財務体質の強化を両立させながら、

事業運営を推進していく所存であります。 
具体的な経営指標としては、売上高経常利益率 6％以上、株主資本比率 20％を目標としております。 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略 
当グループは、住宅事業では名古屋市を中心とした地域密着型の事業を展開してまいりました。今後も地

域に根ざした形での質的な向上を図り、商品力・マーケティング力を一層高めて、より高度な商品提供を目

指してまいります。 
新規事業として軌道に乗りつつある都市事業は、成長スピードを加速させ、住宅事業に並ぶ当グループの

基幹事業となるよう全力をあげてまいります。 

新たな事業展開、具体的には都市の財産の有効利用である中古不動産再生事業、愛知県森林公園ゴルフ場
施設整備等事業で緒についたＰＦＩ事業、家具やカーテンを中心としたインテリア事業、オリジナル建材の

開発、その開発した部材を施工および設計ノウハウ付きで販売する資材流通事業等、事業の多様化に積極的

に取り組んでまいります。 
今後は、多様化する各事業のシナジーを生かして、生活環境を創造できる、多角的なデベロッパーへの脱

皮を図ってまいります。 
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（６）会社の対処すべき課題 
現在のわが国経済は、原油価格の高騰等の不透明感を抱かせる要素も存在するものの、企業収益や株価の

回復など緩やかな景気回復の方向に向かいつつあります。また、今回の回復局面は急激ではないものの、比

較的長期に継続する事が期待されます。 
住宅業界におきましては、少子化・高齢化・晩婚化という中長期的には大きなマイナス要因があります。

また、景気の回復局面では、住宅ローン金利の上昇など、業界としてはマイナス要因となる傾向も懸念され

ます。また、財政再建の必要性から消費税率の引上げ観測も出始めており、この点も中期的には懸念材料と
して予測されます。 

このような状況下におきまして、短期的な需要の増加には取り組みつつ、時代の転換、業界環境の中長期

的な変化にも対応可能な企業となるために、当社は、 
①  お客様の要望を見極め、お客様に妥協を強いない組織を目指し、新しい価値を創造し、新しい需要

を喚起する 

②  適正価格でお客様に商品を提供し、市場競争を勝ち抜くためのコスト低減を行うとともに、「品質
（デザイン・性能）」をさらに研ぎ澄ませていく 

③  当社の既存主力事業である住宅事業の既成の枠組みに捕われず、柔軟に「空間」及び「環境」ビジ

ネスを考え、不動産を加工するだけではなく、利用を含めたビジネスを育成し、多角的なデベロッ
パーへの変革を志向する 

以上の三点を特に業務遂行上の重要課題として取り組んでまいります。 

これらの課題に対しては、「安定」と「変化」の均衡を保ちつつ、柔軟に変化対応できる自律的組織の構
築と人材育成により、次なるステージを創造してまいります。 

同時に企業の社会的責任の推進を重要な課題と認識し、コンプライアンス経営の確立に努め、公正、誠実、

オープンな企業行動を遂行し、お客様や社会からの信頼にお応えしてまいります。 

 

（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 
当グループは、コンプライアンスに基づく企業倫理、経営環境の激しい変化に対応するため経営組織体

制の構築の重要性を認識し、コーポレート・ガバナンスの充実を最も重要な経営課題の一つと考えており
ます。 

②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 
ａ．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 

・ 当社は、監査役制度を採用し、監査役２名のうち１名は社外監査役であります。 

・ 定期の取締役会は月１回開催し、且つ随時取締役会を招集できる体制をとっております。これ
により少数の取締役による迅速な意思決定を行うとともに、取締役相互の経営監視とコンプライ

アンスの徹底に取り組んでおります。 

・ 主要部長クラス以上を中心とする業務遂行の審議機関である経営会議を月に２回開催しており
ます。 

・ 内部統制につきましては、社長直轄組織である「内部監査室」により、業務運営が適正に行わ

れているかどうかを逐次監督しております。監査役２名は、取締役会に出席する等、取締役の職
務執行を監視できる体制となっております。 

・ リスク管理体制につきましては、コンプライアンスの重要性を認識し、内部監査の実施により、

適正な業務運営の確保に努めております。また、法律面においては、法律事務所と顧問契約を結
んでおり、必要に応じてアドバイスを受けております。 

ｂ．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 
 当社は社外取締役を選任しておりません。社外監査役１名は、当中間会計期間末現在において当

社株式４株を保有しております。 

ｃ．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 

・ 当中間連結会計期間中は、取締役会を８回開催しております。 

・ ＩＲ活動の一環として、決算及び中間決算説明会を開催し、投資家の皆様の声を経営に適切に

反映するように努めております。 
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（８）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（９）内部管理体制の整備・運用状況 
① 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制

の整備の状況 

 当社の内部管理体制の状況は次のとおりであります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 内部監査は、社長直轄組織である「内部監査室」が行っております。 

 社内規程につきましては、稟議規程・業務分掌規程等の各種規程の整備と適正な運用によって内部

牽制機能を果たしております。 
 なお、平成 17 年 11 月 30 日現在、当社の従業員数は 85 名（使用人兼務役員は含まれません。）と

組織が小さく、内部管理体制もこのような事業規模に応じたものとなっており、一部組織の責任者を

兼務等で補完しております。今後につきましては、人員の増強や内部管理体制の一層の充実を図って
いく所存であります。 

② 内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

 内部監査については、内部監査計画に基づいて実施しております。 
 また、平成 17年 10月度の定例取締役会にて就業規則の改定を決議するなど、労務管理体制の見直

しを図るとともに、耐震偽造問題を業界に対する警鐘とし、コンプライアンス体制の充実に努めてま

いりました。 

取締役会（代表取締役社長） 
監
査
役 

監
査
法
人
・
法
律
事
務
所 

経営会議 

管理部門 業務部門 

内部監査室 

経営監視 

業務遂行審議 内部監査 

職務執 

行監督 

監査・ 

助言等 

内部牽制 

報告 
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３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 
上半期におけるわが国経済は、企業収益、株価、雇用情勢の回復などに支えられ、緩やかながらも景気回

復傾向にありました。 

住宅業界においては、全国の新設住宅着工戸数全体、当グループの事業に関係の深い愛知県の一戸建て分

譲住宅の新設着工戸数ともに、堅調に推移いたしました。 
このような状況下において当グループの主力事業であります住宅事業では、注文住宅の減少傾向にありま

すが、分譲住宅の販売は堅調に推移し、新築戸建住宅全体で149戸の販売を達成しました。 

また、都市事業では、名古屋、東京地区ともに、当社がバリューアップを行った商業施設を販売し、上半
期までにすでに前年度通期の売上高を上回る結果となっております。 

グループ企業におきましても積極的な事業展開を行いました。前期に中古不動産再生事業に参入しました

株式会社Design & Constructionは中古マンション10戸の販売を実現し、都市事業と同様に上半期終了時点
で前年通期を上回る売上を実現いたしました。株式会社ＩＺＭは平成17年９月に株式会社FOREST NOTEへ社

名変更し、設計ノウハウとともに家具・建材の卸売を行う、住宅資材関連ビジネスへと事業の見直しを実施

しました。また、ＰＦＩ事業を担います森林公園ゴルフ場運営株式会社は、平成19年４月の営業開始に向け
てスケジュール通りに準備を進捗させております。 

その結果、当中間連結会計期間の売上高は7,514,057千円(対前年同期比49.4％増)、営業利益219,821千円

(対前年同期比18.8％増)、経常利益117,035千円(対前年同期比9.0％増)、中間純利益36,172千円(対前年同
期比0.3％増)となりました。 

なお、当グループの売上高は、上半期に比べて下半期に完成する工事の割合が大きいため、連結会計年度

の上半期の売上高と下半期の売上高に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。
前連結会計年度の下半期の売上高が7,545,245千円であったため、当中間連結会計期間末にいたる１年間の

売上高は、15,059,303千円であります。 

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。なお、前中間連結会計期間においては
事業の種類別セグメント情報を作成していないため、前年同期の比較については、記載しておりません。 

 

住宅事業 上半期においては、販売活動を積極的に行ってまいりました。また、住宅の
１次取得者層の需要にも支えられ、売上高は6,161,066千円、営業利益は

255,413千円となりました。 

  
都市事業 事業の業績は順調に推移いたしました。前期に仕入れた物件の一部が上半期

に売上を実現し、売上高は1,352,990千円、営業利益は98,548千円となりまし

た。 
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（２）財政状態 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が112,916千円(対前年同期比66.9％増)、

たな卸資産の減少額が132,843千円(前年同期は2,943,695千円の増加)を主因として224,488千円の支出(対

前年同期比90.2％減)となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、収益型不動産の売却(有形固定資産の売却)等により603,910千円

の収入(前年同期は522,342千円の支出)となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産及び収益型不動産の取得のための借入による収入に比
べて、借入金の返済が上回ったことにより、229,228千円の支出(前年同期は1,959,495千円の収入)となりま

した。 

以上の結果により、現金及び現金同等物は当中間連結会計期間において150,193千円増加し、996,440千円
(対前年同期比22.8％増)となりました。 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 
 

 平成16年５月期 平成17年５月期 平成18年５月中間期 

株主資本比率(％) 22.0 14.3 15.1 

時価ベースの株主資本比率(％) 57.7 32.7 29.9 

債務償還年数(年) ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) ― ― ― 

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・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注) １ 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。 

２ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行株式数(自己株式控除後)により算出しております。 
３ 債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのた

め記載しておりません。 
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（３）事業等のリスク 
① 業績の変動要因について 

分譲住宅、収益型不動産は当グループの主要な商品であります。不動産業における用地取得は景気の

変動や地価の動向等により影響を受けるため、連結会計年度中の用地取得の状況により業績に変動を及

ぼす可能性があります。また、用地購入資金および建築資金の大部分を金融機関からの借入金で賄って
おり、有利子負債が増加する傾向があるため、金利の変動により当グループの収益が影響を受ける可能

性があります。その他、金融機関の経営方針やその金融環境により、事業用用地の計画的購入に影響が

出る可能性があります。 
② 上半期及び下半期の変動について 

分譲住宅においては事業の性質上季節的変動があり、上半期に比較して下半期の売上高の割合が高く

なる傾向があります。さらに、分譲住宅は売買契約成立後、顧客への引渡時に売上が計上されるため、
引渡時期により経営成績に偏りが生じる場合があります。 

また、都市事業におけます収益型不動産はプロジェクトの金額単位は相対的に大きな規模になります。

よって大型プロジェクトの引渡時期によっても、経営成績に偏りが生じる場合があります。 
③ 法的規制について 

当グループの事業は、住空間及び不動産に関わる分野であります。そのため、宅地建物取引業法、建

設業法、建築基準法、住宅品質確保促進法、その他多数の法令による規制を受けております。今後、こ
れらの規制の改廃や新たな法的規制が設けられた場合には、当グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

④ 小規模組織であることについて 
平成17年11月30日現在、当グループの従業員数は88名（使用人兼務役員数は含まれません。）と組織

が小さく、内部管理体制もこのような事業規模に応じたものとなっており、一部組織の責任者を兼務等

で補完しております。今後、事業規模の拡大にともない現在の体制では対処できない可能性があります。
このような事態に対処すべく、今後人員の増強や内部管理体制の一層の充実を図ってまいりますが、こ

れにともない固定費の増加、損益分岐点の上昇を余儀なくされる可能性があります。 

 

（４）通期の見通し 
今後の景気の見通しにつきましては、緩やかながらも国内景気の上昇は継続していくと考えております。 
住宅業界におきましては、中長期の懸念材料はあるものの、短期的には１次取得者層の需要と愛知県を中

心とする地域経済の好調は継続するものと予想しております。 

このような状況下、当グループは、住宅事業、都市事業また新規事業すべてにおいて、付加価値をエンド
ユーザーに認めてもらえる商品作りを徹底し、他社との差別化を図りながら営業を推進しくことを中心に考

えております。 

住宅事業は、当グループの事業の柱であり積極的に販売活動を推進していく所存であります。名古屋地域
を主力エリアとし、過去最高であった前期の254戸を大幅に上回る販売を実現する予定であります。 

都市事業は、名古屋地区において居住系の収益型不動産の販売を予定しており、当期末におきましては、

当グループの基幹事業に成長するよう努力してまいります。 
その結果、平成18年５月期(平成17年６月１日から平成18年５月31日まで)の業績に関しましては、連結売上

高16,996,000千円(対前年同期比35.2％増)、連結経常利益は600,000千円(対前年同期比57.3％増)、連結当

期純利益は327,000千円(対前年同期比104.4％増)を予定しております。 
なお、事業の種類別セグメントの売上高は以下のとおりであります。 

住宅事業 13,022,000千円 (構成比76.6％) 

都市事業 3,974,000千円 (構成比23.4％) 

 合計 16,996,000千円 (構成比100.0％) 
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４．中間連結財務諸表等 

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 
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  945,946   996,440   846,247  

２ 完成工事未収入金 
  及び売掛金   20,330   22,282   23,696  

３ たな卸資産 ※２  8,235,524   9,703,663   9,836,507  

４ その他   207,052   186,569   317,121  

流動資産合計   9,408,854 85.9  10,908,956 84.8  11,023,572 81.2 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 ※１          

１ 建物 ※２  597,818   308,429   620,159  

２ 土地 ※２  721,810   1,195,619   1,531,692  

３ その他 ※２  13,419   183,174   165,198  

有形固定資産合計   1,333,047   1,687,223   2,317,050  

(2) 無形固定資産   9,175   9,895   9,312  

(3) 投資その他の資産 ※３  206,737   262,396   225,129  

固定資産合計   1,548,960 14.1  1,959,515 15.2  2,551,491 18.8 

資産合計   10,957,815 100.0  12,868,472 100.0  13,575,063 100.0 
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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 
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 工事未払金及び 
  買掛金 

  1,309,817   793,951   1,259,048  

２ １年内償還予定社債   20,000   220,000   20,000  

３ 短期借入金 ※２  4,386,698   6,015,950   6,372,450  

４ １年内返済予定 
  長期借入金 ※２  171,454   130,200   156,819  

５ 未払法人税等   44,596   63,753   177,305  

６ 未成工事受入金   402,195   152,331   112,027  

７ 完成工事補償引当金   29,826   82,746   82,226  

８ その他   132,312   163,754   160,182  

流動負債合計   6,496,901 59.3  7,622,686 59.2  8,340,058 61.4 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債   450,000   230,000   440,000  

２ 長期借入金 ※２  1,968,295   2,751,700   2,533,666  

３ その他   239,868   325,565   337,281  

固定負債合計   2,658,163 24.2  3,307,265 25.7  3,310,947 24.4 

負債合計   9,155,064 83.5  10,929,952 84.9  11,651,006 85.8 

           

(少数株主持分)           

 少数株主持分   △1,437 △0.0  1,450 0.0  △9,626 △0.1 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   279,125 2.5  279,125 2.2  279,125 2.1 

Ⅱ 資本剰余金   269,495 2.5  269,495 2.1  269,495 2.0 

Ⅲ 利益剰余金   1,222,416 11.2  1,305,354 10.1  1,346,281 9.9 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   33,151 0.3  83,095 0.7  38,782 0.3 

資本合計   1,804,188 16.5  1,937,069 15.1  1,933,684 14.3 

負債、少数株主持分
及び資本合計   10,957,815 100.0  12,868,472 100.0  13,575,063 100.0 
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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 
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   5,029,510 100.0  7,514,057 100.0  12,574,756 100.0 

Ⅱ 売上原価   4,197,189 83.5  6,550,456 87.2  10,562,474 84.0 

売上総利益   832,320 16.5  963,600 12.8  2,012,281 16.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費           

１ 給与手当  175,008   190,603   350,612   

２ 販売手数料  32,240   64,116   64,416   

３ 広告宣伝費  115,931   141,554   261,437   

４ 完成工事補償引当金 
  繰入額  29,826   39,800   82,226   

５ その他  294,346 647,352 12.8 307,704 743,778 9.9 701,069 1,459,761 11.6 

営業利益   184,967 3.7  219,821 2.9  552,520 4.4 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  26   8   54   

２ 受取配当金  224   428   246   

３ 受取手数料  3,665   5,706   7,541   

４ その他の営業外収益  1,351 5,267 0.1 4,143 10,287 0.1 5,108 12,951 0.1 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  72,352   106,505   169,593   

２ 社債発行費  3,000   ―   3,000   

３ 創立費  ―   ―   309   

４ その他の営業外費用  7,556 82,908 1.7 6,568 113,073 1.4 11,036 183,938 1.5 

経常利益   107,326 2.1  117,035 1.6  381,532 3.0 

Ⅵ 特別利益           

１ 連結子会社 
  持分変動利益  9,359 9,359 0.2 ― ― ― 9,359 9,359 0.1 

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産除却損 ※２ 32,495   4,118   87,134   

２ 会員権評価損  2,575   ―   3,275   

３ 貸倒引当金繰入額  13,950 49,020 1.0 ― 4,118 0.1 13,445 103,855 0.8 

税金等調整前 
中間(当期)純利益   67,665 1.3  112,916 1.5  287,036 2.3 

法人税、住民税 
及び事業税  41,921   61,779   214,772   

法人税等調整額  9,562 51,484 1.0 15,888 77,667 1.0 △56,594 158,178 1.3 

少数株主損失   19,900 0.4  923 0.0  31,089 0.3 

中間(当期)純利益   36,082 0.7  36,172 0.5  159,947 1.3 
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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   269,495  269,495  269,495 

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末) 
  残高 

  269,495  269,495  269,495 

(利益剰余金の部)        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,267,934  1,346,281  1,267,934 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

  中間(当期)純利益  36,082 36,082 36,172 36,172 159,947 159,947 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１ 配当金  66,600  66,600  66,600  

２ 役員賞与  15,000 81,600 10,500 77,100 15,000 81,600 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 
  残高 

  1,222,416  1,305,354  1,346,281 
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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 
(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) 
  純利益又は純損失(△)  67,665 112,916 287,036 

２ 減価償却費  29,094 25,395 60,952 

３ 連結調整勘定償却額  ― 9,707 ― 
４ 完成工事補償引当金の 
  増減額  △11,100 520 41,300 

５ 受取利息及び受取配当金  △250 △436 △301 

６ 支払利息  72,352 106,505 169,593 

７ 売上債権の増減額  7,699 1,413 4,334 

８ たな卸資産の増減額  △2,943,695 132,843 △4,544,678 

９ 前渡金の増減額  38,779 25,599 20,169 

10 未収入金の増減額  27 4,842 △72,311 

11 仕入債務の増減額  606,633 △465,097 574,763 

12 未成工事受入金の増減額  121,160 40,303 △169,007 

13 未払金の増減額  17,202 1,660 14,519 

14 未払費用の増減額  △2,090 △4,081 1,118 

15 預り金の増減額  △18,173 △2,896 △17,426 

16 預り保証金の増減額  38,865 △11,716 136,278 

17 役員賞与の支払額  △15,000 △10,500 △15,000 

18 その他  △3,849 89,931 96,851 

小計  △1,994,680 56,911 △3,411,806 

19 利息及び配当金の受取額  250 436 301 

20 利息の支払額  △72,352 △106,505 △169,593 

21 法人税等の支払額  △212,842 △175,331 △250,261 

営業活動による 
キャッシュ・フロー  △2,279,624 △224,488 △3,831,361 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

    

１ 定期積金の預入 
による支出 

 △500 ― △700 

２ 定期預金の預入 
による支出  △133,200 ― △133,200 

３ 連結の範囲の変更を 
伴わない子会社株式の 
取得による支出 

 ― △10,007 ― 

４ 有形固定資産 
の取得による支出  △472,667 △298,655 △1,739,695 

５ 有形固定資産 
の売却による収入 

※２ 74,233 912,883 268,866 

６ 無形固定資産 
の取得による支出 

 ― △1,890 △1,412 

７ 保証金の支払による支出  △2,383 △1,607 △3,668 

８ その他  12,175 3,186 145,156 

投資活動による 
キャッシュ・フロー  △522,342 603,910 △1,464,653 
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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 
(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 短期借入れによる収入  3,856,498 4,832,000 9,270,000 
２ 短期借入金の 

返済による支出  △2,834,600 △5,176,500 △6,262,350 

３ 長期借入れによる収入  934,000 650,000 1,884,000 
４ 長期借入金の 

返済による支出  △127,696 △458,585 △526,960 

５ 社債の発行による収入  197,000 ― 197,000 

６ 社債の償還による支出  △10,000 △10,000 △20,000 

７ 配当金の支払額  △65,707 △66,143 △66,145 
８ 少数株主からの 

払込による収入 
 10,000 ― 13,000 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,959,495 △229,228 4,488,544 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 ― ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増減額 

 △842,470 150,193 △807,470 

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 1,653,717 846,247 1,653,717 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 811,246 996,440 846,247 
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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 
 

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 
  子会社はすべて連結しておりま

す。 
連結子会社 
の数 

２社
 

連結子会社 
の名称 
 

株式会社 
Design& 
Construction 

 株式会社ＩＺＭ 
 

１ 連結の範囲に関する事項 
  子会社はすべて連結しておりま

す。 
連結子会社 
の数 

３社
 

連結子会社 
の名称 
 

株式会社 
Design& 
Construction 

 
株式会社 
FOREST NOTE 

 
森林公園ゴルフ 
場運営株式会社 

  株式会社ＩＺＭは平成17年９月
１日付けで株式会社 FOREST 

NOTEに社名変更しております。 

１ 連結の範囲に関する事項 
  子会社はすべて連結しておりま

す。 
連結子会社 
の数 

３社
 

連結子会社 
の名称 
 

株式会社 
Design& 
Construction 

 株式会社ＩＺＭ 

 
森林公園ゴルフ 
場運営株式会社 

  森林公園ゴルフ場運営株式会社
は、当連結会計年度において新
たに設立したため、当連結会計

年度より連結の範囲に含めてお
ります。 

２ 持分法の適用に関する事項 
  持分法適用会社はありません。 

  非連結子会社及び関連会社がな
いため、該当事項はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 
同左 

２ 持分法の適用に関する事項 
同左 

３ 連結子会社の中間決算日等に関
する事項 

  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。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関
する事項 

  連結子会社のうち、森林公園ゴ
ルフ場運営株式会社の中間決算
日は９月30日であります。 

  中間連結財務諸表の作成にあた
っては、同日現在の中間財務諸
表を使用し、中間連結決算日と

の間に生じた重要な取引につい
ては、連結上必要な調整を行っ
ております。 

  なお、その他の連結子会社の中
間決算日は、中間連結決算日と
一致しております。 

３ 連結子会社の決算日等に関する
事項 

  連結子会社のうち、森林公園ゴ
ルフ場運営株式会社の決算日は
３月31日であります。 

  連結財務諸表の作成にあたって
は、同日現在の財務諸表を使用
し、連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上
必要な調整を行っております。 

  なお、その他の連結子会社の決

算日は、連結決算日と一致して
おります。 

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) 

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 

同左 

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 
      連結会計年度末日の市

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) 

     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 
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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 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

  ② たな卸資産 
ａ 販売用土地・販売用建

物・未成工事支出金 
 個別法による原価法 
ｂ 商品・材料 
 主として月次移動平均法

による原価法 
 

  ② たな卸資産 
ａ 販売用土地・販売用建

物・未成工事支出金 
同左 

ｂ 商品・材料 
同左 

  ② たな卸資産 
ａ 販売用土地・販売用建

物・未成工事支出金 
同左 

ｂ 商品・材料 
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 
    定率法により償却しており

ます。ただし、平成10年４
月１日以降に取得した建物
(附属設備を除く)について
は、定額法を採用しており
ます。 

    なお、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。 

 (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 
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 
同左 

  ② 無形固定資産 
    ソフトウェア(自社利用)に

ついては、社内における利
用可能期間(５年)に基づく
定額法によっております。 

  ② 無形固定資産 
同左 

  ② 無形固定資産 
同左 

  ③ 長期前払費用 
    均等償却によっておりま

す。 

  ③ 長期前払費用 
同左 

  ③ 長期前払費用 
同左 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 
   社債発行費は、支出時に全額

費用として処理する方法によ
っております。 

―――  (3) 重要な繰延資産の処理方法 
   社債発行費及び創立費は、支

出時に全額費用として処理す
る方法によっております。 

 (4) 重要な引当金の計上基準 
  ① 完成工事補償引当金 
    引渡済建物の瑕疵担保責任

に基づく補償費の支出に備
えるため、過去２年間の実
績を基礎に、将来の補償を
加味した金額を計上してお
ります。 

 (4) 重要な引当金の計上基準 
  ① 完成工事補償引当金 

同左 

 (4) 重要な引当金の計上基準 
  ① 完成工事補償引当金 

同左 

  ② 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算
定した回収不能見込額を、
また貸倒懸念債権等特定の
債権については回収可能性
に応じた個別必要見積額を
計上する方法によっており
ます。 

――― ――― 
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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 
(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。 

―――  (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。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ａ ヘッジ手段 
      金利スワップ 
   ｂ ヘッジ対象 

      借入金利息 

   ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ａ ヘッジ手段 
      金利スワップ 
   ｂ ヘッジ対象 

      借入金利息 
  ③ ヘッジ方針 
    ヘッジ取引の実行及び管理

は、取引の運用に係る基本
方針を定め、担当役員なら
びに代表取締役の決裁を得

て、管理部の相互牽制と監
督により行っております。 

   ③ ヘッジ方針 
    ヘッジ取引の実行及び管理

は、取引の運用に係る基本
方針を定め、担当役員なら
びに代表取締役の決裁を得

て、管理部の相互牽制と監
督により行っております。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

    ヘッジ有効性評価はヘッジ
開始時から有効性判定時ま
での期間においてヘッジ対

象とヘッジ手段のキャッシ
ュ・フローの変動の累計を
比較し、両者の間に高い相

関関係が認められておりま
す。 

   ④ ヘッジ有効性評価の方法 

    ヘッジ有効性評価はヘッジ
開始時から有効性判定時ま
での期間においてヘッジ対

象とヘッジ手段のキャッシ
ュ・フローの変動の累計を
比較し、両者の間に高い相

関関係が認められておりま
す。 

  ⑤ その他 

    取引契約先は、信用力の高
い金融機関であり、信用リ
スクは極めて少ないものと

認識しております。 

   ⑤ その他 

    取引契約先は、信用力の高
い金融機関であり、信用リ
スクは極めて少ないものと

認識しております。 
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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 
(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 
  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、税抜方式を採用して
おります。 

   なお、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」に計上して
おります。 

   また、控除対象外消費税等に
ついては、販売費及び一般管
理費に計上しております。 

 (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 
  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、税抜方式を採用して
おります。 

   なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は相殺のうえ、流動
負債の「その他」に計上して
おります。 

   また、控除対象外消費税等に
ついては、販売費及び一般管
理費に計上しております。 

 (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 

  消費税等の会計処理 
   税抜方式によっており、控除

対象外消費税等については、

販売費及び一般管理費に計上
しております。 

５ 中間連結キャッシュ・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カ月以内に償
還期限の到来する短期投資から

なります。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 
同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 
  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カ月以内に償還期
限の到来する短期投資からなり

ます。 

 
中間連結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) 

――― (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。 

 これに伴う損益に与える影響はあ

りません。 

――― 
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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 

166,661千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

205,576千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

189,731千円 

※２ 担保に供している資産及びこ
れに対応する債務 

 (1) 担保に供している資産 

勘定科目 金額(千円) 

定期預金 112,000 

たな卸資産 5,623,576 

建物 414,491 

土地 721,810 

合計 6,871,877 
  

※２ 担保に供している資産及びこ
れに対応する債務 

 (1) 担保に供している資産 

勘定科目 金額(千円) 

たな卸資産 7,657,124 

建物 221,081 

土地 1,196,446 
有形固定資産 
「その他」 
(建設仮勘定) 

154,828 

合計 9,229,481 
  

※２ 担保に供している資産及びこ
れに対応する債務 

 (1) 担保に供している資産 

勘定科目 金額(千円) 

たな卸資産 7,089,256 

建物 520,625 

土地 1,531,692 
有形固定資産 
「その他」 
(建設仮勘定) 

154,266 

合計 9,295,839 
  

 (2) 対応する債務 

勘定科目 金額(千円) 

短期借入金 4,274,698 

１年内返済予定 
長期借入金 42,957 

長期借入金 1,718,543 

合計 6,036,198 
  

 (2) 対応する債務 

勘定科目 金額(千円) 

短期借入金 5,240,450 

１年内返済予定 
長期借入金 30,000 

長期借入金 1,975,500 

合計 7,245,950 
  

 (2) 対応する債務 

勘定科目 金額(千円) 

短期借入金 6,245,650 

１年内返済予定 
長期借入金 30,000 

長期借入金 2,346,500 

合計 8,622,150 
  

※３ 貸倒引当金直接控除額 
投資その他の資産 13,950千円

 

――― ――― 

――― ―――  ４ 保証債務 

   販売顧客の金融機関からの借
入金158,100千円に対し債務
保証を行っております。 
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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 過去１年間の売上高 
   当グループの売上高は、上半

期に比べて下半期に完成する
工事の割合が大きいため、連
結会計年度の上半期の売上高

と下半期の売上高に著しい相
違があり、上半期と下半期の
業績に季節的変動がありま

す。 
   当中間連結会計期間末にいた

る１年間の売上高は次のとお

りであります。 
前連結会計年度 
の下半期 6,498,276千円

当中間連結 
会計期間 5,029,510千円

合計 11,527,786千円
 

 １ 過去１年間の売上高 
   当グループの売上高は、上半

期に比べて下半期に完成する
工事の割合が大きいため、連
結会計年度の上半期の売上高

と下半期の売上高に著しい相
違があり、上半期と下半期の
業績に季節的変動がありま

す。 
   当中間連結会計期間末にいた

る１年間の売上高は次のとお

りであります。 
前連結会計年度 
の下半期 7,545,245千円

当中間連結 
会計期間 7,514,057千円

合計 15,059,303千円
 

――― 

※２ 固定資産除却損の内訳 
建物 32,144千円

有形固定資産(その他) 350千円

合計 32,495千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳 
投資その他の資産 
(その他) 3,816千円

撤去費用 302千円

合計 4,118千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳 
建物 71,455千円

有形固定資産(その他) 1,628千円

撤去費用 14,050千円

合計 87,134千円
 

 

(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 
(平成16年11月30日現在) 

現金及び預金勘定 945,946 千円

預入期間が３カ月 

を越える定期積金 
△1,500 千円

預入期間が３カ月
を越える定期預金 

△133,200 千円

現金及び 
現金同等物 

811,246 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 
(平成17年11月30日現在) 

現金及び預金勘定 996,440 千円

現金及び 
現金同等物 

996,440 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 
(平成17年５月31日現在) 

現金及び預金勘定 846,247 千円

現金及び 
現金同等物 

846,247 千円

 

――― ※２ 都市事業に関わる収益型不動
産につき、取得時に有形固定
資産として計上した物件の

うち、当中間連結会計期間中
に売却した物件に係る取得
原価部分を、取得による支出

と対比するために投資活動
によるキャッシュ・フローと
して表示しております。 

※２ 都市事業に関わる収益型不動
産につき、取得時に有形固定
資産として計上した物件のう

ち、当連結会計年度中に売却
した物件に係る取得原価部分
を、取得による支出と対比す

るために投資活動によるキャ
ッシュ・フローとして表示し
ております。 

 



― 20 ― 
 

セグメント情報 
(1) 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) 
 

住宅事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割

合がいずれも 90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
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) 

 

 
住宅事業 
(千円) 

都市事業 
(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 6,161,066 1,352,990 7,514,057 ― 7,514,057 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 ― ― ― ― ― 

計 6,161,066 1,352,990 7,514,057 ― 7,514,057 

  営業費用 5,905,653 1,254,442 7,160,096 134,139 7,294,235 

  営業利益 255,413 98,548 353,961 (134,139) 219,821 

(注) １ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 
２ 各区分の主な商品 
 (1) 住宅事業‥‥‥戸建分譲住宅の企画・設計・施工・販売、注文住宅の設計・施工、戸建住宅用地の販売、中古

不動産の加工・販売 
 (2) 都市事業‥‥‥収益型不動産の企画・販売、収益型不動産の賃貸運営、収益物件用地の販売 
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(134,139千円)の主なものは、親会社の管理部門

等に係る費用であります。 
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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) 
 

 
住宅事業 
(千円) 

都市事業 
(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 

11,434,204 1,140,551 12,574,756 ― 12,574,756 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 7,650 ― 7,650 (7,650) ― 

計 11,441,854 1,140,551 12,582,406 (7,650) 12,574,756 

  営業費用 10,723,923 1,026,607 11,750,531 271,704 12,022,236 

  営業利益 717,930 113,944 831,874 (279,354) 552,520 

(注) １ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な商品 
 (1) 住宅事業‥‥‥戸建分譲住宅の企画・設計・施工・販売、注文住宅の設計・施工、戸建住宅用地の販売、中古

不動産の加工・販売 

 (2) 都市事業‥‥‥収益型不動産の企画・販売、収益型不動産の賃貸運営、収益物件用地の販売 
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(279,354千円)の主なものは、親会社の管理部門

等に係る費用であります。 

 
(2) 所在地別セグメント情報 

 
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) 

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) 

在外子会社及び在外支店がないた
め、該当事項はありません。 

同左 同左 

 
(3) 海外売上高 

 
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) 

海外売上高がないため、該当事項は
ありません。 

同左 同左 

 

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) 

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 
 リース資産の事業内容における重
要性が低いこと及びリース契約１

件当たりの金額が少額なため、注
記の対象から除いております。 

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 
同左 

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 
同左 
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有価証券関係  

(1) その他有価証券で時価のあるもの 
 

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) 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価 
(千円) 

中間連結貸借
対照表計上額

(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価 
(千円) 

連結貸借 
対照表計上額

(千円) 

差額 
(千円) 

株式 30,040 85,852 55,811 30,040 169,932 139,891 30,040 95,331 65,290 

(注) 株式の「取得原価」は、減損処理後の金額を記載しております。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減損処理した金額はありません。 

減損処理に当たっては、中間連結会計期間末(連結会計年度末)における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場
合には全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められる額につい
て減損処理を行っております。 

 

(2) 時価評価されていない有価証券 
 

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) 

区分 
中間連結貸借 

対照表計上額(千円) 
中間連結貸借 

対照表計上額(千円) 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券    

非上場株式 4,800 4,800 4,800 

 

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) 

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) 

中間期末残高がないため、該当事項

はありません。 

該当事項はありません。 期末残高がないため、該当事項はあ

りません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産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。 
 

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％) 

住宅事業 5,829,929 ＋23.0 

合計 5,829,929 ＋23.0 

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
３ 都市事業については、事業の性質上、該当事項がないため記載しておりません。 

 

(2) 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入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。 
 

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同期比(％) 

都市事業 279,406 ― 

合計 279,406 ― 
(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
３ 住宅事業については、事業の性質上、該当事項がないため記載しておりません。 
４ 前中間連結会計期間においては、事業の種類別セグメント情報を作成していないため、前年同期の比較について

は、記載しておりません。 

 
(3) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注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。 
 

受注高 受注残高 
事業の種類別 

セグメントの名称 数量(戸) 金額(千円) 前年同期比 
(％) 

数量(戸) 金額(千円) 前年同期比
(％) 

住宅事業 160 6,233,015 ＋35.2 35 1,353,670 △2.5 

合計 160 6,233,015 ＋35.2 35 1,353,670 △2.5 

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 都市事業については、事業の性質上、該当事項がないため記載しておりません。 

 
(4) 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。 
 

事業の種類別セグメントの名称 数量(戸) 金額(千円) 前年同期比(％) 

住宅事業 149 6,161,066 ― 

都市事業 ― 1,352,990 ― 

合計 149 7,514,057 ＋49.4 

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
２ 住宅事業の金額には中古不動産の販売分が含まれておりますが、数量には中古不動産の販売分が含まれておりま

せん。 

３ 販売先は主に一般個人でありますので、主要な販売先の記載は省略いたします。 
４ 前中間連結会計期間においては、事業の種類別セグメント情報を作成していないため、前年同期の比較について

は、記載しておりません。 


