
  

平成18年6月期  個別中間財務諸表の概要 平成 18年 2月 10日 

上 場 会 社 名 株式会社エスグラントコーポレーション 上場取引所  
名古屋証券取引所（セントレックス） 

コ ー ド 番 号 8943 本社所在都道府県 東京都 
（U R L http://www.s-grant.co.jp）   
代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 杉本 宏之 
問合せ先責任者 役職名 取締役 氏名 前田 嘉也    電話 （03）5740－2300 
決算取締役会開催日 平成 18年 2月 10日  
中間配当支払開始日 平成 －年   －月   －日  単元株制度採用の有無 無 
 
1．17年 12月中間期の業績（平成 17年 7月 1日～平成 17年 12月 31日） 
（1）経営成績                       （注）金額は、表示単位未満を切捨てて表示しております。 
 売   上   高 営  業  利  益 経  常  利  益 

 
17年 12月中間期 
16年 12月中間期 

百万円    ％ 
  6,574  （  － ） 
     －  （  － ） 

百万円    ％ 
       372   （  － ） 
     －  （  － ） 

百万円    ％ 
  239    （  － ） 
     －  （  － ） 

17年 6月期   17,635            622             442    
 

 中間（当期）純利益 1株当たり中間（当期）純利益 
 

17年 12月中間期 
16年 12月中間期 

      百万円    ％ 
      138  （  － ） 
     －  （  － ） 

 
  16,954円 55銭 

－ 円 － 銭 
17年 6月期       255        43,034円 30銭 

（注） 1. 期中平均株式数  17年 12月中間期 8,163株  16年 12月中間期  －株  17年 6月期 5,931株 
2. 会計処理の方法の変更   無 
3. 売上高､営業利益､経常利益､中間（当期）純利益におけるパーセント表示は､対前年中間期増減率であります。 
4. 平成 16年 12月中間期につきましては、中間財務諸表を作成していないため、記載を省略しております。 

（2）配当状況 
 1 株当たり中間配当金 1 株当たり年間配当金 

17年 12月中間期 
16年 12月中間期 

円  銭 
0  00 
－  － 

円  銭 
－ 
－ 

17年 6月期 －  － 0  00 

（3）財政状態 

 総  資  産 株  主  資  本 株主資本比率 1 株 当 た り 
株 主 資 本 

 
17年 12月中間期 
16年 12月中間期 

百万円 
10,203 
－  

百万円 
2,224 
－  

％ 
21.8 
－ 

 
229,859円 32銭 
－ 円 －銭 

17年 6月期 4,548 1,252 27.5 158,997円 01銭  
（注） 1. 期末発行済株式数 17年12月中間期 9,678株 16年 12月中間期 － 株 17年 6月期 7,878株 

 2. 期末自己株式数 16年12月中間期 － 株 16年 12月中間期 － 株 17年 6月期 － 株 
 
2．18年 6月期の業績予想（平成 17年 7月 1日～平成 18年 6月 30日） 

1 株当たり年間配当金  売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 
期  末  

通   期 17,878百万円 634百万円 346百万円 円  銭 
0  00 

円  銭 
0  00 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）35,777円 49銭 
（注） 1株当たり予想当期純利益（通期）の算出については、平成 17年 12月末の発行済株式数を基準に算出しております。 
※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に基づき作成したものであります。 
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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3. 個別中間財務諸表等 

（１） 中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

  
当中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年 6月30日） 

区分 
注記
番号 

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   2,042,146   1,088,356  

２．たな卸資産 ※1  6,863,419   2,522,664  

３．前渡金   941,049   563,020  

４．その他   175,952   176,077  

貸倒引当金   △287   △296  

流動資産合計   10,022,281 98.2  4,349,823 95.6 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産 ※2  34,357 0.3  41,223 0.9 

２．無形固定資産   5,326 0.1  2,174 0.0 

３．投資その他の資産        

（１）関係会社株式   30,000   30,000  

（２）長期貸付金   37,878   48,908  

（３）敷金保証金   49,262   63,858  

（４）その他   24,663   13,120  

  貸倒引当金   △227   △293  

投資その他の資産合計   141,577 1.4  155,594 3.5 

固定資産合計   181,261 1.8  198,992 4.4 

資産合計   10,203,542 100.0  4,548,815 100.0 
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当中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年 6月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金   15,750   29,400  

２．一年内償還予定社債   100,000   ―  

３．短期借入金 ※1  2,014,500   609,000  

４．一年内返済予定長期借入金 ※1  3,058,580   1,714,320  

５．未払法人税等   91,000   250,800  

６．賞与引当金   2,129   1,624  

７．その他   428,734   416,044  

流動負債合計   5,710,693 56.0  3,021,188 66.4 

Ⅱ 固定負債        

１．社債   890,000   100,000  

２．長期借入金 ※1  1,065,540   9,100  

３．その他   312,730   165,948  

固定負債合計   2,268,270 22.2  275,048 6.1 

負債合計   7,978,963 78.2  3,296,236 72.5 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※3  971,100 9.5  619,100 13.6 

Ⅱ 資本剰余金        

資本準備金  740,800   259,200   

資本剰余金合計   740,800 7.3  259,200 5.7 

Ⅲ 利益剰余金        

当期未処分利益  512,678   374,278   

利益剰余金合計   512,678 5.0  374,278 8.2 

資本合計   2,224,578 21.8  1,252,578 27.5 

負債及び資本合計   10,203,542 100.0  4,548,815 100.0 
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② 中間損益計算書 

  
当中間会計期間 

（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 百分比 

（％） 金額（千円） 百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   6,574,988 100.0  17,635,258 100.0 

Ⅱ 売上原価   5,492,101 83.5  15,601,546 88.5 

売上総利益   1,082,887 16.5  2,033,711 11.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  710,268 10.8  1,411,309 8.0 

営業利益   372,618 5.7  622,402 3.5 

Ⅳ 営業外収益 ※2  17,394 0.3  16,534 0.1 

Ⅴ 営業外費用   150,107 2.3  196,344 1.1 

経常利益   239,906 3.6  442,591 2.5 

Ⅵ 特別利益 ※3  4,673 0.1  105 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※4  4,726 0.1  6,641 0.0 

税引前中間（当期）純利
益 

  239,853 3.6  436,054 2.5 

法人税、住民税及び事業
税 

 86,588   244,990   

法人税等調整額  14,865 101,453 1.5 △64,172 180,818 1.0 

中間（当期）純利益   138,400 2.1  255,236 1.5 

前期繰越利益   374,278   119,042  

中間（当期）未処分利益   512,678   374,278  
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当中間会計期間 

（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1)有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

 

(1)有価証券 

同左 

 (2)デリバティブ 

時価法 

 

(2)デリバティブ 

同左 

 

 

 (3)たな卸資産 

①販売用不動産及び仕掛販売用不動産 

個別法による原価法 

 

②貯蔵品 

移動平均法による原価法 

 

 

(3)たな卸資産 

①販売用不動産及び仕掛販売用不動産 

同左 

 

②貯蔵品 

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 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  建物          ８～18年 
車両運搬具      ３～４年 
工具、器具及び備品  ２～８年 
また、取得価額が 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年間で均等償却を行っており

ます。 
 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 (2)無形固定資産 
自社利用のソフトウェアについて、

社内における見込利用可能期間(5 年
以内)に基づく定額法 

(3)長期前払費用 
均等償却 

 

(2)無形固定資産 

同左 

 

(3)長期前払費用 
同左 

 

 



  
 

 －5－ 

 

項目 
当中間会計期間 

（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

３．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

支出時に全額費用処理しております。 

(2) 社債発行費 

支出時に全額費用処理しております。 

(1) 新株発行費 

同左 

(2) 社債発行費 

同左 

４．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。 

(2) 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるため、将

来の支給見込額のうち、当期の負担額

を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備えるため、将

来の支給見込額のうち、当期の負担額

を計上しております。 

５．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 

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 

 税抜方式によっております。 

 なお、控除対象外消費税等は固定資

産に係るものは長期前払費用に計

上し（5年償却）、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 
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注記事項 
（中間貸借対照表関係） 

当中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度末 
（平成17年 6月30日） 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 

(1) 担保資産 

販売用不動産 3,692,701千円

仕掛販売用不動産 2,755,727 

  計 6,448,429 

(2) 担保付債務 

短期借入金 1,756,300千円

一年内返済予定長期借入金 3,015,200 

長期借入金 1,058,000 

計 5,829,500 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、48,259千円で

あります。 

※３ 授権株式数及び発行済株式総数 

   授権株式数    普通株式  24,000株 

   発行済株式総数  普通株式   9,678株 

 ４ 偶発債務 

  債務保証 

  次の関係会社について、金融機関からの借入に対し

債務保証を行っております。 

   株式会社Ｓ－ｆｉｔ       3,888千円 

 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 

(1) 担保資産 

販売用不動産 463,209千円

仕掛販売用不動産 1,674,157 

  計 2,137,366 

(2) 担保付債務 

短期借入金 441,000千円

一年以内返済予定長期借入金 1,711,200 

  計 2,152,200 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、49,071千円で

あります。 

※３ 授権株式数及び発行済株式総数 

   授権株式数    普通株式  24,000株 

   発行済株式総数  普通株式   7,878株 

 ４ 偶発債務 

  債務保証 

  次の関係会社について、金融機関からの借入に対し

債務保証を行っております。 

   株式会社Ｓ－ｆｉｔ       4,583千円 

 

 
 

（中間損益計算書関係） 
当中間会計期間 

（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

（1）販売費 

   広告宣伝費            36,170千円 

販売手数料            38,652 

旅費交通費                    30,087 

（2）一般管理費 

   給与手当              199,555 

   賞与引当金繰入額                2,129 

   地代家賃             40,231 

減価償却費                      7,289 

業務委託費           113,858 

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

（1）販売費 

   広告宣伝費           194,950千円 

販売手数料            74,250 

旅費交通費                    56,382 

（2）一般管理費 

   給与手当              360,401 

   賞与引当金繰入額                1,624 

   地代家賃             58,123 

減価償却費                     27,482 

業務委託費           164,453 

 

※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。 

    

事務受託収入 5,714千円
 

※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。 

    

事務受託収入 10,925千円
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当中間会計期間 

（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

※３ 特別利益の主要な内容は、次のとおりであります。 

 

車両運搬具売却益 4,598千円 

 

※４ 特別損失の主要な内容は、次のとおりであります。 

 

事務所移転損失 4,726千円 
 

※３ 

 

 

 

※４ 特別損失の主要な内容は、次のとおりであります。 

 固定資産除却損 

建物 1,921千円

工具器具備品 11 

その他 477 

  計 2,410 
 

 
（リース取引関係） 

EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。 

 
（有価証券関係） 
 当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。 
 

（１株当たり情報） 
中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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（重要な後発事象） 
当中間会計期間 

（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

１ 当社は、平成18年１月４日付けで、株式会社ティ

ー･バイ･エスインターナショナルの新株式を引き受

け、同社を子会社化いたしました。 

 

(1)子会社化の理由 

当社グループは、アセットマネジメント事業及び

賃貸管理事業を営む同社を子会社とすることによ

り、営業手法をより多様化し、営業力の向上を図り、

事業基盤の構築を行うものであります。 

 

(2)株式の取得内容 

 取得株式数：800株 

 （議決権の数800個） 

 取得価額：40,000,000円 

 払込日：平成18年１月４日 

 

(3)子会社化後の概要 

① 商号 

株式会社ティー･バイ・エスインターナショナル 

② 代表者 

代表取締役社長 臼井貴弘 

③ 本社所在地 

東京都目黒区下目黒１-２-21 

④ 設立年月日 

平成17年11月１日 

⑤ 主な事業の内容 

アセットマネジメント事業及び賃貸管理事業 

⑥ 決算期 ６月30日 

⑦ 資本の額  50,000,000円 

⑧ 発行済株式総数 1,000株 

 

 

１ 平成17年７月27日付で第1回新株予約権に係る新株

予約権の行使により、株式数等が次のとおり増加いたし

ました。 

   株式数                  200株 

   資本金              12,000千円 

   資本準備金            12,000千円 

  これにより、平成17年10月31日現在の発行済株式の総

数は、8,078株、資本金は631,100千円、資本準備金は

271,200千円となっております。 

 

２ 当社は、平成17年８月25日開催の取締役会決議に基

づき、第２回無担保社債（株式会社東京三菱銀行保証付

適格機関投資家限定）を発行いたしました。 

株式会社エスグラントコーポレーション第２回無担保

社債 

(1)発行総額 500,000千円 

(2)発行価額 額面100円につき金100円 

(3)償還金額 額面100円につき金100円 

(4)払込期日 平成17年９月29日 

(5)償還期限 平成18年３月29日を第１回償還期日とし

て毎年３月29日および９月29日に50,000

千円を償還し、平成22年９月29日に残額

を償還する。 

(6)利率   年0.62％ 

(7)資金使途 販売用不動産の取得並びに運転資金 

(8)担保及び保証 

本社債には物上担保は付されておらず、

また、特に留保されている資産はありま

せん。 

 

３ 当社は、平成17年９月21日開催の取締役会決議に基

づき、第３回無担保社債（株式会社UFJ銀行保証付適格

機関投資家限定）を発行いたしました。 

株式会社エスグラントコーポレーション第３回無担保

社債 

(1)発行総額 390,000千円 

(2)発行価額 額面100円につき金100円 

(3)償還金額 額面100円につき金100円 

(4)払込期日 平成17年９月30日 

(5)償還期限 平成20年９月30日 

(6)利率   年0.57％ 

(7)資金使途 販売用不動産の取得並びに運転資金 

(8)担保及び保証 

本社債には物上担保は付されておらず、

また、特に留保されている資産はありま

せん。 

 

 


