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１．平成17年12月期の業績（平成17年１月１日～平成17年12月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月期 35,178 62.9 3,442 79.6 2,932 74.5

16年12月期 21,600 24.4 1,916 36.2 1,680 31.8

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年12月期 1,759 84.8 9,623 60 9,126 13 22.6 9.8 8.3

16年12月期 952 32.2 11,613 20 10,936 92 27.7 7.6 7.8

（注）①持分法投資損益 17年12月期 －百万円 16年12月期 －百万円

②期中平均株式数 17年12月期 181,618株 16年12月期 79,745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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）配当状況 （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。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

17年12月期 1,450 00 　― 1,450 00 310 15.1 2.9

16年12月期 2,300 00 　― 2,300 00 197 19.8 4.2

(3）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

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月期 35,233 10,852 30.8 50,563 26

16年12月期 24,413 4,699 19.3 54,527 82

（注）①期末発行済株式数 17年12月期 214,385.35株 16年12月期 85,712株

②期末自己株式数 17年12月期 1.35株 16年12月期 －株

(4）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

百万円 百万円 百万円 百万円

17年12月期 2,361 △69 6,879 17,908

16年12月期 △6,493 24 5,389 8,737

２．平成18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期  15,186  431  243 　― 　― 　―

通　期  47,034  4,375  2,472 　― 1,150 00 1,150 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　5,765円75銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。なお、平成17年12月５日の

取締役会において、平成18年１月31日の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の所有者に１

株を２株に株式分割することを決議いたしました。当社が発行する株式の効力発効日については、平成18年２月１日

でありますので１株当たりの年間配当金及び１株当たり予想当期純利益（通期）は、分割株式数428,768株を基に算出

しております。
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１．企業集団の状況
　当社は重要な関係会社がないため、該当事項はありません。

２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は会社設立以来、「人と人」「人と街」「人々の暮らし」－それらの快適な関係の創造を通じて社会に貢献す

ることを経営理念とし、「東北の街の景観を変える」ことを経営目標に、分譲マンション事業及び不動産流動化事業

の企画・販売に特化した事業展開を行い、発展してまいりました。

　全社的経営戦略の特徴といたしましては、多様化するニーズを的確に捉えた商品企画と積極的な提案型営業を、常

に顧客の立場に立った視点で行い、顧客満足を徹底的に追求することであります。

　東京証券取引所第二部上場企業として、今後より一層の社会的使命・責任を果たし、併せて不動産業界の発展に寄

与・貢献するべく、企業努力を行ってまいる所存であります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　利益の配分につきましては、配当性向の維持向上及び安定的な利益還元に努めることを基本方針とし、収益状況に

対応して財務体質の強化並びに業容拡大に備えるため、内部留保の充実も勘案しながら決定しております。

　平成17年12月期につきましては、決算の状況を勘案し、普通配当を増配することを定時株主総会におきまして付議

する予定であります。

　今後共、株主様をはじめ投資家の皆様へ、速やかに的確な会社情報を開示することの重要性を認識するとともに、

利益配当金等を含め、株主様への還元策を考慮していく所存であります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式の流動性を高めることを目的として、平成16年10月19日開催の取締役会において、平成17年１月14日

付をもって普通株式１株を２株に分割すること、及び平成17年11月14日並びに平成17年12月5日開催の取締役会におい

て、平成18年２月１日付をもって普通株式１株を２株に分割することを決議しております。今後も、投資単位が上昇

し、株式の流動性が低下する可能性が生じた場合には、株式分割等の方策を積極的に検討する所存であります。

(4）目標とする経営指標

　当社は、株主様への安定的な利益還元に努めるためにも、売上高経常利益率について9％以上を目標に販売費及び一

般管理費の削減等に努力していく所存であります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　経営の基本方針を継続して具現化するため、営業体制の強化、管理体制の強化及びマーケティング能力の向上を図

り、下記目標の達成に向け全力で取り組んでまいります。

①　東北地区マンション供給戸数第１位の地位確立。

②　賃貸マンションの一棟販売及び自社保有を柱としたＳＵＮＲＩＳＥ事業・不動産流動化事業の確立。

③　都市開発事業（中心市街地の開発、商業施設の誘致）の展開。

④　不動産再生事業（当社独自のデューデリジェンスに基づき中古マンション、オフィスビルのバリューアップを

図り当社が保有もしくは売却）の展開。

⑤　財務体質及び組織体制の強化。

⑥　新市場の開拓型営業（潜在需要の掘り起こし）、営業推進機能の強化。
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(6）会社の対処すべき課題

国内経済は、企業マインドに改善の動きが見られ、景気も緩やかな回復傾向が見え始めてきました。不動産業界を

取り巻く環境につきましても首都圏を中心に地価が上昇に転じるなど一部では回復傾向にありますが、当社が主力と

している東北地方では依然として地価は安定傾向にあります。　

当社は平成16年12月期より総合不動産業への脱皮を目指し、賃貸マンションの一棟販売及び商業施設開発等を柱と

した不動産流動化事業を展開し、増収増益の達成及び安定した経営基盤の確保に努めてまいります。不動産流動化事

業はバブル崩壊後の平成不況、デフレ不況に伴う地価下落、政府の低金利政策継続による資金調達コストの低下を背

景に、好利回りの賃貸マンションや商業施設などを開発し、長期安定的収益を望む投資家に販売して売上・利益の増

大に結びつけるとともに自社でも保有し、当社の収益源として確立していくことを目的といたしております。加えて

当社が賃貸管理を行うことにより、将来の分譲マンション事業の見込み客確保につなげ、従来事業とのシナジー効果

を得てまいりたいと考えております。

さらには平成18年4月を目処に、不動産流動化事業の一環として不動産ファンドを組成し、同事業の基盤強化、不

動産開発事業全般の更なる拡大並びに効率化を図ってまいりたいと考えております。

(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

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

上場企業である当社は、業績の向上を図ることはもちろん、経営の透明性、健全性、迅速な意思決定、経営の執行

及び監督体制を維持・充実することによる企業価値の向上を経営上の重要課題の一つとして考えております。その実

現のために、株主、取引先、地域社会、社員等の各ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、現在の株主総

会、取締役会、監査役会等の制度の強化・改善しながらコーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えてお

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

・取締役会は10名の社内取締役で構成されており、月１回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取

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、業務執行の状況を逐次監

督しております。なお、現状では取締役会は適正かつ円滑に運営されており、取締役の人数は適切であると考え

ております。また、社外取締役は特に選任しておりませんが、社外監査役を３名選任しております。監査役は取

締役会へ常時出席して意見陳述し、また取締役からの意見聴取、重要な会議への出席並びに重要書類の閲覧など

を通して取締役による意思決定と業務執行に関するチェックを強化しております。

　なお、当社は平成17年12月期より商法特例法上の大会社となりましたので、監査役の増員をしております。

・中央青山監査法人と法令に基づく監査契約を締結し、公正不偏な立場から監査が実施されております。

・顧問弁護士には、業務執行上の必要に応じ、適宜アドバイスを受けております。

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

当社は社外監査役を３名選任しておりますが、同人と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の

利害関係はございません。

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

  コーポレート・ガバナンスの更なる充実・強化を図り、より一層の業務の効率化を行うべく、平成18年2月1日

より５本部１支社体制といたしました。今後とも、より統一的・効率的な業務の遂行を実現し、コーポレート・

ガバナンスの充実を図ってまいる所存であります。

④役員報酬の内容

取締役の年間報酬額　　　　　　　　186,840千円　　　　（うち社外取締役　　　　－千円）

監査役の年間報酬額    　　　　　　　9,000千円　　　　（うち社外監査役　 　9,000千円）

なお、年間報酬額には役員賞与は含まれておりません。

⑤監査報酬の内容（監査契約に基づく監査証明に係る報酬とそれ以外の報酬に区分した内容）

監査契約に基づく監査証明に係る報酬額　　　　21,000千円

上記以外の報酬の金額　　　　　　　　　　　　 1,500千円

 

(8）関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針

　該当事項はありません。

(9）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

  当事業年度におきましては、原油高の進行や世界の資源・エネルギー価格の商品指標が高騰し原料等は値上がりし

ておりますが、国内の消費者物価指数は依然として落ち着いた動きをしております。また、円高の進行といった懸念

材料が生じておりますが、比較的落ち着いた動きを見せ始めており、いずれも経済全体に決定的影響を及ぼすには至っ

ておりません。 

   企業業績につきましては、大企業製造業を中心に全体的には企業マインドは回復傾向が持続しており、12月調査日

銀短観では大企業業況判断ＤＩが21ポイントと安定した推移となっています。また、雇用環境につきましては12月ま

での就業者数（季節調整値）は8ヶ月連続増加し、完全失業率も低下傾向にあります。

当不動産業界におきましては、国土交通省のまとめによると2005年の新設住宅着工戸数、面積ともに前年を上回りま

した。その内マンションは22万9,395戸で前年比12.4％増となりました。

一方で、11月には一部の建築士による「構造計算書」の偽造事件が報道され、現在でも大きな社会問題となっており

ます。  

  このような状況下において、当社は「構造計算書」の偽造事件の影響もなく、またマンション建設に適した用地の

仕入が安定的に出来、さらに好立地の物件をより低価格でご提供することが出来たため、販売戸数1,108戸（前期比

12.9％増）となりました。また、不動産流動化事業が当初計画2,650百万円に対し10,907百万円の売上高を達成するこ

とが出来、当事業年度から大きく収益に貢献しました。この結果、売上高35,178百万円（前期比62.9％増）、営業利

益3,442百万円（前期比79.6％増）、経常利益2,932百万円（前期比74.5％増）、当期純利益1,759百万円（前期比

84.8％増）と大幅な増収増益となり、おかげ様で会社設立以来14年連続の増収増益を達成することが出来ました。

(2）財政状況

キャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、たな卸資産の増加による支出や社債の発

行による収入等により、前事業年度末に比べ9,171百万円増加し、当事業年度末には17,908百万円となりました。

　当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況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）

　当事業年度における営業活動の結果得られた資金は2,361百万円（前年同期は6,493百万円の使用）となりました。

　これは主に、税引前当期純利益2,976百万円を計上したこと、法人税等の支払額802百万円の支出によるものであ

ります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における投資活動の結果使用した資金は69百万円（前年同期は24百万の獲得）となりました。

　これは主に、有形固定資産の取得による支出17百万円、その他の投資による支出39百万円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）

　当事業年度における財務活動の結果得られた資金は6,879百万円（前年同期比127.6％増）となりました。

　これは主に、社債の発行による収入4,467百万円、短期借入金の純減額1,473百万円及び長期借入れによる収入

16,413百万円、長期借入金の返済による支出12,458百万円によるものであります。
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　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成15年12月期 平成16年12月期 平成17年12月期

株主資本比率（％） 10.9 19.3 30.8

時価ベースの株主資本比率

（％）
23.8 57.6 149.1

債務償還年数（年） 2.0 － 5.2

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
19.8 － 7.5

（注）１．各指標の内容 

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

＊有利子負債は、貸借対照表上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。

＊営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書の計上されている「営業活動による 

キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

２．当社は、平成17年１月14日をもって、１株につき２株の割合で株式分割を行っており、平成16年12月末 

時点の株価は権利落ち後の株価になっております。したがって、平成16年12月期末の時価ベースの株主

資本比率の算定の基礎となる株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数×分割割合により算出

しております。

３．営業キャッシュ・フローは、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・フロー計算書の支払額を使用しておりま

す。なお、平成16年12月期の営業キャッシュ・フローはマイナスであるために債務償還年数及びインタ  

レスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

 

財政状態の分析

　①財政状態の分析

当事業年度末における財政状態は、総資産35,233百万円（前年同期比44.3％増）、純資産10,852百万円（同

130.9％増）となりました。純資産の増加は、主に社債の発行によるもので自己資本比率は30.8％となっております。

　（流動資産）

当事業年度末における流動資産の残高は34,674百万円となり、前事業年度末に比べ10,701百万円増加しております。

これは、主に不動産販売事業の物件売却に伴う収入及び社債発行による収入により現金及び預金の増加（前年同期

比9,171百万円増）であります。

　（固定資産）

当事業年度末における固定資産の残高は559百万円となり、前事業年度末に比べ117百万円増加しております。これ

は、主に投資有価証券の取得によるものです。

　（流動負債）

当事業年度末における流動負債の残高は16,449百万円となり、前事業年度末に比べ1,418百万円増加しております。

これは、主に事業規模拡大及び不動産流動化事業開始に伴う工事未払金の増加（前年同期比1,358百万円増）による

ものです。

　（固定負債）

当事業年度末における固定負債の残高は7,932百万円となり、前事業年度末に比べ3,249百万円増加しております。

これは、主に事業規模拡大及び不動産流動化事業開始に伴う長期借入金の増加（前年同期比3,159百万円増）による

ものです。
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　②経営成績の分析

当事業年度末における経営成績は、売上高35,178百万円（前年同期比62.9％増）、営業利益3,442百万円（同

79.6％増）、経常利益2,932百万円（同74.5％増）、当期純利益1,759（同84.8％増）となり、過去最高の業績を達成

することが出来ました。

　（売上高）

当事業年度末における売上高は35,178百万円となり、前年同期に比べ13,578百万円増加しました。これは、不動産

流動化事業による売上高が新たに増えたことや、分譲マンション事業における販売戸数が127戸増加（前年同期比

12.9％増）等によることが増加要因であります。

　（営業利益）

当事業年度末における営業利益は3,442百万円となり、前年同期に比べ1,525円増加しました。この主な要因は、人

員増加や販売物件増加に伴う広告費増加、販売に係る手数料等により販売費及び一般管理費が761百万円増加したも

のの、売上高の増加による収益が寄与したものであります。

　（経常利益）

当事業年度末における経常利益は2,932百万円となり、前年同期に比べ1,251百万円増加しました。この主な要因は、

賃貸収入等により営業外収益が158百万円増加、支払利息の増加、支払手数料の発生により営業外費用が433百万円増

加したものの、営業利益が1,525百万円増加したことにあります。

　（当期純利益）

当事業年度末における当期純利益は1,759百万円となり、前年同期に比べ807百万円増加しました。この主な要因は、

経常利益が1,251百万円増加したこと及びそれに伴い、法人税、住民税及び事業税が487百万円増加したことにありま

す。

 

(3）次期の見通し

　当不動産業界におきましては、景気の緩やかな回復傾向を背景に、住宅着工件数が増加しているものの、「構造計

算書」の偽造事件が消費者の購買意欲に与える影響は不透明であり、先行きは決して楽観視出来ない状況にあるもの

と認識しております。

　このような事業環境認識の下、当社は地方都市をターゲットに地域密着型の営業手法により潜在的需要の掘り起こ

しを行いながら積極的に事業展開をしております。

　平成16年12月期より総合不動産業への脱皮を目指し、不動産流動化事業を積極的に展開しております。賃貸マンショ

ンの一棟販売及び商業施設開発等を柱とした同事業を確立することにより更なる安定した経営基盤の確保に努めてま

いります。

　さらに同事業の一環として、平成18年4月を目処に新たに不動産ファンド「（仮称）サンシティみちのくファンド」

組成に着手いたしました。

　平成18年12月期の業績見通しにつきましては、売上高47,034百万円（前期比33.7％増）、経常利益4,375百万円（前

期比49.2％増）、当期純利益2,472百万円（前期比40.5％増）を見込んでおります。

 

(4）事業等のリスク

　①売上の計上時期による業績変動について

当社の主たる事業であります不動産販売事業では、購入者との売買契約成立後、建物が竣工し、購入者へ引渡した

時点で売上を計上しているため、その引渡時期により同一年度内において売上高及び利益に偏りが生ずる場合があり

ます。最近２事業年度におきましては、引渡しが下半期に行われた割合が高く売上高及び利益が下期に偏重しており

ます。

また、マンション等の工事の遅延等により竣工、引渡時期の変動や購入者の都合等により引渡しが遅延した場合に

は、売上計上時期が事業年度間において変動する可能性があります。 

なお、将来的には引渡時期の平準化を目的とした仕入及び販売体制を構築していくことを目標にしているため、上

半期及び下半期の経営成績の偏重がなくなる可能性もあります。

 

　②有利子負債への依存について

当社は不動産販売事業を中心に積極的に事業の拡大をしており、事業用地の仕入資金は主に金融機関からの借入に

より調達していることから、平成17年12月期末における借入金残高は12,334,198千円、負債及び資本の合計に対する

借入金の割合は35.0％となっております。 

これらの金融機関との取引関係は安定しておりますが、経済・金融情勢の変化により、急激な地価の変動や金利の

変動等が生じた場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

－ 6 －



　③法的規制について

当社は宅地建物取引業者として宅地建物取引業法第三条に基づく宅地建物取引業者免許証 （免許証番号　国土交

通大臣（3）第５３８１号　有効期間：平成15年９月14日から平成20年９月13日まで）の交付を受け、不動産販売を

主に業務を行っております。加えて、業務を進めるにあたり、国土利用計画法、建築基準法、借地借家法、建物の区

分所有等に関する法律等の法的規制を受けております。

また、監督官庁を国土交通大臣及び都道府県知事とする土地区画整理法・宅地造成等規制法・消防法・住宅品質確

保促進法・その他の関連条例等の規制を受けております。 

さらに、不動産流動化事業における商業施設の企画・開発にあたっては、監督官庁を都道府県知事（政令指定都市

での開発は、該当する政令指定都市）とする大規模小売店舗立地法の規制を受けております。 

当社の主要な事業活動の継続には前述のとおり宅地建物取引業者免許が必要ですが、現時点において、当社は宅地

建物取引業法第五条及び第六十六条に定められる免許の取消または更新欠格の事由に該当する事実はないと認識して

おります。しかしながら、将来、何らかの理由により免許の取消等があった場合には、当社の主要な事業活動に支障

をきたすとともに業績に重大な影響を与える可能性があります。 

 

　④事業用地の仕入れについて

当社は、個人・法人・地方公共団体等より事業用地を取得しており、仕入に際しては十分な事前調査を行う方針で

あり、汚染が確認された場合、専門業者による洗浄等の措置を講じることとしておりますが、契約時までに認識しな

かった瑕疵が工事の着工後等に明らかになる可能性があります。このような瑕疵につきましては、契約上、売主責任

を明示しておりますが、瑕疵の内容等によって売主責任を問えない場合には、後期の遅れや工事の追加費用、解約違

約金、裁判費用等が生じ当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
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４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

第13期
（平成16年12月31日）

第14期
（平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 8,747,050 17,918,733  

２．売掛金 3,006,859 2,328,564  

３．販売用不動産 ※１ 3,556,405 4,113,843  

４．仕掛販売用不動産 ※１ 8,172,286 9,744,553  

５．貯蔵品 1,516 4,197  

６．前渡金 82,086 112,019  

７．前払費用 258,954 243,975  

８．繰延税金資産 83,326 159,269  

９．その他 103,506 125,895  

貸倒引当金 △39,240 △76,329  

流動資産合計 23,972,751 98.2 34,674,721 98.4 10,701,969

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物 47,315 54,503  

減価償却累計額 7,631 39,683 9,328 45,175  

２．構築物 4,000 4,282  

減価償却累計額 436 3,564 844 3,437  

３．器具備品 13,346 20,776  

減価償却累計額 7,273 6,072 10,176 10,599  

４．土地 13,900 13,900  

有形固定資産合計 63,220 0.3 73,112 0.2 9,891

(2）無形固定資産  

１．電話加入権 9,216 9,432  

２．商標権 825 1,346  

無形固定資産合計 10,041 0.0 10,778 0.0 736
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第13期
（平成16年12月31日）

第14期
（平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

(3）投資その他の資産  

１．投資有価証券 ※１ 55,592 115,900  

２．出資金 20 1,000  

３．長期貸付金 55,487 51,908  

４．長期前払費用 7,917 18,363  

５．繰延税金資産 70,896 76,039  

６．その他 207,540 243,556  

貸倒引当金 △29,624 △31,572  

投資その他の資産合計 367,829 1.5 475,195 1.4 107,365

固定資産合計 441,091 1.8 559,085 1.6 117,993

資産合計 24,413,843 100.0 35,233,806 100.0 10,819,963

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 7,471,009 7,240,775  

２．工事未払金 874,721 2,233,618  

３．短期借入金 ※１ 2,182,200 709,000  

４．１年内返済予定長期借
入金

※１ 3,220,020 4,015,949  

５．未払金 228,073 434,080  

６．未払費用 86,742 92,162  

７．未払法人税等 721,657 1,211,020  

８．未払消費税等 69,896 102,018  

９．前受金 43,297 85,322  

10．預り金 107,526 300,806  

11．前受収益 9,265 8,351  

12．賞与引当金 16,060 16,060  

流動負債合計 15,030,471 61.5 16,449,166 46.7 1,418,694
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第13期
（平成16年12月31日）

第14期
（平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ※１ 4,449,679 7,609,249  

２．役員退職慰労引当金 163,780 172,380  

３．その他 69,923 150,907  

固定負債合計 4,683,382 19.2 7,932,537 22.5 3,249,154

負債合計 19,713,854 80.7 24,381,703 69.2 4,667,848

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 1,191,124 4.9 3,503,312 9.9 2,312,188

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 1,073,226 3,385,414  

資本剰余金合計 1,073,226 4.4 3,385,414 9.6 2,312,188

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 16,000 16,000 －

２．任意積立金  

(1）別途積立金 800,000 1,500,000 700,000

３．当期未処分利益 1,611,057 2,447,587 836,530

利益剰余金合計 2,427,057 10.0 3,963,587 11.3 1,536,530

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

8,581 0.0 － － △8,581

Ⅴ　自己株式 － － △210 0.0 △210

資本合計 4,699,988 19.3 10,852,103 30.8 6,152,115

負債資本合計 24,413,843 100.0 35,233,806 100.0 10,819,963
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(2）損益計算書

第13期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高  

１．不動産売上高 21,276,987 34,885,122  

２．その他事業収入 323,103 21,600,090 100.0 293,312 35,178,434 100.0 13,578,343

Ⅱ　売上原価  

１．不動産売上原価 16,520,254 27,819,568  

２．その他事業原価 224,587 16,744,841 77.5 216,453 28,036,022 79.7 11,291,180

売上総利益 4,855,248 22.5 7,142,412 20.3 2,287,163

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 2,938,356 13.6 3,699,612 10.5 761,255

営業利益 1,916,892 8.9 3,442,800 9.8 1,525,907

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 1,628 1,230  

２．受取手数料 4,611 －  

３．解約違約金収入 13,397 39,082  

４．賃貸収入 13,125 143,206  

５．その他 5,183 37,945 0.2 13,225 196,743 0.5 158,798

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 181,077 314,139  

２．貸倒引当金繰入額 15,000 －  

３．上場費用 30,622 －  

４．新株発行費 36,565 －  

５．支払手数料 － 301,889  

６．賃貸原価 5,638 46,311  

７．その他 4,942 273,846 1.3 44,642 706,982 2.0 433,135

経常利益 1,680,991 7.8 2,932,561 8.3 1,251,570
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第13期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益  

１．投資有価証券売却益  － － － 46,597 46,597 0.2 46,597

Ⅵ　特別損失  

１．固定資産除却損 ※２ － － － 2,867 2,867 0.0 2,867

税引前当期純利益 1,680,991 7.8 2,976,291 8.5 1,295,300

法人税、住民税及び
事業税

750,087 1,291,592  

法人税等調整額 △21,490 728,596 3.4 △75,268 1,216,323 3.5 487,727

当期純利益 952,394 4.4 1,759,967 5.0 807,572

前期繰越利益 658,662 687,619 28,957

当期未処分利益 1,611,057 2,447,587 836,530
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不動産売上原価明細書

第13期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　土地原価 3,444,315 20.9 3,042,888 10.9  

Ⅱ　外注費 10,777,207 65.2 14,191,164 51.0  

Ⅲ　経費 760,092 4.6 1,019,129 3.7  

Ⅳ　購入販売用不動産 1,538,639 9.3 751,690 2.7  

Ⅴ　１棟販売土地原価 － － 3,545,881 12.8  

Ⅵ　１棟販売外注費 － － 4,313,675 15.5  

Ⅶ　１棟販売経費 － － 509,795 1.8  

Ⅷ　１棟販売購入用不動産 － － 445,341 1.6  

不動産売上原価 16,520,254 100.0 27,819,568 100.0 11,299,314

 

　（注）１．原価計算の方法は個別原価計算によっております。

　　　　２．購入販売用不動産及び１棟販売購入用不動産は、一括仕入による不動産の販売原価であります。

その他事業原価明細書

第13期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　家賃収入原価 186,189 82.9 185,114 85.5  

Ⅱ　その他原価 38,397 17.1 31,338 14.5  

その他事業原価 224,587 100.0 216,453 100.0 △8,134
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(3）キャッシュ・フロー計算書

第13期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税引前当期純利益 1,680,991 2,976,291  

減価償却費 5,767 6,790  

貸倒引当金の増加額 17,980 39,037  

賞与引当金の増加額 3,563 －  

役員退職慰労引当金の
増加額

19,190 8,600  

受取利息及び受取配当
金

△2,086 △1,856  

支払利息 181,077 314,139  

新株発行費 36,565 －  

社債発行費 － 32,164  

固定資産除却損 － 2,867  

投資有価証券売却益 － △46,597  

売上債権の減少額
（△増加額）

△959,831 678,295  

たな卸資産の増加額 △4,476,776 △2,132,386  

前渡金の減少額
（△増加額）

△61,219 △29,933  

仕入債務の増加額
（△減少額）

△2,145,186 1,128,663  

前受金の増加額
（△減少額）

△36,133 42,025  

その他の資産の減少額
（△増加額）

△13,044 △14,467  

その他の負債の増加額
（△減少額）

74,518 500,895  

役員賞与の支払額 △25,100 △26,300  

小計 △5,699,723 3,478,229 9,177,953

利息及び配当金の受取
額

2,048 1,828  

利息の支払額 △182,016 △315,854  

法人税等の支払額 △614,228 △802,229  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△6,493,920 2,361,974 8,855,894
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第13期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

定期預金の預入による
支出

△10,000 △10,000  

定期預金の払戻による
収入

10,000 10,000  

有形固定資産の取得に
よる支出

△8,263 △17,327  

無形固定資産の取得に
よる支出

△536 △879  

無形固定資産の売却に
よる収入

－ 9  

投資有価証券の取得に
よる支出

△30,000 △115,900  

投資有価証券の売却に
よる収入

50,033 87,792  

貸付による支出 － △4,390  

貸付金の回収による収
入

1,356 6,381  

その他投資の取得によ
る支出

△8,230 △39,742  

その他投資の回収によ
る収入

20,222 14,648  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

24,581 △69,408 △93,989
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第13期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の純増減額 1,112,200 △1,473,200  

長期借入れによる収入 7,216,700 16,413,600  

長期借入金の返済によ
る支出

△4,493,000 △12,458,101  

社債の発行による収入 － 4,467,625  

株式の発行による収入 1,698,274 124,377  

配当金の支払額 △144,530 △195,184  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

5,389,643 6,879,116 1,489,473

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額

△1,079,694 9,171,682 10,251,377

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

9,816,745 8,737,050 △1,079,694

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 8,737,050 17,908,733 9,171,682
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(4）利益処分案

第13期
株主総会承認日

（平成17年３月29日）

第14期
株主総会承認予定日
（平成18年３月29日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 1,611,057 2,447,587 836,530

Ⅱ　利益処分額  

１．配当金 197,137 310,856  

２．取締役賞与金 25,100 11,500  

３．監査役賞与金 1,200 650  

４．任意積立金  

別途積立金 700,000 923,437 1,400,000 1,723,006 799,569

Ⅲ　次期繰越利益 687,619 724,580 36,960
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重要な会計方針

項　　目
第13期

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

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）

を採用しております。

その他有価証券

　時価のあるもの

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

(1)デリバティブ

時価法を採用しております。

(1)デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(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を採用しておりま

す。

(1)販売用不動産及び仕掛販売用不動産

同左

(2)貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

(2)貯蔵品

同左

４．固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産

定率法によっております。

但し、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。

(1)有形固定資産

同左

(2)無形固定資産

定額法によっております。

(2)無形固定資産

同左

(3)長期前払費用

定額法によっております。

(3)長期前払費用

同左

５．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)　　　　───────

(1)新株発行費

同左

(2)社債発行費

支出時に全額費用処理しております。
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項　　目
第13期

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

６．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため一

般債権については貸倒実績率により貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1)貸倒引当金

同左

(2)賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち、当期の負担

に属する部分を計上しております。

(2)賞与引当金

同左

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における簡便法（期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法）による退

職給付債務及び年金資産の額に基づき計

上しております。

なお、当期末においては、年金資産が

退職給付債務を5,957千円上回ったため、

長期前払費用に含めて計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における簡便法（期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法）による退

職給付債務及び年金資産の額に基づき計

上しております。

なお、当期末においては、年金資産が

退職給付債務を17,190千円上回ったため、

長期前払費用に含めて計上しております。

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、

当社内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。

(4)役員退職慰労引当金

同左

７．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
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項　　目
第13期

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

８．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。

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ取引

ヘッジ対象：借入金利息

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3)ヘッジ方針

将来の借入金の金利上昇リスクに対し、

借入額の範囲内で金利スワップ取引によ

りヘッジを行う方針であります。

(3)ヘッジ方針

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動

の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動の累計を比較し、両者の変動額

等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価し

ております。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

９．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　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

10．その他財務諸表作成のた

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。

(1)消費税等の会計処理

同左

表示方法の変更

第13期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

（損益計算書） （損益計算書）

１．前期まで、当社の不動産販売の主な内容は、自社ブラ

ンドマンションの分譲であったため、「自社分譲売上

高」「自社分譲売上原価」として表示していましたが、

今後、自社ブランドマンション分譲以外の不動産販売が

増加する見込みのため、当期よりそれぞれ「不動産売上

高」「不動産売上原価」と表示することとしました。

１．前期まで、区分掲記しておりました「受取手数料」

（当期6,008千円）は、営業外収益の総額の100分の10以

下のため、営業外収益の「その他」に含めて表示するこ

とにしました。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第13期
（平成16年12月31日現在）

第14期
（平成17年12月31日現在）

※１．担保資産及び担保付債務 ※１．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。 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 194,444千円

仕掛販売用不動産

投資有価証券

1,783,158

55,592

計 2,033,194

販売用不動産    1,116,729千円

仕掛販売用不動産

 

5,500,335

 

計 6,617,064

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 306,000千円

１年内返済予定長期借入金 253,020

長期借入金 2,000,679

計 2,559,700

短期借入金    280,000千円

１年内返済予定長期借入金 597,949

長期借入金 6,179,249

計 7,057,198

　なお、上記の他に短期借入金1,820,000 千円、１年内返

済予定長期借入金2,897,000千円、長期借入金2,379,000千

円に対して、販売用不動産374,173千円及び仕掛販売用不

動産5,325,497千円を登記留保として提供しております。

　なお、上記の他に短期借入金333,000千円、１年内返済

予定長期借入金 3,348,000千円、長期借入金 1,430,000千

円に対して、仕掛販売用不動産 3,863,042千円を登記留保

として提供しております。

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 310,848株

発行済株式総数 普通株式 85,712株

授権株式数 普通株式    621,696株

発行済株式総数 普通株式 214,385.35株

　３．配当制限

　商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付し

たことにより増加した純資産額は、8,581千円であります。

  ３．    　 　　──────────
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（損益計算書関係）

第13期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は60.60％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は39.40％

であります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は57.4％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は42.6％であ

ります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 191,960千円

給料手当 736,758

賞与 93,322

賞与引当金繰入額 13,254

退職給付費用 38,025

役員退職慰労引当金繰入額 19,190

法定福利費 91,567

広告宣伝費 802,756

販売促進費 188,540

減価償却費 5,154

貸倒引当金繰入額 2,980

役員報酬  195,840千円

給料手当 803,775

賞与 107,793

賞与引当金繰入額 12,617

役員退職慰労引当金繰入額 14,100

法定福利費 100,593

広告宣伝費 1,126,397

支払手数料 253,247

販売促進費 190,904

減価償却費 6,145

貸倒引当金繰入額 40,624

※２．　　 　　────────── ※２．固定資産除却損は、建物2,678千円、器具備品189千

円であります。　　 　

（キャッシュ・フロー計算書関係）

第13期
（自　平成16年１月１日

至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 8,747,050千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△10,000

現金及び現金同等物 8,737,050

２．　　 　　──────────

現金及び預金勘定     17,918,733千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△10,000

現金及び現金同等物 17,908,733

２．新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債）

に付された新株予約権の行使の内容

新株予約権の行使による資本金

増加額
    2,249,999千円

新株予約権の行使による資本準

備金増加額
    2,249,999千円

新株予約権の行使による新株予

約権付社債減少額
    4,499,998千円
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①　リース取引

第13期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12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

(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）

期末残高相
当額
（千円）

車両運搬具 12,542 8,488 4,053

器具備品 31,207 9,184 22,023

合計 43,750 17,673 26,077

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）

車両運搬具 16,899 11,142 5,756

器具備品 34,707 15,940 18,766

合計 51,606 27,083 24,523

(２)未経過リース料期末残高相当額 (２)未経過リース料期末残高相当額

１年内 8,908千円

１年超 18,253千円

合計 27,162千円

１年内 8,567千円

１年超 16,812千円

合計      25,379千円

(３)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (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 9,406千円

減価償却費相当額 8,129千円

支払利息相当額 1,072千円

支払リース料      10,657千円

減価償却費相当額      9,410千円

支払利息相当額      1,017千円

(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

(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との差

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

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年内 3,945千円

１年超 11,290千円

合計 15,236千円

１年内      3,582千円

１年超       7,039千円

合計       10,621千円
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

第13期（平成16年12月31日現在） 第14期（平成17年12月31日現在）

取得原価
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの

(1)株式 41,194 55,592 14,397 － － －

(2)債券 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

合計 41,194 55,592 14,397 － － －

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種　類
第13期（平成16年12月31日現在） 第14期（平成17年12月31日現在）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式

非上場債券

その他

 

－

－

－

 

11,400

100,000

4,500

（注）１．その他有価証券で時価のある株式等の減損処理にあたっては、当該期末日の時価が取得原価の70％以下の銘

柄についてその適用対象としております。ただし、当該期末日の時価が取得原価の70％以下、50％超の銘柄に

ついては、過去１年間を通じて時価が取得原価の70％以下である場合に減損処理を行うこととしております。
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

第13期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(1）取引の内容

金利スワップ取引

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

デリバティブ取引は、借入金利の将来の上昇リスクを

回避する目的で利用しております。

(3）取引の利用目的

同左

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段：金利スワップ取引

　ヘッジ対象：借入金利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　将来の借入金の金利上昇リスクに対し、借入額

の範囲内で金利スワップ取引によりヘッジを行う

方針であります。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比

較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効

性を評価しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　当社が利用している金利スワップ取引は、変動金利を

固定金利に交換するものであるため、将来の市場金利変

動リスクはほとんどないと判断しております。

　なお、デリバティブ取引の契約先は信用度の高い国内

の銀行であるため、相手方の契約不履行によるリスクは

ほとんどないと認識しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の実行及び管理は、取引権限及び取

引限度額等を定めた「デリバティブ取引管理規程」に従

い、管理統括本部長の決裁により実行しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の実行及び管理は、取引権限及び取

引限度額等を定めた「デリバティブ取引管理規程」に従

い、管理本部長の決裁により実行しております。
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２．取引の時価等に関する事項

第13期（平成16年12月31日現在）

当社は金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので記載を省略しております。

第14期（平成17年12月31日現在）

当社は金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので記載を省略しております。

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度と厚生年金基金制度を併用しております。

　なお、厚生年金基金制度は、全国住宅地開発厚生年金基金に加入しております。

２．退職給付債務及びその内訳

第13期

（平成16年12月31日現在）

第14期

（平成17年12月31日現在）

(1)退職給付債務（千円） △32,807 △36,609

(2)年金資産（千円） 38,764 53,799

(3)未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円） 5,957 17,190

(4)前払年金費用（千円） 5,957 17,190

(5)退職給付引当金（千円） － －

　（注）１．当社は退職給付債務算定にあたり、簡便法を採用しております。

２．当社は総合設立型の厚生年金基金に加入しており、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算でき

ないため、当該厚生年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理しております。

　なお、掛金拠出割合により計算した年金資産の額は次のとおりであります。

第13期　560,861千円、第14期　786,724千円

３．退職給付費用の内訳

第13期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

退職給付費用（千円） 44,421 46,086

(1)勤務費用（千円） 44,421 46,086
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⑤　税効果会計

第13期
（平成16年12月31日現在）

第14期
（平成17年12月31日現在）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）

未払事業税損金不算入 59,799千円

賞与引当金繰入限度超過額 6,488

役員退職慰労引当金損金不算

入額
66,167

貸倒引当金繰入限度超過額 28,404

その他 1,587

繰延税金資産計 162,446

（繰延税金負債）

前払年金費用 2,406

その他有価証券評価差額金 5,816

繰延税金負債計 8,223

繰延税金資産の純額 154,222

（繰延税金資産）

未払事業税損金不算入   90,598千円

賞与引当金繰入限度超過額 6,488

役員退職慰労引当金損金不算

入額
69,641

貸倒引当金繰入限度超過額 43,092

その他 32,433

繰延税金資産計 242,253

（繰延税金負債）

前払年金費用 6,944

その他有価証券評価差額金 －

繰延税金負債計 6,944

繰延税金資産の純額 235,308

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め、記載を省略しております。

同左

⑥　持分法損益等

第13期
（自　平成16年１月１日

至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

第13期（自平成16年１月１日　至平成16年12月31日）

該当事項はありません。

第14期（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

第13期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額 54,527円82銭

１株当たり当期純利益金額 11,613円20銭

潜在株式調整後１株当たり　　　　　

当期純利益金額
10,936円92銭

１株当たり純資産額 50,563円26銭

１株当たり当期純利益金額  9,623円60銭

潜在株式調整後１株当たり　　　　　

当期純利益金額
 9,126円13銭

　当社は平成16年８月16日付をもって、１株を４株に分割

しております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前期における１株当たり情報については、次のと

おりであります。

１株当たり純資産額 27,686円22銭

１株当たり当期純利益金額 9,134円99銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
8,829円16銭

　当社は平成17年１月14日付をもって、１株を２株に分割

しております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前期における１株当たり情報については、次のと

おりであります。

１株当たり純資産額 27,263円91銭

１株当たり当期純利益金額  5,806円60銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
 5,501円56銭

１．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりで

あります。

第13期
(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

第14期
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 952,394 1,759,967

普通株主に帰属しない金額（千円） 26,300 12,150

（うち利益処分による役員賞与金） （　　26,300） （　　12,150）

普通株式に係る当期純利益（千円） 926,094 1,747,817

期中平均株式数（株） 79,745 181,618

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 4,931 9,900

（うち新株予約権） （ 　　4,931） （　6,464）

（うち新株予約権付社債） － （　3,436）
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（重要な後発事象）

第13期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．　平成16年10月19日開催の取締役会において、次　　

のとおり株式の分割（無償交付）を決議いたしま　　

した。

　①分割の方法

　　平成16年11月30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分割により増加する株式の種類、数

　　　　普通株式　　　　　85,712株

　③分割日

　　　　平成17年１月14日

　④配当起算日

　　　　平成17年１月１日

　　なお、増加する資本の額等はありません。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

当事業年度及び前事業年度における１株当たりの情報

については、以下のとおりとなっております。

　　当事業年度

１株当たり純資産額 27,263円91銭

１株当たり当期純利益金額 5,806円60銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
5,501円56銭

　　前事業年度

１株当たり純資産額 13,843円11銭

１株当たり当期純利益金額 4,567円49銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
4,414円63銭

２．　当社は、平成17年１月11日開催の取締役会決議に基

づき、（仮称）八幡三丁目複合型商業施設開発に係る

プロジェクト資金に充当するため、平成17年１月11日

付をもって、株式会社三井住友銀行をアレンジャー及

びエージェントとするコミット型シンジケートローン

契約（総コミット金額2,600,000千円）を締結し、平

成17年1月11日に1,586,000千円、平成17年２月10日

に286,000千円の実行をしております。

　なお、当該コミット型シンジケートローンの主な契

約内容は以下のとおりであります。

１．　平成17年12月５日開催の取締役会において、次　　

のとおり株式の分割（無償交付）を決議いたしま　　

した。

　①分割の方法

　　平成18年１月31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分割により増加する株式の種類、数

　　　　普通株式　　　　　214,385.35株

　③分割日

　　　　平成18年２月1日

　④配当起算日

　　　　平成18年１月１日

　　なお、増加する資本の額等はありません。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

当事業年度及び前事業年度における１株当たりの情報

については、以下のとおりとなっております。

　　当事業年度

１株当たり純資産額 25,281円63銭

１株当たり当期純利益金額 4,811円80銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
4,563円07銭

　　前事業年度

１株当たり純資産額 13,631円96銭

１株当たり当期純利益金額 2,903円30銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
2,750円78銭

２．　　    　 　──────────
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第13期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

契約期間　　　　：５年間

コミット期間　　：平成17年１月11日から

　　　　　　　　　平成18年１月10日

参加行　　　　　：株式会社　三井住友銀行

　　　　　　　　　株式会社　常陽銀行

　　　　　　　　　株式会社　あおぞら銀行

　　　　　　　　　株式会社　七十七銀行

　　　　　　　　　株式会社　福島銀行

　　　　　　　　　株式会社　荘内銀行

　　　　　　　　　中央三井信託銀行　株式会社

金利　　　　　　：日本円TIBOR（３ヶ月）＋

　　　　　　　　　2.000％

担保　　　　　　：土地、建物

　また、当該契約に伴いアレンジメントフィー（総コ

ミット金額に対して4.00％）を平成17年１月11日に支

払っております。

３．　当社は、平成17年２月23日開催の取締役会決議に基

づき（仮称）ＳＶ新川Ⅱに係るプロジェクト資金に充

当するため、平成17年２月24日付をもって、株式会社

ユーエフジェイ銀行をアレンジャー及びエージェント

とするシンジケートローン契約（融資総額1,300,000

千円）を締結し、平成17年２月28日に945,000千円の

実行をしております。なお、当該シンジケートローン

の主な契約内容は以下のとおりであります。

実行日及び　　　：第１回　平成17年２月28日

金額　　　　　　　　　　　945,000千円

　　　　　　：第２回　平成17年６月30日

　　　　　　　　　　　　　335,000千円

　　参加行　　　　　：株式会社ユーエフジェイ銀行

　　　　　　　　　　　株式会社常陽銀行

　　金利　　　　　　：日本円TIBOR（３ヶ月）＋

　　　　　　　　　　　1.70％

　　担保　　　　　　：土地、建物

　　　また、当該契約に伴いアレンジメントフィー36,750

千円（消費税等含む）を平成17年２月28日に支払って

おります。

 

 

　　　　　　　　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

３．　　    　 　──────────
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５．生産、契約及び販売の状況
(1）生産実績

　該当事項はありません。

(2）契約状況

　第13期事業年度及び第14期事業年度の不動産販売事業の契約実績は次のとおりであります。

 （単位：千円）

第13期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

契約高 契約繰越残高 契約高 契約繰越残高

戸数 金額
前年同
期比

戸数 金額
前年同
期比

戸数 金額
前年同
期比

戸数 金額
前年同
期比

分譲マン

ション事業

戸 ％ 戸 ％ 戸 ％ 戸 ％

999 21,697,819 127.0 40 913,369 185.4 1,120 24,110,652 111.1 52 1,046,283 114.6

不動産流動

化事業

棟 ％ 棟 ％ 棟 ％ 棟 ％

－ － － － － － 17 13,114,883 － 3 2,207,500 －

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

 

(3）販売実績

　第13期事業年度及び第14期事業年度の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

事業部門別
第13期

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第14期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

前年同期比 前年同期比

不動産

販売事

業

分譲マンション事

業
21,276,987 124.8 23,977,738 112.7

不動産流動化事業 － － 10,907,383 －

小計 21,276,987 124.8 34,885,122 164.0

その他

事業

不動産賃貸事業 199,757 107.0 201,286 100.8

その他 123,345 111.7 92,025 74.6

小計 323,103 108.7 293,312 90.8

合計 21,600,090 124.4 35,178,434 162.9

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．分譲マンション事業における第13期の販売戸数は981戸、第14期の販売戸数は1,108戸であります。
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６．役員の異動
(1）代表者の異動

　該当事項はありません。

(2）その他役員の異動

①　退任補欠監査役候補

補欠監査役　　　藤村　　元（現　藤村元税理士事務所所長）

②　新任補欠監査役候補

補欠監査役　　　藤村　　元（現　藤村元税理士事務所所長）

（非常勤）　　　（注）新任補欠監査役候補　藤村元氏は、社外監査役（「商法及び株式会社の監査等に関する

商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年法律第149号）による改正後

の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第１項の社外監査役の要件

を充足する者）として用件を満たしております。

③　役員の異動

　該当事項はありません。

(3）就任退任予定

平成18年３月29日
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