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１．平成18年１月中間期の連結業績（平成17年８月１日～平成18年１月31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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年１月中間期 17,204 (4.6) 1,360 (49.0) 889 (42.9)

17年１月中間期 16,450 (29.0) 912 (△36.5) 622 (△43.1)

17年７月期 31,838 2,700 1,898

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年１月中間期 507 (48.8) 64 52 64 47

17年１月中間期 340 (△55.9) 91 87 90 35

17年７月期 1,479 378 41 373 53

（注）①持分法投資損益 18年1月中間期 △17百万円 17年1月中間期 ―百万円 17年7月期 １百万円
②期中平均株式数（連結） 18年1月中間期 7,864,483株 17年1月中間期 3,710,781株 17年7月期3,726,027株
③会計処理の方法の変更 有
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であります。

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年１月中間期 45,952 9,045 19.7 1,057 33

17年１月中間期 30,201 5,633 18.7 1,512 90

17年７月期 43,639 6,795 15.6 1,780 40

（注）期末発行済株式数（連結） 18年1月中間期 8,554,700株 17年1月中間期 3,723,438株 17年7月期 3,777,350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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年１月中間期 △7,104 470 7,234 2,290

17年１月中間期 5,802 △2,385 △3,924 1,487

17年７月期 △8,993 1,824 6,863 1,690

(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 1社 持分法適用非連結子会社数 0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） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．平成18年７月期の連結業績予想（平成17年８月１日～平成18年７月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 33,500 2,010 1,110

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　129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、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。

－ 1 －



１．企業集団の状況
　当社グループは、当社(株式会社明豊エンタープライズ)、連結子会社１社(株式会社東京テナントセンター)及び関

連会社１社（エコロジー・アセットマネジメント株式会社）により構成されており、不動産分譲事業、不動産賃貸事

業及び不動産仲介事業及びこれらに付随する業務を行っております。

　当社グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 区分 事業内容

不動産分譲事業

自社単独物件

外断熱工法を採用した100年耐用型マンションを主とし、自社ブ

ランド「シェルゼ」シリーズを中心に行う一般分譲、およびJ-

REIT等への一括売却

共同事業物件
マンションデベロッパーに対してマンション用地情報を含む企画

を提案し、共同事業として行う分譲マンションの展開

不動産賃貸事業

自社保有物件 マンション及びオフィスビル等の賃貸

サブ・リース物件
賃貸マンション・アパート等のオーナーより一括賃借し、オー

ナー収入を保証すると共に、一定の利潤を加算し賃貸（転貸）

不動産仲介事業 ──────
不動産分譲事業に付随して発生するマンション用地等の仲介事業、

加えて、取引先等からの依頼による不動産仲介

その他事業 ──────
不動産分譲事業により派生する各種受託、土地使用による手数料、

子会社である株式会社東京テナントセンターの工事請負業務等

［事業系統図］

　企業集団の事業系統図は、次のとおりであります。

 ※１親密取引先で組成されている情報提供会社で構成されたグループ

 　２自社単独物件購入者へのサービス

 　３投資信託及び投資法人に関する法律に基づく認可取得済
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２．経営方針
(1）会社経営の基本方針

　当社は、物造りにこだわり、健康、快適、安全で資産価値の高いマンションをその価値に見合った価格にて提供

する少数精鋭の総合デベロッパーを目指しております。

　この歩みを更に確かなものにするために、マンション購入後においても購入者と一生涯に亘る関係を構築するた

めのサービス「リビング・サービス・システム（L.S.S.)」を充実させるとともに、住まう人にとって健康・快適・

環境にも優しい建物であり、かつ、資産価値を長期に維持できる建物「外断熱工法を採用した100年耐用型マンショ

ン」を通じて当社のオリジナル分譲ブランドである「シェルゼ」、賃貸ブランドである「プロセンチュリー」の供

給に積極的に取組んでおります。

　また、「外断熱工法を採用した100年耐用型マンション」のメリットを更に世の中に浸透させるため、４月に設立

予定の投資法人に外断熱工法を採用した100年耐用型賃貸マンションの供給を積極的に展開するとともに、分譲と賃

貸の両面で「外断熱工法を採用した100年耐用型マンションの明豊エンタープライズ」のブランド構築を図ることを

目指します。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要政策のひとつと認識しており、利益配分につきましては、

現在及び今後の事業収益をベースに、将来の事業展開や経営環境の変化に対応するために必要な内部留保を確保し

つつ、継続的かつ安定的に実施すべきものと考えております。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式流動性向上および個人を中心とした投資家の皆様に投資しやすい環境を整え、株式市場への参加を

促進し、株式流動性を高める有用な施策のひとつとして、平成17年７月31日を基準日として、同年９月20日付けを

もって、普通株式１株を２株に分割しております。

　なお、今後とも引き続き、株式流動性向上のため、常に株価や出来高を注視し、投資家の皆様に投資していただ

きやすい環境の整備のため、諸施策を積極的に実施してまいりたいと考えております。

(4）目標とする経営指標

　当社は第38期（平成18年７月期）から第40期（平成20年７月期）の中期３ヶ年経営計画を策定しており、最終年

度にあたる第40期（平成20年７月期）は、売上500億円、経常利益33億円（連結ベース）を目標としております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　平成17年12月27日付策定の中期経営計画において、「物造りにこだわり、健康、快適、安全で資産価値の高いマ

ンションをその価値に見合った価格にて供給する少数精鋭の総合デベロッパーを目指す。」を基本方針として、38

期（平成18年7月期）を初年度とした中期３ヵ年を「外断熱工法を採用した100年耐用型分譲マンションの第一号案

件“サンフル池上シェルゼ”の竣工前完売を受け、6年後には、シェルゼを年間1,000戸供給する体制の確立を図る

と共に、賃貸事業分野においてもエコファンド向けの開発事業を積極的に推進し、東京テナントセンターとの相乗

効果を図っていくための前半3ヵ年計画」として位置づけております。

　また、平成18年7月期をブランド確立の１年間と位置付け、1,000戸供給体制の確立のために土地仕込み部隊と企

画部隊の強化を図り、平成20年7月期の数値目標（連結ベース）として、シェルゼ400戸供給を目指し、売上高500億

円、経常利益33億円を目標としております。

　なお、本計画は単に数値的目標設定に留まらず、基本方針の実現を目指して、経営の方向性を定め、この３ヵ年

で着実に新たな基盤を確立して行うというものであります。

(6）会社の対処すべき課題

　当社グループをとりまく環境は、内外の諸情勢から見まして、今後とも厳しい状況が予想されますが、当社グルー

プにおきましては、多様化・高度化するマンションニーズに応えるため、リビング・サービス・システム（Ｌ.Ｓ.

Ｓ.）の推進、外断熱工法を採用した100年耐用型マンション「シェルゼ」の分譲、賃貸におけるFix-ed30システム

を軸にした「プロセンチュリー」の賃貸開発を積極的かつ柔軟に対応してまいります。

 　　 ①多様化・高度化するマンション購入者ニーズへの的確な対応

　個人消費及び雇用環境等にも明るい兆しが見られてきた中、当社グループの経営戦略としては、従来に増して

多様化・高度化するマンションニーズへ的確に対応することが不可欠であります。当社グループとしては、従来

のマンション分譲事業での購入者との関係を見直し、物件引渡しでの購入者との関係完結ではなく、物件引渡し

後においても長期に亘り購入者との関係を構築し、ソフト・ハードの両面において住生活に係わるサービスを提

供することが、最大の購入者ニーズに合致するとの認識の下、ソフト的対応としてリビング・サービス・システ

ム（Ｌ.Ｓ.Ｓ.）を、ハード的対応として外断熱工法を採用した100年耐用型マンション「シェルゼ」の供給をもっ
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て対処してまいります。

 　　　 a.リビング・サービス・システム（Ｌ.Ｓ.Ｓ.）の整備

　従来のマンション分譲事業においては、マンション購入者に物件を引渡す時点で関係を完結させていました。

これに対し当社は、マンション購入後においても、購入者と一生涯に亘る関係を構築するため、リニューアル・

買い替え・買取り・転勤時の賃貸等、住まいと暮らしの様々な相談・要望事項に事業主としてお応えするリビ

ング・サービス・システム（Ｌ.Ｓ.Ｓ.）を構築しております。

　また、更なるマネジメントシステムの向上を狙いとして、平成16年２月に取得したISO9001の厳正な運営管理

に取組んでおります。 

 　　　 ｂ.外断熱工法を採用した100年耐用型マンション

　当社グループは、L.S.S.を実践するためには、永く・快適にお住まいいただける住宅の供給が必要になると

の認識の下、健康と環境に配慮した外断熱工法を採用した100年耐用型マンションの研究、開発のために賃貸マ

ンション３棟を供給いたしました。

　外断熱工法は建物全体を断熱材ですっぽり覆うことでマンションの躯体そのものが外部の温度変化の影響を

受けにくい構造となり、コンクリートの蓄熱効果を最大限に活用し、劣化抑制効果も期待できる工法でありま

す。また、結露の抑制、カビ、ダニ等の発生を抑える効果、ヒートショックの抑制効果等の健康面でのメリッ

トとともに、平成17年２月の京都議定書の発効以降、建て替えの回数削減、蓄熱効果による冷暖房費の削減等

の地球環境面でのメリットも大きく着目されているものです。

　当社グループは、今後の事業展開において外断熱工法を採用した100年耐用型マンションを自社単独物件の主

軸に位置づけ、分譲第一号物件であります東京都大田区池上に「サンフル池上シェルゼ」を平成18年１月に竣

工完売させるとともに、東京都江東区東陽町、東京都府中市、神奈川県鎌倉市で新たな分譲事業を計画いたし

ております。

　また、外断熱工法の利点をお客様に知っていただき、より良く理解・体感していただくため、「外断熱パビ

リオン－シェルゼ館（仮称）」の設置を計画し、平成18年４月に竣工させるとともに、「シェルゼ」ブランド

の認知度向上のための広告宣伝の更なる活動強化を実施してまいります。

 　　　  c.Fix－ed30システムの推進

　不動産賃貸部門においては、株式会社東京テナントセンターより、賃貸不動産オーナーに向けて、外断熱工

法を採用した100年耐用型マンションに対して30年間のサブリース対応を行うFix-ed30システムを提供しており

ます。Fix-ed30システムは、外断熱工法を採用した100年耐用型マンションの資産性の高さをより具体的な形で

オーナーの方々に提供するとともに、その入居者にも健康面でのメリットを提供できるものとして、今後推進・

拡大してまいります。

 　　  ②強固な財務体質の構築

 　　　　　効率的な事業運営

　従来、マンション分譲事業における市場・相場の変動への対応として、売上高及び収益の一定水準の確保を

目指して展開しておりました不動産賃貸事業につきましては、連結子会社である株式会社東京テナントセンター

の体制整備の進行、限られた人員でのより効率的な収益機会の追求の観点から、当社業務としての不動産賃貸

事業は縮小するものとし、当社が保有する賃貸不動産も逐次売却し、今後保有する必要が生じた場合には株式

会社東京テナントセンターにて行うものといたします。

　今後、当社グループは、少数精鋭を徹底し、不動産ファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ等への一棟売りを含めたデベロッ

パー業務に資源を集中し、より高い収益の追求をしてまいります。

 　　　③新規事業、新たなビジネス・チャンスへの対処

 　　　  a.不動産投資信託市場への積極的な対応

　当社グループは従来、不動産ファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ等へ向けた賃貸物件供給を通じ、同事業への参画を

行ってまいりましたが、外断熱工法を採用した100年耐用型マンションを主として、環境配慮型不動産を運用

対象とするＲＥＩＴ立ち上げのため、平成17年３月にアセットマネジメント会社「エコロジー・アセットマネ

ジメント株式会社」を当社他４社と設立するとともに、豊洲・青葉台・高井戸の３物件を主体とする不動産

ファンド「エコ・ファンド」を組成いたしました。今後、「エコロジー・アセットマネジメント株式会社」は

Ｊ－ＲＥＩＴへの上場を図るための投資法人を早期立ち上げ、環境に配慮した物件を中心に中長期の安定収益

の確保を目指した運用を行っていく予定です。

　当社グループは今後、「エコロジー・アセットマネジメント株式会社」が組成する投資法人及びＪ－ＲＥＩ

Ｔ向けに賃貸分野における外断熱工法を採用した100年耐用型賃貸マンションの供給を推進してまいります。

(7) その他、会社の経営上重要な事項

       　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

【当中間期の概況】

　　当中間連結会計期間のわが国経済は、企業収益の改善を背景に設備投資の増加や雇用情勢が改善するなど景気回　

　復が顕著なものとなり、景気は穏やかな回復基調で推移いたしました。

　　　　当社が事業展開する新築分譲マンション市場におきましても、平成17年の首都圏における新築着工戸数は、12万

　　　戸(前年同期比9.4％）と3年ぶりの増加となり、依然として良好な環境が続いております（株式会社不動産経済研

　　　究所調べによる）。

　　このような状況のもと、当社グループは、「物造りにこだわり、健康、快適、安全で資産価値の高いマンション　

　をその価値に見合った価格にて供給する少数精鋭の総合ディベロッパーを目指す。」という基本方針に基づき、消

　費者の多様なニーズに対応するべく、「一生涯のお付き合い～Partner For Life」を目指すリビング・サービス・

　システム(L.S.S.)の推進と、外断熱工法を採用した100年耐用型分譲マンションの新たなブランド「シェルゼ」を

　始動させるなどの事業展開を行ってまいりました。

　不動産分譲事業につきましては、新ブランド「シェルゼ」の第一号案件であります「サンフル池上シェルゼ」（販

売戸数36）が竣工前完売と好調な滑り出しをしたことに加え、他物件においても好調な販売成績を上げることがで

きました。

　　その結果、当中間連結会計期間における売上高につきましては、172億4百万円（前期同期比4.6％増）、経常利

　益は、8億89百万円（同42.9％増）、中間純利益は、5億7百万円（同48.8％増）となりました。

【事業の種類別セグメント概況】

①　不動産分譲事業につきましては、エコロジー・アセットマネジメント株式会社の設立する投資法人の設立作業

が順調に進展していることより、投資法人向け一棟売り物件については直接投資法人に仕向ける方針とし、当中

間連結会計期間に竣工した2棟の売却を投資法人設立まで留保することとしたため、159億33百万円(前年同期比

3.3％増）の売上となりました。

②　不動産賃貸事業につきましては、前連結会計年度において自社保有物件を売却したものの、サブリース事業に

おける売上の増加、投資法人等へ向けた一棟売物件における当社保有期間内での賃料売上の計上等により10億7百

万円（前年同期比3.5％増）の売上となりました。

③　不動産仲介事業につきましては、分譲事業用地等の仲介により1億55百万円（前年同期比600.3％増）の売上げ

を計上いたしました。　

(2）財政状態

キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、中期経営計画の下に自社

単独分譲・シェルゼ1000戸供給体制確保のための開発用地の取得を促進させるため、平成17年12月に公募増資を実

施したこと、および長期借入を増加させたこと等により、前連結会計年度末に比べ6億円増加し当中間連結会計期間

末は22億90百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の回収による収入29億79百万円がありましたが、プロジェクト

の順調な進行による建築費の支出、開発用地の取得促進等によるたな卸資産の増加による支出44億54百万円、及び

仕入債務増加による支出54億2百万円等により、合計で71億4百万円の支出（前中間連結会計期間は58億2百万円の収

入）と前連結会計年度末と比較し大幅な支出となりました。

（投資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・フローは、親密JV先の株式取得等による支出4億13百万円があったものの、不動産私

募ファンドの組成変更に伴うエクイティ出資金の戻り等による収入5億55百万円、定期預金の解約による収入等によ

り4億70百万円の収入（前中間連結会計期間は23億85百万円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、順調な分譲売上げ等により62億70百万円の長期借入金返済を行いました

が、平成17年12月に実施した公募増資100万株による収入17億37百万円、開発用地の順調な仕込に伴うあらたな長期

借入金の調達等により72億34百万円の収入（前中間連結会計期間は39億24百万円の支出）となりました。
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　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

直近２中間連結会計期間 直近２連結会計年度

平成17年１月期
中間期

平成18年１月期
中間期

平成16年７月期 平成17年７月期

株主資本比率（％） 18.7 19.7 16.3 15.6

時価ベースの株主資本比率（％） 41.9 34.3 52.6 30.1

債務償還年数（年） 2.7 ― 3.5 ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 24.1 ― 8.6 ―

　（注）　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

※　いずれも連結ベースの財務数値より計算しております。

※　有利子負債は、連結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。

※　営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「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。

※　平成15年７月期、平成16年７月期の時価ベースの株主資本比率については、非上場であり、かつ店頭登録

もしておりませんので記載しておりません。

※　平成17年７月期、平成18年１月中間期の債務償還年数とインタレスト・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表示しておりません。

(3）通期の見通し

　　通期の見通しにつきましては、計画通り順調に進んでおり、不動産分譲事業の単独事業におきましては高水準の

　マンション供給が首都圏で続く中、上期には外断熱工法を採用した100年耐用型マンション『サンフル池上シェル

　ゼ』も竣工前完売を果たし、また平成17年春以降の外断熱工法を採用した100年耐用型マンションの供給促進、新

　規物件の販売促進を目的として当社の外断熱工法を採用した100年耐用型マンション「シェルゼ」のブランド力向

　上のため、平成18年4月に外断熱パビリオンを竣工させるとともに、積極的な広告宣伝活動の実施を行う所存であ

　ります。

　　平成18年７月期の連結の業績見通しにつきましては、連結売上高335億円（前期比5.2％増）、連結経常利益20億

　10百万円（前期比5.9％増）、連結当期純利益11億10百万円（前期比25.0％減）、また、平成18年７月期の個別業

　績見通しにつきましては、売上高315億円（前期比5.0％増）、経常利益19億40百万円（前期比13.3％増）、当期純

　利益10億80百万円（前期比21.1％減）を見込んでおります。

　（注）本資料における業績見通しなどの将来予想に関する記述内容は、当企業グループが現時点で合理的である一　

　　　　定の前提に基づいており、実際の業績結果などは異なることがあります。

(4)事業等のリスク

１．不動産分譲事業の特徴について

(1）共同事業物件における共同事業主について

　共同事業物件については、デベロッパーを共同事業主としてマンション分譲プロジェクト等を展開しており、

各期の事業における相手先別の構成比は毎期変動しております。

　当社は、共同事業主との間で、物件ごとに、事業シェア及び費用配分方法等を定めた共同事業協定書を締結し

ており、その多くには相手先による一定の当社販売リスク低減条項が付されております。

　なお、当社は、デベロッパーごとの特性を考慮して最適と考えられる相手先に企画提案を行っておりますが、

必ずしも当社が提案する企画及びその条件等が相手先に受け入れられるものではありません。また、当社は、今

後も各デベロッパーとの良好な関係を継続し、かつ、必要に応じて新たな共同事業先の開拓を進めていく方針で

ありますが、各デベロッパーの事業展開又は戦略等に変化が生じた場合には、当社事業展開及び業績等に影響を

及ぼす可能性があります。
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(2）不動産分譲事業における利益率の変動について

　不動産分譲事業においては、物件規模、共同事業及び自社単独の別、共同事業物件における事業シェアや費用

分担方法等に加えて、販売状況その他の諸条件等により、個別プロジェクトごとに利益率は異なるものであります。

　共同事業物件については、相手先デベロッパーに、当社の事業リスクの低減が図られたものであると認識して

おりますが、その収益性は必ずしも高いものではありません。また、自社単独物件については、収益性を高める

ことが可能でありますが、その一方でマンション分譲にかかる事業リスクは全て当社が負うこととなります。

　当社は、事業リスクのバランスを考慮しつつ、中長期的には自社単独物件の比率を高めていく方針であります

が、短期的には共同事業物件と自社単独物件の割合はそれぞれの各物件規模及び取組件数等により変動する場合

もあり、当事業全体の利益率が変動する可能性があります。

　なお、自社単独物件については、専有卸(マンション物件の一棟売り)方式による販売、不動産ファンド向け物

件の開発等、販売形態の多様化による事業リスク軽減も図っていく方針でありますが、その事業規模が拡大した

場合には、事業リスクが増加することとなり、当社の業績は、従来以上に外部環境及び各プロジェクトの販売動

向等の影響を受けやすくなる可能性があります。

(3）マンション用地の取得について

  当社では、不動産分譲事業において重要要素であるマンション用地取得については、有用な不動産関連情報を

効率的に入手するためのネットワーク化を進めており、金融機関及び不動産業者等の協力企業を「明豊会」とし

て組織化しております。平成17年7月末現在における加盟社数は72社であり、当社は、各協力企業からの情報等に

より良質な用地取得を行うことにより、他社との競争力向上が図られているものと認識しております。しかしな

がら、当社及び各協力企業における何らかの理由により、十分な不動産関連情報の入手が困難となった場合には、

当社の業績に悪影響を受ける可能性があります。

２．不動産業界について

(1）法的規制について

　不動産取引については、「宅地建物取引業法」、「国土利用計画法」、「建築基準法」、「都市計画法」など

の法的規制があります。当社は宅地建物取引業者としてこれらの規制を受けており、「宅地建物取引業法」に基

づく免許を受け、事業を展開しております。また、平成15年２月には、「不動産特定共同事業法」に基づく不動

産特定共同事業の認可も受けております。

　今後、これらの法的規制の改廃や新たな法的規制が設けられる場合等においては、当社事業に影響を及ぼす可

能性があります。

(2）外部環境について

　当社の業績は、不動産関連法規の制定・改正、不動産に係る税制改正、景気動向、金利動向及び地価動向等の

要因により影響を受けております。

　近年、都心において一部の地価が上昇したものの、不動産価格の長期的な下落は継続しております。また、当

該状況の中、首都圏におけるマンションの新規物件については大量供給が継続しており、一部には供給過剰感も

生じ、価格競争の激化及び消費者による物件選別の高まり等もあり、当該事業における外部環境については今後

においても厳しい状況が想定されております。

　こうした中、当社グループにおいては、少数精鋭を徹底し、ＲＥＩＴ、私募不動産ファンドへの一棟売りを含

めた分譲事業に資源を集中し、単に低価格を追求するのではなく、顧客ニーズを把握し、良質な物件を適正な価

格で提供することにより差別化を図った事業展開を進めていく方針でありますが、これら外部環境の影響は少な

からず受けるものであり、当該動向により当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。

３．当社の事業体制について

(1）代表取締役会長への依存について

　当社の代表取締役会長である髙島勝宏は、昭和57年９月に当社代表取締役に就任以降、社長及び会長等を歴任

し、現在に至っております。当社事業においても、長年培ってきた業界における信頼及び人脈等の活用並びに対

外的な折衝等において重要な役割を果たしており、その依存度は高いものであると考えられます。

　現在、当社事業の運営においては、代表取締役社長である梅木篤郎との２名体制を構築し、業務分担及び権限

委譲を行い、協力会社組織「明豊会」による土地情報ネットワークの構築等を図る等の組織的対応の強化をすす

めておりますが、何らかの要因により同氏の当社業務遂行が困難となった場合、当社の事業展開や経営成績等に

悪影響を与える可能性があります。
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(2）不動産分譲事業における共同事業物件の費用分担方法について

　不動産分譲事業における共同事業物件においては、マンション分譲に係る必要資金を共同事業主と分担してプ

ロジェクトを遂行しておりますが、この費用分担の主な方法は、①事業シェアにより全ての費用を按分する方法、

②当社が主に土地取得関連費用(又は建設関連費用等)等を負担し、共同事業主がそれ以外の費用を負担する方法

等があり、相手先及び物件ごとにその方法が定められております。

　これらの費用分担方法の違いによる、当社分担費用の損益計算書上の計上箇所(売上原価と販売費及び一般管理

費)等の差異により、物件ごとの売上総利益率は大きく異なる場合があります。このことから、各期におけるこれ

ら費用分担方法の違うプロジェクトの構成及び規模の違いにより売上総利益率に変動が生じる場合があります。

　なお、売上総利益率を含む利益率の変動要因としては、単独及び共同事業並びに各事業ごとの構成比、物件ご

との収益性、市況変動等による販売価格の変動等の場合もあります。

４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績
１．平成16年６月９日付で実施したジャスダック上場時に実施した時価発行公募増資（調達額12億円）の資金使途

計画及び資金使途実績については概略以下のとおりであります。

      (1）資金使途計画 

リビング・サービス・システム（L.S.S.）制度推進の根幹となる外断熱工法を採用した100年耐用型分譲マン

ション用地取得並びにリビング・サービス・システム（L.S.S.）運営に要する運転資金 

      (2) 資金充当実績 

外断熱工法を採用した100年耐用型分譲マンション用地（東京都大田区池上、マンション名称「サンフル池上

シェルゼ」）取得資金として充当したほか、概ね計画どおりに進行中であります。

２．平成17年12月６日付けで実施した時価発行公募増資（調達額17億円）の資金使途計画及び資金使途実績につい

ては概略以下のとおりであります。

 　　 (1)資金使途計画

　　　　 不動産分譲事業における開発用地の取得資金、不動産ファンドへの出資金

      (2)資金充当実績

　　　　 砧・千葉港ＰＪ用地の取得資金の一部に充当したほか、概ね計画どおりに進行中であります。
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５．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

（平成17年１月31日）

当中間連結会計期間末

（平成18年１月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年７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 1,513,615 2,316,222 2,216,143

２．売掛金 249,259 2,221,370 5,201,166

３．たな卸資産 ※２  17,694,747 37,524,724 33,069,749

４．その他  1,261,906 1,220,100 849,854

貸倒引当金 △2,705 △3,303 △3,132

流動資産合計 20,716,822 68.6 43,279,113 94.2 41,333,781 94.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1)建物及び構築物 ※1.２ 3,950,832 241,860 249,827

(2）土地 ※２ 4,485,359 663,127 663,127

(3）その他 ※1.２ 532,526 8,968,719 69,855 974,843 22,061 935,017

２．無形固定資産 44,175 43,593 40,946

３．投資その他の資産

その他  527,064 1,710,123 1,385,642

貸倒引当金 △55,590 471,474 △55,590 1,654,533 △55,590 1,330,053

固定資産合計 9,484,369 31.4 2,672,970 5.8 2,306,017 5.3

資産合計 30,201,192 100.0 45,952,084 100.0 43,639,799 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 413,178 394,102 5,796,513

２．短期借入金 ※2,3 9,462,968 11,648,000 12,067,518

３．未払法人税等 324,395 408,474 801,444

４．前受金 7,146,521 2,788,945 3,022,682

５. 役員賞与引当金 ― 32,500 ―

６．その他  649,030 479,310 331,253

流動負債合計 17,996,094 59.6 15,751,333 34.3 22,019,411 50.4

       

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 6,115,792 20,346,400 14,279,682

２．役員退職慰労引当
金

35,930 50,380 42,280

３．その他 420,189 758,861 503,218

固定負債合計 6,571,911 21.7 21,155,641 46.0 14,825,180 34.0

負債合計 24,568,006 81.3 36,906,975 80.3 36,844,592 84.4
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前中間連結会計期間末

（平成17年１月31日）

当中間連結会計期間末

（平成18年１月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 802,165 2.7 1,681,074 3.7 812,074 1.9

Ⅱ　資本剰余金 992,415 3.3 1,871,064 4.1 1,002,324 2.3

Ⅲ　利益剰余金 3,837,090 12.7 5,266,246 11.4 4,976,161 11.4

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

1,560 0.0 227,103 0.5 5,026 0.0

Ⅴ　自己株式 △47 △0.0 △380 △0.0 △380 △0.0

資本合計 5,633,186 18.7 9,045,109 19.7 6,795,206 15.6

負債及び資本合計 30,201,192 100.0 45,952,084 100.0 43,639,799 100.0
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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８月１日
至　平成17年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７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 16,450,694 100.0 17,204,089 100.0 31,838,873 100.0

Ⅱ　売上原価 14,853,739 90.3 14,261,596 82.9 27,619,947 86.7

売上総利益 1,596,955 9.7 2,942,493 17.1 4,218,925 13.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１ 684,074 4.2 1,582,071 9.2 1,518,408 4.8

営業利益 912,880 5.5 1,360,421 7.9 2,700,517 8.5

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息及び配当
金

873 1,120 1,667

２．保険金収入 4,065 ― 4,065

３. 匿名組合投資利益 ― 35,308 ―

４．その他 766 5,705 0.0 5,870 42,299 0.3 7,214 12,947 0.0

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 239,013 342,429 520,798

２．支払手数料 51,671 130,323 288,269

３. 持分法による投資
損失

― 17,113 ―

４.その他 5,166 295,850 1.8 23,161 513,028 3.0 5,563 814,630 2.6

経常利益 622,735 3.7 889,692 5.2 1,898,834 5.9

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 702 ― ―

２．固定資産売却益 ※２ 48,428   ―   782,616   

３．投資有価証券売却
　益　　　　

 ―   27,000   ―   

４　その他  ― 49,130 0.3 ― 27,000 0.2 125,994 908,611 2.9

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※３ 17 ― 260,199

２．固定資産除却損 ※４ 336 214 336

３. 役員退職金  ― 5,667 ―

４．過年度役員退職慰
労引当金繰入額

 ― 4,650 ―

５．会員権評価損 5,550 5,904 0.0 ― 10,531 0.1 5,550 266,086 0.8

税金等調整前中間
（当期）純利益

665,962 4.0 906,161 5.3 2,541,359 8.0

法人税、住民税及
び事業税

293,179 395,758 1,038,372

法人税等調整額 31,881 325,060 1.9 3,023 398,782 2.4 23,015 1,061,387 3.4

中間（当期）純利
益

340,901 2.1 507,378 2.9 1,479,972 4.6
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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８月１日

至　平成17年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年８月１日

至　平成18年１月31日）

前連結会計年度の

連結剰余金計算書

（自　平成16年８月１日

至　平成17年７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 977,580 1,002,324 977,580

Ⅱ　資本剰余金増加高

　　増資による新株発行 14,835 14,835 868,740 868,740 24,744 24,744

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）

残高
992,415 1,871,064 1,002,324

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 3,657,254 4,976,161 3,657,254

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 340,901 340,901 507,378 507,378 1,479,972 1,479,972

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 91,065 151,094 91,065

２．役員賞与 70,000 161,065 66,200 217,294 70,000 161,065

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）

残高
3,837,090 5,266,246 4,976,161
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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８月１日

至　平成17年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年８月１日

至　平成18年１月31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８月１日

至　平成17年７月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・

フロー

税金等調整前中間（当

期）純利益
665,962 906,161 2,541,359

減価償却費 42,561 15,231 70,396

貸倒引当金の増減額 △702 171 △276

役員退職慰労引当金の増

加額
3,300 8,100 9,650

役員賞与引当金の増加額 ― 32,500 ―

受取利息及び受取配当金 △873 △1,120 △1,667

支払利息 239,013 342,429 520,798

持分法による投資利益 ― ― △1,988

持分法による投資損失 ― 17,113 ―

投資有価証券売却益 ― △27,000 ―

固定資産売却益 △48,428 ― △782,616

固定資産売却損 17 ― 260,199

固定資産除却損 336 214 336

会員権評価損 5,550 ― 5,550

売上債権の増減額 33,674 2,979,796 △4,918,232

たな卸資産の増減額 5,380,555 △4,454,975 △7,071,392

仕入債務の増減額 △114,615 △5,402,410 5,268,719

前受金の増減額 406,496 △233,737 △3,717,342

役員賞与の支払額 △70,000 △66,200 △70,000

その他 △152,640 △127,515 35,397

小計 6,390,208 △6,011,240 △7,851,108

利息及び配当金の受取額 873 1,120 1,667

利息の支払額 △240,488 △324,439 △515,174

法人税等の支払額 △348,351 △770,398 △628,610

営業活動によるキャッシュ・

フロー
5,802,241 △7,104,957 △8,993,226
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前中間連結会計期間

（自　平成16年８月１日

至　平成17年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年８月１日

至　平成18年１月31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８月１日

至　平成17年７月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・

フロー

定期預金の預入による支

出
△26,000 ― △526,000

定期預金の払戻による収

入
23,000 500,000 23,000

投資有価証券の取得によ

る支出
△3,298 △413,465 △799,632

投資有価証券の売却によ

る収入
― 555,500 ―

関連会社株式の取得によ

る支出
― ― △105,000

有形・無形固定資産の取

得による支出
△2,536,289 △57,968 △2,572,816

有形・無形固定資産の売

却による収入
260,593 50 5,857,169

その他 △103,472 △113,860 △51,890

投資活動によるキャッシュ・

フロー
△2,385,467 470,255 1,824,829

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 2,880,000 1,859,000 2,242,000

長期借入れによる収入 4,244,500 10,059,000 16,716,000

長期借入金の返済による

支出
△10,987,920 △6,270,800 △12,052,980

株式の発行による収入 29,671 1,737,740 49,489

自己株式の取得による支

出
△47 ― △380

配当金の支払額 △90,217 △150,159 △90,442

財務活動によるキャッシュ・

フロー
△3,924,013 7,234,780 6,863,686

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △507,238 600,078 △304,710

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残

高
1,994,854 1,690,143 1,994,854

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高
※ 1,487,615 2,290,222 1,690,143
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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８月１日
至　平成17年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　すべての子会社を連結しておりま

す。

　連結子会社の数　　１社

　連結子会社の名称

株式会社東京テナントセンター

　すべての子会社を連結しておりま

す。

　連結子会社の数　　１社

　連結子会社の名称

株式会社東京テナントセンター

　すべての子会社を連結しておりま

す。

　連結子会社の数　　１社

　連結子会社の名称

株式会社東京テナントセンター

２．持分法の適用に関する事項  ―――――

 

 

 

 すべての関連会社を持分法適用の

対象としております。

　持分法を適用した関連会社数　

　１社

 会社等の名称

    エコロジー・アセットマネジ

    メント株式会社

 

 すべての関連会社を持分法適用の

対象としております。

　持分法を適用した関連会社数　

　１社 

 会社等の名称

    エコロジー・アセットマネジ

    メント株式会社

 （注）エコロジー・アセットマ

　　　 ネジメント株式会社は、

       平成17年３月14日設立の

       株式取得に伴い、当連結

       会計年度より持分法適用

       の対象としております。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社の中間期の末日は、中

間連結決算日と一致しております。

　　　　　同左 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

 中間連結決算日の市場価

 格等に基づく時価（評 

 価差額は全部資本直入法

 により処理し、売却原価

 は移動平均法により算

 定）

(1)重要な資産の評価基準及び評価方

法

①　有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法

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

　　　 匿名組合出資金は、個別

       法に基づく原価法、その

       他は移動平均法による原

       価法によっております。

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

―――――

②　デリバティブ

―――――

③　たな卸資産

販売用不動産、仕掛不動産

個別法による原価法

③　たな卸資産

販売用不動産、仕掛不動産

同左

③　たな卸資産

販売用不動産、仕掛不動産

同左

匿名組合出資金

個別法による原価法

匿名組合出資金 

同左 

匿名組合出資金  

同左  

貯蔵品

移動平均法による原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年８月１日
至　平成17年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

(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

　  定率法を採用しておりま

  す。

　ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）は定額法に

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

 　　　定率法

  　　　 ただし、平成10年４月１日

       以降に取得した建物（建物附

       属設備を除く）については定

       額法によっております。

　       なお、主な耐用年数は次の

       とおりであります。

         建物及び構築物　７～36年

(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

  　　　 ただし、平成10年４月１日

       以降に取得した建物（建物附

       属設備を除く）については定

       額法によっております。

　       なお、主な耐用年数は次の

       とおりであります。

         建物及び構築物　７～47年

         車両運搬具　　　２～６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、個別の回

  収可能性を勘案し、回収不

  能見込額を計上しておりま

  す。

(3)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　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、当社規程に

　基づく中間期末要支給額を

　計上しております。

②　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、当社及び子

　会社の規程に基づく中間期

　末要支給額を計上しており

　ます。

 (追加情報)

　連結子会社株式会社東京テナン

トセンターについては、従来、役

員退職慰労金の支出を行わない方

針でありましたが、当中間連結会

計期間において、役員退職慰労金

規程を新設したことから、中間期

末要支給額を役員退職慰労引当金

として計上することにしました。

　この結果、当期発生額3,099千

円は販売費及び一般管理費に、過

年度分相当額4,650千円は特別損

失に計上しており、従来の場合と

比較して、営業利益及び経常利益

は3,099千円減少し、税金等調整

前中間純利益は7,749千円減少し

ております。

②　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、当社規程に基

づく期末要支給額を計上して

おります。

 　③　役員賞与引当金

 ―――――

   ③  役員賞与引当金

 　　　  役員の賞与の支給に備える

　　　 ため、支給見込額のうち当中

　　　 間連結会計期間負担額を計上

　　　 しております。

  　③　役員賞与引当金 

―――――
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年８月１日
至　平成17年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

(4)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。

(4)重要なリース取引の処理方法

同左

(4)重要なリース取引の処理方法

同左

(5)重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

  　当中間連結会計期間にお

  いては、特例処理の要件を

  満たしている金利スワップ

  のみがヘッジ会計の対象で

  あり、この金利スワップに

  ついては特例処理によって

  おります。

(5)重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(5)重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

 当連結会計年度において

 は、特例処理の要件を満た

 している金利スワップのみ

 がヘッジ会計の対象であ

 り、この金利スワップにつ

 いては特例処理によってお

 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。

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

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。

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年８月１日
至　平成17年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

③　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権

限規程等を定めた内部規程に基

づき金利変動リスクを一定の範

囲内でヘッジしております。

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

　当中間連結会計期間において

は、特例処理によっている金利

スワップのみであり、これにつ

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

当連結会計年度においては、

特例処理によっている金利ス

ワップのみであり、これについ

ては有効性の評価を省略してお

ります。

(6）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、固定資産に係る控除対

象外消費税は、一括して投資そ

の他の資産の「その他」に計上

して５年間均等償却し、販売費

及び一般管理費に計上しており

ます。

(6) 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

同左

(6) 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

同左

４．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

　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

満期日が到来する短期的な投資であ

ります。

同左 同左

会計処理の変更

前中間連結会計期間

（自　平成16年８月１日

至　平成17年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年８月１日

至　平成18年１月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年８月１日

至　平成17年７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。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

 　(役員賞与に関する会計基準）

　会社法（平成17年法律第86号）が平成18

年５月を目途に施行されることが見込まれ

るため、当中間連結会計期間より「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 企業会計基準第４号 平成17年11月29

日）を適用しております。

  これにより、役員賞与支給見込額のうち

当中間連結会計期間負担額32,500千円を販

売費及び一般管理費に計上しております。

　この結果、従来に比して、営業利益、経

常利益及び税金等調整前中間純利益が

32,500千円減少しております。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間

（自　平成16年８月１日

至　平成17年１月31日）

当中間連結会計期間 

 （自　平成17年８月１日

至　平成18年１月31日） 

（中間連結貸借対照表）

「建物及び構築物」は、前中間連結会計期間において有形固定資

産の「その他」に含めて表示していましたが、総資産の100分の5

を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間における「建物及び構築物」の金額

は1,735,248千円であります。

――――――

―――――――　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（中間連結損益計算書）

 前中間連結会計期間において区分掲記していた「保険金収入」（当

中間連結会計期間3,575千円）は営業外収益の100分の10以下である

ため、当中間連結会計期間において営業外収益の「その他」に含め

て表示しております。
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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17年１月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年１月31日）

前連結会計年度
（平成17年７月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

560,040千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

174,535千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

168,251千円

※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

※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

※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

現金及び預金 20,000千円

たな卸資産 9,815,215千円

建物及び構築物 3,846,965千円

土地 4,326,338千円

有形固定資産の「そ

の他」
515,620千円

計 18,524,140千円

たな卸資産 29,978,212千円

建物及び構築物 92,998千円

土地 467,827千円

有形固定資産の「そ

の他」
55,135千円

計 30,594,173千円

現金及び預金 520,000千円

たな卸資産 28,531,617千円

建物及び構築物 98,174千円

土地 467,827千円

計 29,617,620千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

短期借入金 9,462,968千円

長期借入金 6,115,792千円

計 15,578,760千円

短期借入金 9,838,000千円

長期借入金 19,316,400千円

計 29,154,400千円

短期借入金 11,967,518千円

長期借入金 14,279,682千円

計 26,247,200千円

※３　運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行1行と貸出コミットメント契約を締

結しております。当該契約に基づく当中

間連結会計期間末の借入金実行残高は次

のとおりであります。

※３　運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行1行と貸出コミットメント契約を締

結しております。当該契約に基づく当中

間連結会計期間末の借入金実行残高は次

のとおりであります。

 ※３　運転資金の効率的な調達を行うため取

      引銀行1行と貸出コミットメント契約を 

      締結しております。当該契約に基づく

      当連結会計年度の借入金実行残高は次

　　　のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円

借入実行残高 300,000千円

差引額 700,000千円

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 500,000千円

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,000,000千円

４　消費税等の会計処理

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。

４　消費税等の会計処理

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上、金額的重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含めて表示してお

ります。

 ―――――
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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８月１日
至　平成17年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７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。

※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。

※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。

広告宣伝費 131,535千円

役員退職慰労引当金繰

入額
6,300千円

広告宣伝費   535,552千円

販売手数料  409,698千円

給与手当  171,240千円

役員退職慰労引当金繰

入額
    9,200千円

役員賞与引当金繰入額     32,500千円

広告宣伝費 249,733千円

役員報酬   162,429千円

給与手当 292,368千円

役員退職慰労引当金繰

入額

12,650千円

租税公課 167,044千円

貸倒引当金繰入額      615 千円

※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

　　　　　　　――――――― ※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりで 

あります。

建物 25,800千円

土地 22,628千円

計 48,428千円

  土地  369,318千円

 建物及び構築物  413,298千円

 計 782,616千円

※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。

　　　車両運搬具　　　　　　　　　17千円

　　　　　　　―――――――

　　　　　　

※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。

　　土地　　　　　　　　　　202,247千円

建物及び構築物 43,107千円

車両運搬具  17千円

手数料 14,827千円

 計 260,199千円

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

工具器具備品 336千円 構築物  176千円

工具器具備品 38千円

 計 214千円

その他（工具器具備品）  336千円

（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８月１日
至　平成17年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

※　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１月31日現在） （平成18年１月31日現在） （平成17年７月31日現在）

現金及び預金勘定 1,513,615千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
△26,000千円

現金及び現金同等物 1,487,615千円

現金及び預金勘定    2,316,222千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
   △26,000千円

現金及び現金同等物    2,290,222千円

現金及び預金勘定   2,216,143千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
   △526,000千円

現金及び現金同等物    1,690,143千円
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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８月１日
至　平成17年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

　内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの

金額が少額なリース取引のため、中間連結財

務諸表規則第15条において準用する財務諸表

等規則第８条の６第６項の規定により記載を

省略しております。

同左 内容の重要性が乏しく、契約１件当たり

の金額が少額なリース取引のため、連結財

務諸表規則第15条の3において準用する財務

諸表等規則第８条の６第６項の規定により

記載を省略しております。

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末（平成17年１月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 11,747 14,379 2,631

(2)債券

国債・地方債 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

合計 11,747 14,379 2,631

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 57,619

非上場株式（店頭売買株式を除く）

－ 22 －



当中間連結会計期間末（平成18年１月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

中間連結貸借対照
表計上額（千円）

　　　時価（千円） 差額（千円）

(1)国債・地方債等 10,004 9,977 △27

(2)社債 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

合計 10,004 9,977 △27

 　　　　２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 365,525 748,434 382,909

(2)債券

国債・地方債 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

合計 365,525 748,434 382,909

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） ―

非上場株式

 

35,119

 

匿名組合出資金

 

1,915,000

 

－ 23 －



（注）匿名組合出資金のうち、1,575,000千円は流動資産の「たな卸資産」に、340,000千円は投資その他の資産の「そ

　　　の他」に計上されております。

前連結会計年度末（平成17年７月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 52,063 60,537 8,474

(2)債券    

国債・地方債 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

合計 52,063 60,537 8,474

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） ―

非上場株式 58,619

匿名組合出資金 2,790,000

（注）匿名組合出資金のうち、2,035,000千円は流動資産の「たな卸資産」に755,000千円は投資その他の資産の「その

　　　他」に計上されております。

(デリバティブ取引関係)

　前中間連結会計期間末（自平成16年8月1日　至平成17年1月31日）、当中間連結会計期間末（自平成17年8月1

　日至平成18年1月31日）及び前連結会計年度末（自平成16年8月1日　至平成17年7月31日）

　該当事項はありません。

　なお、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注記の対象から除いており

　ます。
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(セグメント情報関係)

ａ．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８月１日　至　平成17年１月31日）

不動産分譲
事業
（千円）

不動産賃貸
事業
（千円）

不動産仲介
事業
（千円）

その他事業
（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
15,428,369 973,400 22,190 26,733 16,450,694 ― 16,450,694

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 15,428,369 973,400 22,190 26,733 16,450,694 ― 16,450,694

営業費用 14,490,004 819,876 27,369 2,841 15,340,091 197,721 15,537,813

営業利益 938,364 153,524 (5,178) 23,892 1,110,602 (197,721) 912,880

　（注）１．各事業区分に属する主要な内容

不動産分譲事業：共同事業及び自社単独によるマンション分譲等。

不動産賃貸事業：住宅、事務所及び店舗等の賃貸。

不動産仲介事業：不動産分譲事業に付随して発生するマンション用地等の仲介事業。

その他事業：上記事業に付帯して発生する業務。

２．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、親会社本社の総務部門等管

理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間：254,404千円

当中間連結会計期間（自　平成17年８月１日　至　平成18年１月31日）

不動産分譲
事業
（千円）

不動産賃貸
事業
（千円）

不動産仲介
事業
（千円）

その他事業
（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
15,933,953 1,007,191 155,398 107,545 17,204,089 ― 17,204,089

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

― ― ― 18,848 18,848 18,848 ―

計 15,933,953 1,007,191 155,398 126,393 17,222,937 18,848 17,204,089

営業費用 14,521,574 824,313 90,108 35,227 15,471,224 372,443 15,843,668

営業利益 1,412,378 182,878 65,290 91,165 1,751,713 (391,291) 1,360,421

　（注）１．各事業区分に属する主要な内容

不動産分譲事業：共同事業及び自社単独によるマンション分譲等。

不動産賃貸事業：住宅、事務所及び店舗等の賃貸。

不動産仲介事業：不動産分譲事業に付随して発生するマンション用地等の仲介事業。

その他事業：上記事業に付帯して発生する業務。

２．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、親会社本社の総務部門等管

理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間：381,953千円
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  　　　３．連結子会社株式会社東京テナントセンターについては、従来、役員退職慰労金の支出を行わない方針であ

　　　　　　りましたが、当中間連結会計期間において、役員退職慰労金規程を新設したことから、中間期末要支給額

　　　　　　を役員退職慰労引当金として計上することとしたため、当中間連結会計期間負担額3,099千円を販売費及び

　　　　　　一般管理費に計上しております。

　　　　　　　この結果、不動産賃貸事業の営業費用は1,195千円増加し、営業利益は同額減少しております。

前連結会計年度（自　平成16年８月１日　至　平成17年７月31日）

不動産分譲
事業
（千円）

不動産賃貸
事業
（千円）

不動産仲介
事業
（千円）

その他事業
（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
28,495,371 2,058,571 1,157,759 127,171 31,838,873 ― 31,838,873

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

― ― 9,400 10,245 19,645 (19,645) ―

計 28,495,371 2,058,571 1,167,159 137,416 31,858,518 (19,645) 31,838,873

営業費用 26,186,016 1,732,772 668,348 15,225 28,602,363 535,992 29,138,355

営業利益 2,309,354 325,798 498,811 122,190 3,256,155 (555,637) 2,700,517

　（注）１．各事業区分に属する主要な内容

不動産分譲事業：共同事業及び自社単独によるマンション分譲等。

不動産賃貸事業：住宅、事務所及び店舗等の賃貸。

不動産仲介事業：不動産分譲事業に付随して発生するマンション用地等の仲介事業。

その他事業：上記事業に付帯して発生する業務。

２．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、親会社本社の総務部門等管

理部門に係る費用であります。

当連結会計年度：639,140千円

ｂ．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８月１日　至平成17年１月31日）、当中間連結会計期間（自平成17年８月１

日　至平成18年１月31日）及び前連結会計年度（自平成16年８月１日　至平成17年７月31日）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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成16年８月１日　至平成17年１月31日）、当中間連結会計期間（自平成17年８月１

日　至平成18年１月31日）及び前連結会計年度（自平成16年８月１日　至平成17年７月31日）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）

前中間連結会計期間

（自　平成16年８月１日

至　平成17年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年８月１日

至　平成18年１月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年８月１日

至　平成17年７月31日）

１株当たり純資産額 1,512.90円

１株当たり中間純利益金額 91.87円

１株当たり純資産額  1,057.33円

１株当たり中間純利益金額      64.52円

１株当たり純資産額  1,780.40円

１株当たり当期純利益金額   378.41円

潜在株式調整後1株当たり中間

純利益金額
90.35円

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額
64.47円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
373.53円

　当社は、平成16年３月１日付で株式１株につ

き15株の株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前中間連結会計期間における１

株当たり情報については以下のとおりとなり

ます。

 

　

１株当たり純資産額 1,210.86円

１株当たり中間純利益金額 242.03円

     

     

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、新株予約権の残高はありま

すが、前中間連結会計期間においては当社株

式は非上場であり、かつ店頭登録もしていな

いため、期中平均株価が把握できませんので

記載しておりません。

　

　(注)１.株式分割について

当中間連結会計期間（自 平成17年８月１日 至 平成18年１月31日）

当社は、平成17年９月20日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。

前中間連結期間

(自　平成16年８月１日

至　平成17年１月31日)

前連結会計年度

(自　平成17年８月１日

至　平成18年７月31日)

１株当たり純資産額 756.45円 １株当たり純資産額 890.20円

１株当たり中間純利益 45.93円 １株当たり当期純利益 189.21円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 45.18円 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 186.76円

    ２.１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以

       下のとおりであります。

前中間連結会計期間

(自　平成16年８月１日

至　平成17年１月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成17年８月１日

至　平成18年１月31日)

前連結会計年度

(自　平成16年８月１日

至　平成17年７月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 340,901 507,378 1,479,972

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 70,000

（うち利益処分による役員賞与金） (　－　) (　－　) (70,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
340,901 507,378 1,409,972

期中平均株式数（株） 3,710,781 7,864,483 3,726,027

 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数（株） 62,309 5,622 48,726

（うちストックオプション（新株予約権）に係る

潜在株式）
(62,309) (5,622) (48,726)

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

───── ───── ─────
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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８月１日

至　平成17年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年８月１日

至　平成18年１月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年８月１日

至　平成17年７月31日）

平成17年３月23日開催の当社取締役会におい

て不動産ファンドへの固定資産の譲渡を決議

し、平成17年３月31日に固定資産の譲渡契約

を締結し、同日に譲渡いたしました。

固定資産譲渡の内容は以下のとおりでありま

す。

(1）固定資産譲渡の内容

①　譲渡対象物件

(イ）物件名：サンフル豊洲プロセンチ

 　　　　　　　　　ュリー

所在地：東京都江東区豊洲四丁 

 　　　　　　　　　目８番８号

土地：2,499.10㎡

建物：9,630.96㎡

(ロ）物件名：サンフル目黒青葉台プロ

 　　　　　　　　　センチュリー

所在地：東京都目黒区青葉台三丁

目1番９号　　　

土地：230.87㎡

建物：1,422.23㎡

 　　(ハ）物件名：サンフル高井戸プロセンチ

　　　　　　　　　ュリー

 　　　　 所在地：東京都杉並区高井戸西二丁

　　　　　　　　　目18番２号

土地：379.39㎡

建物：742.91㎡

なお、上記物件はいずれも当社グループ

において賃貸物件として使用しているも

のであります。

②　譲渡先

名称：有限会社ＭＥＰＦ２

所在地：東京都千代田区丸の内三丁

 　　　　　　　 目２番３号

                東京共同会計事務所

③　譲渡価額：4,985,000千円

(2）譲渡の理由

当社は平成17年３月23日開催の当社取締

役会において不動産ファンド事業への進

出を決議しており、今回の固定資産の譲

渡対象物件は、不動産ファンドの投資対

象となるものであります。譲渡先である

有限会社ＭＥＰＦ２は不動産流動化目的

で設立された特別目的会社であります。

―――――　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．平成17年７月15日開催の当社取締役会の決

　　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。

  (1) 平成17年９月20日付をもって普通株式１

　　　株につき２株に分割します。

 　　① 分割により増加する株式数

　　　　普通株式　　　3,777,450株

　　 ② 分割方法

　　　　平成17年７月31日最終の株主名簿及び

　　　　実質株主名簿に記載又は記録された株

　　　　主の所有株式数を１株につき２株の割

　　　　合をもって分割します。

  (2) 配当起算日

　　　平成17年８月１日

　　　なお、当該株式分割が前期首に行われた

      と仮定した場合の前連結会計年度におけ

　　　る１株当たり情報及び当期首に行われた

　　　と仮定した場合の当連結会計年度におけ

　　　る１株当たり情報は、それぞれ次のとお

　　　りであります。

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額

734.77円 

１株当たり純資産額

　890.20円　

１株当たり当期純利益

金額

153.07円 

１株当たり当期純利益

金額 

           189.21円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利

 益金額

 152.19円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利

 益金額

186.76円

 

  ２．新株予約権の付与

  平成17年10月27日開催の第37期定時株

主総会において、商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定によるストックオプ

ション（新株予約権）を付与することを

決議いたしました。

(3）当該事象の損益に与える影響

当該資産の譲渡により発生する売却益

約709百万円であり、特別利益として当

連結会計期間の下期に計上する予定でお

ります。
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６．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当社は、主として不動産分譲事業、不動産賃貸事業、不動産仲介事業を行っており、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

事業の種類別セグ
メントの名称

区別

前中間連結会計期間
(自　平成16年８月１日
至　平成17年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日)

戸数・
件数

金額（千円）
戸数・
件数

金額（千円）
前年同期比
（％）

戸数・
件数

金額（千円）

不動産分譲事業

共同事業

物件
353 10,158,586 147 8,885,569 87.4 406 16,402,782

自社単独

物件
83 5,269,783 250 7,048,384 133.7 527 12,092,589

小計 436 15,428,369 397 15,933,953 103.3 933 28,495,371

不動産賃貸事業

自社保有

物件
380 261,966 345 232,668 88.8 371 491,027

サブリー

ス物件
1,574 711,434 1,196 774,523 108.9 1,208 1,567,543

小計 1,954 973,400 1,541 1,007,191 103.5 1,579 2,058,571

不動産仲介事業 ― 22,190 ― 155,398 700.3 13 1,157,759

その他事業 ― 26,733 ― 107,545 402.3 2 127,171

合計 2,390 16,450,694 1,938 17,204,089 104.6 2,527 31,838,873

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　２．上記の戸数は各物件の当中間連結会計期間における物件ごとの当社グループ事業シェアによる換算戸数であ

　り、共同事業物件における売上高は各物件の総売上に対し、当社グループ事業シェアに応じた当社の売上高　　

　であります。

 　　　 ３．不動産賃貸事業における戸数は対象物件の変動を加味した平均稼動戸数であります。
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