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１．平成18年２月中間期の業績（平成17年９月１日～平成18年２月28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 ％

18年２月中間期 17,838 ( 30.2 ) 1,065 ( 47.1 ) 582 ( 20.6 )

17年２月中間期 13,704 (219.4 ) 724 (　－　) 482 (　－　)

17年８月期 33,137 1,614 981

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年２月中間期 380 ( 66.3) 36,889 71

17年２月中間期 229 ( －　) 25,101 89

17年８月期 500 54,835 72

（注）①期中平均株式数 18年２月中間期 10,325株 17年２月中間期 9,125株 17年８月期 9,125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。

(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

円 銭 円 銭

18年２月中間期 0 00 　　　　――――――

17年２月中間期 0 00 　　　　――――――

17年８月期 　　　　―――――― 5,000 00

(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

18年２月中間期 38,888 3,414 8.8 321,149 61

17年２月中間期 17,495 1,972 11.3 216,122 85

17年８月期 24,287 2,245 9.2 246,036 42

（注）①期末発行済株式数 18年２月中間期 10,633株 17年２月中間期 9,125株 17年８月期 9,125株

②期末自己株式数 18年２月中間期 －株 17年２月中間期 －株 17年８月期 －株
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２．平成18年８月期の業績予想（平成17年９月１日～平成18年８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

期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 50,000  1,349  721  2,000 00 2,000 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　13,853円51銭

 （注）１．平成18年３月１日をもって普通株式１株につき５株に分割しましたので１株当たり予想当期純利益（通期）

　　   　　は、当該分割を考慮した値となっております。

　 　  ２．平成18年３月１日をもって普通株式１株につき５株に分割しましたので１株当たり年間配当金及び期末配当

　　　 金を10,000円から2,000円に読み換えています。

※ 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8ページを参照して下さい。
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７．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年２月28日）
当中間会計期間末

（平成18年２月28日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※２ 1,488,047   2,701,275    2,076,800   

２．売掛金  79,654   114,771    187,475   

３．販売用不動産 ※２ 4,976,353   10,871,623    3,781,033   

４．仕掛販売用不
動産

※２ 3,116,361   10,587,572    6,534,529   

５．開発土地 ※２ 5,668,418   12,262,585    9,269,610   

６．未成工事支出
金

 －   1,872    －   

７．不動産事業手
付金

 645,699   474,896    605,792   

８．繰延税金資産  87,283   162,978    117,925   

９．その他 ※４ 396,813   408,762    621,671   

貸倒引当金  △3,834   △13,543    △17,298   

流動資産合計   16,454,796 94.1  37,572,795 96.6 21,117,999  23,177,540 95.4

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産
※1,
2

 384,831   364,505    363,424  

２．無形固定資産   121,493   99,367    113,438  

３．投資その他の
資産

※２ 556,805   875,799    656,410   

貸倒引当金  △22,843   △23,647    △22,888   

計   533,961   852,152    633,521  

固定資産合計   1,040,286 5.9  1,316,024 3.4 275,737  1,110,384 4.6

資産合計   17,495,083 100.0  38,888,820 100.0 21,393,737  24,287,924 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年２月28日）
当中間会計期間末

（平成18年２月28日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形  149,050   658,208    1,109,725   

２．買掛金  943,424   2,514,183    1,802,302   

３．短期借入金 ※２ 4,642,391   13,271,660    5,522,887   

４．一年内返済予
定長期借入金

※２ 2,196,358   9,594,923    4,027,247   

５．一年内償還予
定社債

 104,000   222,000    198,000   

６．未払法人税等  191,318   329,184    314,932   

７．賞与引当金  22,513   34,627    111,289   

８．不動産事業前
受金

 1,324,829   1,379,047    545,432   

９．その他  501,128   620,412    874,550   

流動負債合計   10,075,012 57.6  28,624,248 73.6 18,549,235  14,506,367 59.8

Ⅱ　固定負債            

１．社債 ※２ 368,000   546,000    247,000   

２．長期借入金 ※２ 4,815,065   6,046,835    7,046,349   

３．預り保証金敷
金

 227,408   229,813    210,781   

４．その他  37,476   27,138    32,343   

固定負債合計   5,447,949 31.1  6,849,788 17.6 1,401,839  7,536,474 31.0

負債合計   15,522,962 88.7  35,474,036 91.2 19,951,074  22,042,842 90.8

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   624,000 3.6  942,980 2.4 318,980  624,000 2.5

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  439,000   951,180    439,000   

資本剰余金合計   439,000 2.5  951,180 2.5 512,180  439,000 1.8

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  660   660    660   

２．任意積立金  500   500    500   

３．中間（当期）
未処分利益

 864,674   1,471,256    1,135,995   

利益剰余金合計   865,834 5.0  1,472,416 3.8 606,582  1,137,155 4.7

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  43,286 0.2  48,207 0.1 4,920  44,926 0.2

資本合計   1,972,121 11.3  3,414,783 8.8 1,442,662  2,245,082 9.2

負債・資本合計   17,495,083 100.0  38,888,820 100.0 21,393,737  24,287,924 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

対前中間期
比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   13,704,200 100.0  17,838,128 100.0 4,133,927  33,137,823 100.0

Ⅱ　売上原価   11,677,235 85.2  14,789,433 82.9 3,112,198  28,539,842 86.1

売上総利益   2,026,964 14.8  3,048,694 17.1 1,021,729  4,597,981 13.9

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  1,302,629 9.5  1,982,849 11.1 680,220  2,983,862 9.0

営業利益   724,335 5.3  1,065,845 6.0 341,509  1,614,118 4.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  43,766 0.3  47,962 0.3 4,195  84,083 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  285,216 2.1  531,218 3.0 246,001  716,564 2.2

経常利益   482,886 3.5  582,590 3.3 99,704  981,637 3.0

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  79,391 0.4 79,391  1,758 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  84,640 0.6  14,615 0.1 △70,024  101,511 0.3

税引前中間
（当期）純利
益

  398,246 2.9  647,365 3.6 249,119  881,884 2.7

法人税、住民
税及び事業税

 182,707   311,579    424,249   

法人税等調整
額

 △13,515 169,191 1.2 △45,099 266,479 1.5 97,288 △42,740 381,508 1.2

中間（当期）
純利益

  229,054 1.7  380,886 2.1 151,831  500,375 1.5

前期繰越利益   635,619   1,090,370  454,750  635,619  

中間（当期）
未処分利益

  864,674   1,471,256  606,582  1,135,995  
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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
前中間会計期間

（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

②　その他有価証券

時価のあるもの

同左

②　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

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

原則として時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）棚卸資産

販売用不動産、仕掛販売用不動

産、開発土地及び未成工事支出

金

個別法による原価法

(3）棚卸資産

同左

(3）棚卸資産

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（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）

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物

３年～24年

工具、器具及び備品

３年～20年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

定額法

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

均等償却法

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３．繰延資産の処理方法

 

(1）新株発行費

─────

(1）新株発行費

　　支出時に全額費用処理してお

　　ります。

(1）新株発行費

 ――――――     

(2）社債発行費

支出時に全額費用処理しており

ます。

(2）社債発行費

　　　　　同左

(2）社債発行費

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき当中間

期に見合う分を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき当期に

見合う分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 同左

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

原則として、繰延ヘッジ処理を

採用しております。なお、金利

キャップ取引及び金利スワップ

取引のうち特例処理の対象とな

る取引については、特例処理を

適用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

原則として、繰延ヘッジ処理を

採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

イ　ヘッジ手段

金利キャップ取引、金利

スワップ取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

イ　ヘッジ手段

金利キャップ取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

イ　ヘッジ手段

同左

ロ　ヘッジ対象

借入金利息

ロ　ヘッジ対象

同左

ロ　ヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

一部の借入金について金利

キャップ取引又は金利スワップ

取引により金利変動リスクを

ヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

一部の借入金について金利

キャップ取引により金利変動リ

スクをヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象及びヘッジ手段につ

いて、それぞれのキャッシュ・

フロー総額の変動額を比較し、

両者の変動額を基準にして検証

しておりますが、特例処理の適

用が可能なものについては、検

証を省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象及びヘッジ手段につ

いて、それぞれのキャッシュ・

フロー総額の変動額を比較し、

両者の変動額を基準にして検証

しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

７．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

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。控除

対象外消費税等については、発生年

度の費用として処理しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

（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

（「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」

（企業会計基準適用指針第６号　平

成15年10月31日）が平成16年３月31日

に終了する事業年度に係る財務諸表か

ら適用できることになったことに伴い、

当中間会計期間から同会計基準及び同

適用指針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。

 ─────

　

（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（「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

業会計基準適用指針第６号　平成15年

10月31日）が平成16年３月31日に終了

する事業年度に係る財務諸表から適用

できることになったことに伴い、当事

業年度から同会計基準及び同適用指針

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。 
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年２月28日）

当中間会計期間末
（平成18年２月28日）

前事業年度末
（平成17年８月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 207,209千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 204,055千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 209,207千円

※２．担保提供資産及び対応債務

(1）担保提供資産

※２．担保提供資産及び対応債務

(1）担保提供資産

※２．担保提供資産及び対応債務

(1）担保提供資産

現金及び預金 17,008千円

販売用不動産 4,498,347

仕掛販売用不動産 1,222,153

開発土地 5,611,336

建物 75,173

土地 140,814

差入保証金敷金 50,000

合計 11,614,833千円

現金及び預金 17,011千円

販売用不動産 9,746,488

仕掛販売用不動産 6,991,592

開発土地 12,109,253

建物 77,885

土地 121,228

差入保証金敷金 50,000

合計 29,113,460千円

現金及び預金 17,009千円

販売用不動産 2,682,937

仕掛販売用不動産 4,946,240

開発土地 9,043,763

建物 65,657

土地 135,400

差入保証金敷金 50,000

合計 16,941,008千円

(2）対応債務 (2）対応債務 (2）対応債務

短期借入金 4,381,273千円

一年内返済予定長期

借入金
2,148,158

社債 170,000

長期借入金 4,787,445

合計 11,486,876千円

短期借入金 12,899,000千円

一年内返済予定長期

借入金
9,551,633

長期借入金 6,004,335

被保証債務（社債） 170,000

合計 28,624,969千円

短期借入金 5,196,600千円

一年内返済予定長期

借入金
3,972,027

 長期借入金 6,985,159

被保証債務（社債） 170,000

合計 16,323,786千円

３．偶発債務

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。

３．偶発債務

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。

３．偶発債務

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。

㈱イースタン・ノエ

ル・リアルティ

25,750千円  ㈱イースタン・ノエ

ル・リアルティ

15,550千円 ㈱イースタン・ノエ

ル・リアルティ

20,650千円

㈲ノエルキャピタル 1,807,500 

 計 1,828,150千円

※４．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

の上、流動資産「その他」に含めて表示

しております。

※４．消費税等の取扱い

同左

※４．　　　　――――――

 

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行と貸出コミットメン

ト契約を締結しております。これら契約

に基づく当中間会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当中間会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行と貸出コミットメン

ト契約を締結しております。これら契約

に基づく当会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 2,100,000千円

借入実行残高 367,500

差引額 1,732,500千円

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
4,580,000千円

借入実行残高 3,117,000

差引額 1,463,000千円

 なお、当該貸出コミットメント契約には、

下記の財務制限条項が付されております。

 ・各年度の決算期の末日における単体

　 の貸借対照表における資本の部の金

   額を、前期決算期の末日における単

   体の貸借対照表における資本の部の

   金額の75％以上に維持すること。

 ・各年度の決算期の末日における単体

   の損益計算書における営業利益、経

   常利益及び当期利益を、いずれも損

   失としないこと。

 ・各年度の決算期の末日における棚卸

   資産残高を、月商の12倍以下に維持

   すること。

 ・平成18年２月末日における営業利益

   及び経常利益をいずれも損失としな　

　 いこと。

貸出コミットメントの総額 2,100,000千円

借入実行残高 231,000

差引額 1,869,000千円

 　なお、当該貸出コミットメント契約には、

下記の財務制限条項が付されております。

 ・各年度の決算期の末日における単体

　 の貸借対照表における資本の部の金

   額を、前期決算期の末日における単

   体の貸借対照表における資本の部の

   金額の75％以上に維持すること。

 ・各年度の決算期の末日における単体

　 の損益計算書における営業利益、経

   常利益及び当期利益を、いずれも損

   失としないこと。

 ・各年度の決算期の末日における棚卸

   資産残高を、月商の８倍以下に維持

   すること。

 ・平成17年２月末日における営業利益

   及び経常利益が平成16年２月末日の

   営業利益及び経常利益を下回らない

   こと。
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 684千円

受取配当金 626

受取賃貸料 16,713

受取利息 1,160千円

受取配当金 8,852

受取賃貸料 19,843

受取利息 7,115千円

受取配当金 1,235

受取賃貸料 36,398

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 166,692千円

社債利息 3,923

支払手数料 77,618

支払利息 343,890千円

社債利息 4,221

支払手数料 74,236

新株発行費 59,126

支払利息 464,219千円

社債利息 2,065

支払手数料 155,255

※３．　　　　─────  ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの

 収用補償金 44,736千円

前期損益修正益 34,655

 

 　　　　前期損益修正益は、前中間会計期間

　　　 　に未払費用計上した地中障害物等除

         去費が、土地の売却先の建築物件の

         用途変更により減額されたことに伴 

         う修正であります。

固定資産売却益 1,758千円

  

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

地中障害物等除去費 84,550千円 固定資産除却損 14,615千円 固定資産売却損 794千円

固定資産除却損 9,666

関係会社出資金評価

損
2,999

投資有価証券評価損 3,499

地中障害物等除去費 84,550

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額

有形固定資産 14,000千円

無形固定資産 9,781

有形固定資産 13,643千円

無形固定資産 15,680

有形固定資産 27,537千円

無形固定資産 30,335
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８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）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の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

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

車両及び運搬
具

4,713 4,477 235

工具、器具及
び備品

148,637 44,422 104,215

ソフトウェア 39,684 20,360 19,323

合計 193,035 69,260 123,775

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

車両及び運搬
具

4,710 706 4,003

工具、器具及
び備品

176,100 59,068 117,032

ソフトウェア 39,858 27,756 12,102

合計 220,669 87,531 133,138

 

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）

車両及び運搬
具

9,423 4,949 4,474

工具、器具及
び備品

176,161 52,048 124,113

ソフトウェア 41,467 19,427 22,040

合計 227,052 76,424 150,628

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

一年内 34,728千円

一年超 91,655

合計 126,384千円

一年内 35,536千円

一年超 100,663

合計 136,200千円

一年内 40,140千円

一年超 113,247

合計 153,387千円

(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

(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 20,048千円

減価償却費相当額 18,279

支払利息相当額 2,284

支払リース料 27,566千円

減価償却費相当額 25,666

支払利息相当額 2,759

支払リース料 41,692千円

減価償却費相当額 38,050

支払利息相当額 4,631

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額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

(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

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

一年内 1,836千円

一年超 1,071

合計 2,907千円

一年内 1,071千円

一年超 －

合計 1,071千円

一年内 1,836千円

一年超 153

合計 1,989千円
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（有価証券関係）

　前中間会計期間（自　平成16年９月１日　至　平成17年２月28日）、当中間会計期間（自　平成17年９月１日

　至　平成18年２月28日）及び前事業年度（自　平成16年９月１日　至　平成17年８月31日）において子会社株

式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

１株当たり純資産額 216,122.85円

１株当たり中間純利益

金額
25,101.89円

１株当たり純資産額 321,149.61円

１株当たり中間純利益

金額
36,889.71円

 潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
35,640.15円

１株当たり純資産額 246,036.42円

１株当たり当期純利益

金額
54,835.72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、当社株式は非上

場であるため、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。

―――――― 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、新株予約権

の残高はありますが、当社株式は非上

場であるため、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。

 
前中間会計期間

(自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日)

当中間会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

前事業年度
(自　平成16年９月１日
至　平成17年８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） 229,054 380,886 500,375

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円）
229,054 380,886 500,375

普通株式の期中平均株式数（株） 9,125 10,325 9,125

    

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） － － －

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益の算定に用いられた普通株式増加

数の主な内訳（株）

   

 　新株引受権 － 101 －

 　新株予約権 － 261 －

普通株式増加数（株） － 362 －

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

新株予約権３種類（新

株予約権の数　415個）

新株予約権１種類（新

株予約権の数　85　

個）

新株予約権３種類（新

株予約権の数　448　

個）
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

　平成17年３月４日の取締役会決議に基づき、

子会社を新設いたしました。その概要は以下

のとおりであります。

(1）商号 有限会社ノエルキャピタ

ル

(2）本店 川崎市高津区二子５丁目

１番１号

(3）設立 平成17年３月17日

(4）目的 不動産賃貸業務

(5）出資金 ３百万円

(6）総出資口数 60口

(7）出資者 ㈱ノエル

60口（100％）

　なお、平成17年３月18日の取締役会決議に

基づき、上記子会社に対し、貸付及び銀行借

入に対する債務保証を実施しております。そ

の概要は以下のとおりであります。

(1）貸付概要

①　借入人 有限会社ノエルキャピタ

ル

②　貸付日 平成17年３月28日

③　金額 330百万円

④　資金使途 賃貸マンション信託受益

権購入資金

(2）債務保証概要

①　被保証人 有限会社ノエルキャピタ

ル

②　保証金額 1,849百万円

③　金融機関 三井住友銀行

④　資金使途 賃貸マンション信託受益

権購入資金

1.平成18年１月30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18年３月１日をもって普通株式１株

につき５株に分割します。

①分割により増加する株式数

　普通株式 42,532株 

②分割方法

平成18年２月28日最終の株主名簿及び実質株

主名簿に記載された株主の所有普通株式１株

につき５株の割合をもって分割します。

(2)配当起算日

平成18年３月１日

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前中間会計期間及び前事業年度におけ

る１株当たり情報並びに当期首に行われたと

仮定した場合の当中間会計期間における１株

当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなり

ます。

前中間会計期

間

当中間会計期

間
前事業年度

１株当たり純

資産

43,224.57円

１株当たり純

資産

64,229.92円

１株当たり純

資産

49,207.28円

   

１株当たり

中間純利益

5,020.38円

１株当たり中

間純利益

7,377.94円 

１株当たり当

期純利益

10,967.14円 

   

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

　　　－円

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

7,128.43円 

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益

 　　 －円

   

 2.平成18年３月20日付で、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行３行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

  (1)コミットメントラインの総額

　　3,000,000千円

 (2)借入実行可能期間

　　平成18年３月27日から　

　　平成19年３月31日まで　　

 (3)アレンジャー兼エージェント

　　 株式会社横浜銀行

 (4)参加金融機関

　　株式会社横浜銀行 

　  神奈川県信用農業協同組合連合会

　　株式会社第四銀行

1．当社は、平成17年８月24日及び平成17年９

月５日開催の取締役会において、下記のとお

り新株式の発行を決議し、平成17年９月26日

に払込が完了いたしました。

　この結果、平成17年９月26日付で資本金

は889,200千円、発行済株式総数は10,325株

となっております。 

  ①　募集方法 ：一般募集

(ブックビルディング方式による募集) 

②　発行する株式の種類及び数:普通株式

　1,200株 

③　発行価格 ：１株につき　 580,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④　引受価額 ：１株につき　 539,400円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新

株式払込金として受取った金額であります。

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、

引受人の手取金となります。 

⑤　発行価額 ：１株につき　　442,000円

(資本組入額　 221,000円) 

⑥　発行価額の総額 ：530,400千円 

⑦　払込金額の総額 ：647,280千円 

⑧　資本組入額の総額 ：265,200千円 

⑨　払込期日 ：平成17年９月26日 

⑩　配当起算日 ：平成17年９月１日 

⑪　資金の使途 ：運転資金

 （事業用地仕入資金等） 
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前中間会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

 ―――――  ―――――

 

 ２．当社は、平成17年８月24日及び平成17年９

月５日開催の取締役会において下記のとおり

第三者割当により新株式発行が決議されまし

た。 

①　発行する株式の種類及び数 ：普通株式

　　　　　　　　　　　　　　　　　200株 

②　発行価格 ：１株につき　 580,000円 

③　引受価額 ：１株につき　 539,400円 

　この価格は当社が引受人により１株当たり

の新株払込金として受け取る予定の金額であ

ります。

 　なお、発行価格と引受価額との差額の総額

は、引受人の手取金となります。 

④　発行価額：１株につき　　442,000円

　　　　　　　(資本組入額　 221,000円) 

⑤　発行価額の総額 ：88,400千円 

⑥　払込金額の総額 ：107,880千円 

⑦　資本組入額の総額 ：44,200千円 

⑧　申込期日 ： 平成17年10月25日 

   なお、上記の申込期日までに申込のない株

式については発行を打ち切るものとされてお

ります。 

⑨　払込期日 ：平成17年10月25日 

⑩　配当起算日 ：平成17年９月１日 

⑪　資金の使途 ：運転資金

 （事業用地仕入資金等） 
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