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平成 １８ 年 ２ 月期   決算短信（連結） 平成18年４月24日 

上 場 会 社 名 株式会社 原 弘 産 上場取引所 大阪証券取引所 
コ ー ド 番 号 ８８９４ 本社所在都道府県 山口県 
（ＵＲＬ http://www.harakosan.co.jp） 
代 表 者   役職名 代表取締役社長 氏名 原  將昭 
問 合 せ 先 責 任 者   役職名 常務取締役   氏名 園田 匡克      ＴＥＬ (０８３２)２９－８８９４ 
決算取締役会開催日 平成18年４月24日 
親会社等の名称 ― （コード番号： ― ）    親会社等における当社の議決権所有比率 ― ％ 
米国会計基準採用の有無   有 ・ 無 
 

１ 18年２月期の連結業績（平成17年３月１日～平成18年２月28日） 

(1) 連結経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年２月期 
17年２月期 

百万円   ％ 
25,911     ―  

―     ―  

百万円   ％ 
1,877     ―  

―     ―  

百万円   ％ 
1,903     ―  

―     ―  
 

 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 

 
18年２月期 
17年２月期 

百万円   ％ 
1,014     ―  

―     ―  

円  銭 
8,411  29  
―     

円  銭 
―     
―     

％ 
13.2   
―  

％ 
7.9   
―  

％ 
7.3  
―  

(注)①持分法投資損益      18年２月期     △1 百万円   17年２月期     ― 百万円 

②期中平均株式数（連結）  18年２月期    113,518株     17年２月期     ― 株 

③会計処理の方法の変更   有 ・ 無 

④当連結会計年度から連結財務諸表を作成しているため、前年との比較は行っておりません。 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 
18年２月期 
17年２月期 

百万円 
30,713       

―    

百万円 
9,639       

―    

％ 
31.4   
―  

円   銭 
81,284   25  

―      

(注)期末発行済株式数（連結）  18年２月期   117,850株     17年２月期      ― 株 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
18年２月期 
17年２月期 

百万円 
△5,079    

―    

百万円 
375    
―    

百万円 
6,174    

―    

百万円 
2,941   
―    

 
(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   ６社   持分法適用非連結子会社数  ― 社   持分法適用関連会社数   ２社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  ― 社   (除外)  ― 社    持分法 (新規)  ― 社   (除外)  ― 社 
 
２ 19年２月期の連結業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円 
10,000    
45,000    

百万円 
550    

3,000    

百万円 
290    

1,500    

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）10,846円11銭 

  
※ 上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異な

る場合があります。１株当たり予想当期純利益（通期）につきましては、平成18年３月20日付で発行した新株予約権がすべて行使されたと

仮定して算出しております。なお、業績予想に関連する事項につきましては添付資料の７ページを御参照ください。 



 - 2 -

Ⅰ．企業集団の状況 

 当社の企業集団は、当社、連結子会社６社及び関連会社２社で構成されており、不動産分譲事業、

不動産賃貸管理事業、環境事業を営んでおります。その主な事業内容と、各社の当該事業に係る位

置付けは、次のとおりであります。 

 なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しております。 

a.不動産分譲事業 

 当社及び連結子会社である株式会社エストラスト及び株式会社ベツダイは、分譲マンションの販

売、戸建住宅の企画・設計・販売及び不動産の仲介業務を行っております。また株式会社エストラ

スト及び株式会社ベツダイは分譲マンションの販売代理業務を行っております。 

b.不動産賃貸管理事業 

 当社は、山口県内において一般賃貸物件及び高齢者向け賃貸マンションの管理業務を行っており

ます。連結子会社である別大コミュニティー株式会社は、大分県内において一般賃貸物件及び分譲

マンションの管理業務を行っております。連結子会社である株式会社原弘産ライフサービスは老人

ホーム等の運営・管理を行うことを目的に設立しました。 

c.環境事業 

 当社は、太陽光発電システム、風力発電機、貝殻を使ったリサイクル漁礁等の販売を行っており

ます。連結子会社である住吉重工業株式会社は、建設泥土・焼却灰再利用化プラント、下水道管渠

布設用立坑構築機及び減圧乾燥装置等の環境機器の製造・販売を行っております。連結子会社であ

るHarakosan Europe B.V.は、風力発電機の受注・設計・製作を行っております。関連会社である油

谷風力発電株式会社は風力発電に係る売電事業を行っております。また関連会社である株式会社石

川再資源化研究所はガラス瓶の処理並びに再生事業を行っております。 

上記の事項を事業系統図により示すと次のとおりであります。 

マンション

代金

賃貸情報 賃貸管理

賃貸料 賃貸管理料

製品
商品

代金

エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー

(環境事業）
　  当社
　●Harakosan Europe B.V.
　●住吉重工業株式会社
　○油谷風力発電株式会社
　○株式会社石川再資源化研究所

入
居
者

オ
ー
ナ
ー

(不動産賃貸管理事業）
　　当社
　●別大コミュニティー株式会社
　●株式会社原弘産ライフサービス

エ
ン
ド
ユ
ー

ザ
ー

(不動産分譲事業）
　 　当社
　●株式会社エストラスト
  ●株式会社ベツダイ

  （注）●は連結子会社、○は持分法適用関連会社 
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Ⅱ．経営方針  

 a．会社の経営の基本方針 

当社グループは、お客様の立場で｢住」を見つめ、様々なニーズに応えていくことが、事業を通じての「社

会への貢献」であり、当社の経営理念であります「天地に感謝・社会に奉仕」にあたるものと考えており

ます。 

当社が販売するマンションは太陽光発電システムの取り付け、室内オール電化等、住環境を十分配慮し

たものであり、セキュリティ面についても最新の設備を採用した、暮らしやすい造りであります。また当

社所有の高齢者マンションでは、介護士（有資格者）の常駐、デイサービス施設の併設に加え、オプショ

ンで多様な生活支援サービスを選択していただけるなど、｢人への優しさ」に配慮したものとなっておりま

す。 

また、｢地球へのやさしさ」という観点から、環境事業として、既存の太陽光発電システム事業や本格始

動した風力発電事業のほか、BDF装置等の新規環境商品の実用化に向けて取り組んでおります。 

当社は「地球大切宣言」を提唱し、人と環境に優しい暮らしを提供するトータルライフディベロッパー

としての責任を果たすとともに、企業価値のさらなる増大を図るべく、日 努々力してまいります。 
 

 b．会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元と同時に競争力の確保を重要な経営課題の一つと位置付けして

おります。そのために経営成績に応じた配当実績を視野に入れつつ、企業体質の強化と今後の事

業拡大に備えるために適正な内部留保の蓄積に努めてまいります。 

 

 c．投資単位の引下げに関する考え方及び方針 

投資単位引き下げ及び当社株式の流動性の向上のため、株式分割等を視野に入れております。 

 

 d．目標とする経営指標 

当社は、経営指標として株主資本利益率（ROE）の向上を常に求めてまいります。目標数値は

15％としております。 

 

 e．中長期的な経営戦略 

当社グループの基幹事業でありますマンション分譲販売につきましては、そのエリアを全国へ

広げ、さらなる事業の拡大を図ってまいります。また、本年４月に子会社である株式会社原弘産

ＰＦＩインヴェストメントを新規設立し、将来の不動産事業の柱としてのPFI事業に本格参入し

てまいります。賃貸管理事業につきましては、賃貸管理受託の専門部署を新たに設置し、さらな

る管理戸数の増加を目指してまいります。また、お客さまのニーズに応えるべくウィークリー専

門部署を設置し、需要が増すウィークリーステイの取り込みを図ってまいります。環境事業の分

野では従来からの太陽光発電システムの販売等に続き、当連結会計年度より本格化した風力発電

事業の拡大、BDF製造装置の生産・販売に向けて取り組んでまいります。 
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 f．会社の対処すべき課題 

既存事業のさらなる充実と新規事業への取り組み等、積極的な経営を推進し、これら事業をこ

なすための人材の育成と資金の効率的運用、財務体質の強化を課題として取り組んでまいります。

また、関係会社との連携を深め、双方のメリットを十分に生かした経営管理と指導にも注力し、

グループ間の関係強化、業績向上及び企業価値の向上につとめてまいります。 

 

 g．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、経営の効率化、ディスクロージャーの充実、経営上の意思決定と執行の分離、監査役

の権限の独立等、株主の立場に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの

基本的な方針としております。 

 

h．コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

当社は、経営を監視するという観点から、監査役の権限を独立させているほか、内部監査部門

として社長直属の業務検査室を設置しており、投資家への公正かつ適切な情報開示が行われてい

るか検証するために、監査役の法令上の監査、業務検査室による業務執行の監査を定期的に行っ

ております。 

当社は委員会等設置会社ではありません。内部の統制につきましては会社の組織、各種規程に

より統制しております。 

取締役会は、取締役７名で構成しており、迅速かつ的確な意思決定を行うことができる適正な

規模と考えております。毎月行われる取締役会では、経営の基本方針、法令で定められた事項、

その他重要な事項を決定するとともに各部門の業務執行状況の監督、業績の進捗確認を行ってお

り、業務執行・意志決定の迅速化を強化しております。 

当社は監査役制度を採用しております。監査役３名を選任しており、その内２名は社外監査役

であります。監査役は毎月の取締役会に出席し、取締役および各部門長の業務執行について厳正

な監視を行っております。また、監査役会を毎月開催し、監査役会としての機能が発揮できるよ

う、努めております。 

会計監査人として、あずさ監査法人と監査契約を結び会計監査を受けており、必要に応じアド

バイスを受けておりますが、体制への関与はありません。 

顧問弁護士は、複数の法律事務所と顧問契約を結び、必要に応じアドバイスを受けております

が、体制への関与はありません。

業務検査

会計監査

　　内部監査

選
任
・
解
任

代表取締役社長 会計監査人

業務検査室

会計監査

社外監査役
　（２名）

経営会議
　常勤取締役（6名）
　執行役員　（2名）

株　　主　　総　　会

選任・解任 選任・解任

取締役会
　取締役（７名）

監査役会
　監査役（3名）
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Ⅲ．経営成績及び財政状態 

１. 経営成績 

    当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の向上による設備投資の増加や雇用情勢の

改善による個人消費の持ち直しの動きが見られるなど、国内景気は緩やかな回復基調で推移し

ました。一方では、原油価格の高騰や原材料の値上がり、増税、年金問題等の不安要素も抱え

ており、景気の先行きについては楽観視できないものの、引続き景気拡大基調は持続するもの

と思われます。 

    当不動産業界におきましては、低金利住宅ローンや税制優遇措置により分譲マンション・戸

建住宅の購入需要は高まり、平成17年の新設住宅着工戸数は 123万 6千戸（対前年比4.0％増）

と３年連続の増加となりました。また、減損会計の適用や、低金利による資金運用難を背景と

して、J-REIT（不動産投資信託）市場への新規上場増加、不動産ファンドの増加など不動産流

動化市場が活性化しました。地価については、全国平均で下落傾向が続いたものの、その下落

幅は緩やかになり、都心部などの一部地域では商業地域から住宅地域においても上昇傾向が見

られるなど、資産デフレ脱却への兆しが出てきております。一方、アスベスト問題や耐震強度

偽装問題が発覚するなど、住環境への不安感が大きな社会問題となりました。 

    このような状況下、当社は Harakosan Europe B.V.、株式会社エストラスト、住吉重工業株

式会社、別大コミュニティー株式会社、株式会社原弘産ライフサービス及び株式会社ベツダイ

の６社を設立もしくは子会社化し、主力の分譲マンション販売の強化と賃貸管理事業部門及び

環境事業部門の拡充を図ってまいりました。 

    その結果、当連結会計年度におきましては、営業収益は259億１千１百万円、営業利益は18

億７千７百万円、経常利益は19億３百万円、当期純利益は 10億１千４百万円となりました。 

    なお、当連結会計年度から連結財務諸表を作成しているため、前期との比較は行っておりま

せん。 

    事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

                                      （単位：千円） 

事業の種類別セグメント 営業収益 構成比 

不動産分譲事業 24,066,918 92.9％ 

不動産賃貸管理事業 1,125,385 4.3％ 

環境事業 718,781 2.8％ 

合計 25,911,084 100.0％ 

   （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    

① 不動産分譲事業 

当社グループでの分譲マンションの総引渡戸数は521戸となりました。当社の引渡戸数は478

戸となり、前期と比較すると 244戸増加しており、また、契約戸数につきましては 984戸とな

り、前期と比較すると 663戸増加し、販売・契約状況は引続き好調に推移しました。また、分

譲マンション用地として購入した神奈川県川崎市の土地等、分譲土地の販売が大きく貢献いた

しました。 

    この結果、当連結会計年度の営業収益は240億６千６百万円となりました。 



 - 6 -

   ② 不動産賃貸管理事業 

当社での賃貸物件管理受注戸数は毎月確実に増加しており、県内でのトップの地位を引続き

維持しております。また、高齢者向け賃貸マンションの運営も順調に推移しており、安定した

収益を確保しております。 

以上の結果、当連結会計年度の営業収益は11億２千５百万円となりました。 

 

③  環境事業 

太陽光発電システム、貝殻を使ったリサイクル漁礁、環境機器の販売に加え、当連結会計年

度より本格始動した風力発電機の販売については、国外では、台湾からの受注分 22 基のうち 

８基を納入し、国内では島根県で12基を受注するなど、受注・販売に向けた取り組みに注力し

てまいりました。 

この結果、当連結会計年度の営業収益は７億１千８百万円となりました。 

 

２. 財政状態 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主として、財務活

動による資金の増加により、期首残高に比べて 14 億７千２百万円増加し、29 億４千１百万円

となりました。 

     なお、当連結会計年度から連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前期との比

較は行っておりません。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、50 億７千９百万円となりました。

これは、主としてたな卸資産の増加58億４千９百万円及び売上債権の増加44億７百万円による

ものです。また増加要因としては仕入債務の増加25億３千３百万円などによります。。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動から得られた資金は３億７千５百万円となりました。これ

は、主として出資金の売却10億１千万円及び投資有価証券の売却４億８千５百万円によるもの

です。また減少要因としては貸付金の貸付６億９千４百万円及び投資有価証券の取得２億７千

５百万円によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動から得られた資金は61億７千４百万円となりました。これ

は、主として長期借入金として 66億４千１百万円及び新株予約権付社債の発行により 30億円

を調達したためであります。また減少要因としては、長期借入金の返済による支出が44億３千

５百万ありました。 
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３.次期の見通し 

今後の経済の見通しにつきましては、企業収益の向上、雇用情勢の改善に伴う個人消費の増

加が予想され、引続き景気拡大基調で推移するものと思われますが、本年３月に発表された日

銀による量的緩和政策の解除に伴い、今後の金利の動向を注視する必要があります。 

このような状況の中、当社グループは常に先進性の事業展開を心がけており、主力の分譲マ

ンション事業では、山口県内にとどまらず関東地区や九州地区を中心とした広域展開をさらに

進めてまいります。また、環境事業におきましては、廃食用油を使ったバイオディーゼル燃料

の製造装置の販売開始に向けた準備を引続き進め、風力発電事業におきましては、本年５月下

旬に中国湖南省での合弁会社設立を予定しており、合弁会社を通じて中国市場での営業活動を

展開する考えであります。 

当社グループは今後も攻めの姿勢を崩さず、グループ全社をあげて業績の向上、企業価値の

向上に取り組んでまいります。 

なお、次期の連結業績見通しにつきましては、営業収益450億円、経常利益30億円、当期純

利益15億円を見込んでおります。 

 

４.事業等のリスク 

以下において、当社グループの事業展開上、リスク要因となる可能性があると考えられる主な

事項を記載しております。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項であっても、投資者の投

資判断上重要または有益であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示

の観点から以下に記載しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上

で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。 

本項において、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在に

おいて当社が判断したものであります。 

 

①不動産市況、金利動向等の影響について 

当社グループの主要事業である分譲マンション事業は、景気動向、金利変動、新規供給物件動

向、不動産販売価格動向、住宅税制等の影響を受けやすいため、景気見通しの悪化や大幅な金利

の上昇、あるいは供給過剰による販売価格の下落の発生等、諸情勢に変化があった場合には、購

買者のマンション購入意欲を減退させる可能性があり、その場合には、当社の業績は影響を受け

る可能性があります。 

また、上記経済情勢の変化は事業用地の購入代金、建築費等の変動要因ともなり、これらが上  

昇した場合には、当社グループの事業利益が圧迫され、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

②有利子負債への依存について 

当社グループは、分譲マンション用地の取得資金及び建築費の一部を、主として金融機関か

らの借入金により調達しているため、有利子負債への依存度が高い水準にあります。今後、当

社としては、資金調達手段の多様化に積極的に取り組み、自己資本の充実に注力する方針では

ありますが、現行の金利水準が変動した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。 
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③個人情報の管理について 

当社グループは、分譲マンションや賃貸物件の契約者等、顧客の個人情報を多く取扱う立場

にあります。個人情報保護法施行に伴い、社内教育の徹底とＩＴ関連のセキュリティ面強化等、

個人情報の管理には十分留意しており、個人情報が漏洩する危険性は極めて低いと考えており

ますが、万一何らかの原因により情報が流出した場合には、当社への損害賠償請求や信用の低

下等により、当社グループの経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

ファイル名:020_927005/05/18 3:56 印刷日時:0 

④海外での事業展開について 

当社は、オランダに設立した当社100％子会社である「Harakosan Europe B.V.」を通じて、

主にヨーロッパにおける風力発電機の受注及び設計・製作を行っております。これらの事業は

オランダ国内に限らず、広くヨーロッパ全域に及んでおりますので、あらゆるリスクへの対応

を行いますが、受注先の国情の変化によってはリスクが発生し、当社グループの経営成績及び

今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤企業買収、戦略的提携について 

当社は、既存の事業を拡大するため、あるいは新たな事業における進出・補強等のために、事

業戦略の一環として企業買収や資本提携を含む戦略的提携を行う可能性があります。企業買収や

戦略的提携に際しては十分な検討を行いますが、買収・提携後の事業計画が当初計画通りに進捗

しない場合には、業績に悪影響を与える可能性があります。 

 

⑥代表取締役社長 原將昭への依存について 

従来は、当社の創業者である原將昭の強力なリーダーシップにより業績を上げてまいりました

が、数年前より内部組織の改正、規程の改訂による権限の移譲等を行い、原將昭への依存度の低

下を図っております。しかし、万一の事故等により当社業務の遂行が困難となった場合、一時的

に風評リスクが発生する可能性はありますが、事業自体への影響は無いと考えます。 

 

⑦人材確保について 

当社は急激な企業成長により、それに伴う中途採用が増加したこともあり、平均勤続年数が2.9

年（平成18年２月28日現在）となっております。当社の既存事業を継続的に運営し、また、新規

事業の発展に向けて取り組むためには、優秀な人材確保がますます必要であると考えます。しか

し、当社の求める人員の確保や育成ができない場合、あるいは現在在職している人材が流出する

ような場合には、当社の経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧為替レートの変動について 

当社グループは、今後ヨーロッパ及びアジアからの受注が発生することが予測されること、及

び、当社と海外子会社間の取引を外貨建てで行っているため、為替レートの変動が当社グループ

の製品の海外市場における競争力、採算、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 
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Ⅳ. 連結財務諸表等 

１. 連結財務諸表 

(１) 連結貸借対照表 

 

  
当連結会計年度 

(平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金 ※３  3,302,188  

２ 受取手形及び営業未収入金 ※２  7,239,636  

３ たな卸資産 ※３  14,209,273  

４ 繰延税金資産   66,721  

５ その他   563,203  

６ 貸倒引当金   △20,475  

流動資産合計   25,360,548 82.6 

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物及び構築物 ※３ 2,986,021   

  減価償却累計額  1,124,855 1,861,166  

(2) 機械装置及び運搬具  487,500   

  減価償却累計額  426,189 61,311  

（3）土地 ※３  1,722,633  

 （4）その他  157,875   

  減価償却累計額  96,722 61,153  

有形固定資産合計   3,706,264 12.1 
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当連結会計年度 

(平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

２ 無形固定資産     

（1）連結調整勘定   423,272  

(2) その他   227,756  

無形固定資産合計   651,029 2.1 

３ 投資その他の資産     

 （1）投資有価証券 ※１  403,297  

 （3）長期貸付金   287,994  

（4）繰延税金資産   35,053  

（5）その他   435,752  

（6）貸倒引当金   △165,988  

投資その他の資産合計   996,110 3.2 

固定資産合計   5,353,403 17.4 

資産合計   30,713,952 100.0 
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当連結会計年度 

(平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び営業未払金  4,303,305  

２ 短期借入金 ※３ 5,269,000  

３ １年内返済予定長期借入金 ※３ 2,734,262  

４ １年内償還予定社債  40,000  

５ 未払法人税等  778,086  

６ 未払消費税等  13,436  

７ 賞与引当金  25,496  

８ その他  1,822,419  

流動負債合計  14,986,006 48.8 

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  690,000  

２ 長期借入金 ※３ 4,610,397  

３ 退職給付引当金  224,381  

４ 役員退職慰労引当金  74,491  

５ 繰延税金負債  574  

６ 連結調整勘定  71,818  

７ その他  358,836  

固定負債合計  6,030,499 19.6 

負債合計  21,016,506 68.4 

    

（少数株主持分）    

少数株主持分  58,047 0.2 

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※５ 6,034,908 19.6 

Ⅱ 資本剰余金  1,688,071 5.5 

Ⅲ 利益剰余金  1,928,718 6.3 

Ⅳ その他有価証券評価差額金  24,102 0.1 

Ⅴ 為替換算調整勘定  2,228 0.0 

Ⅵ 自己株式 ※６ △38,631 △0.1 

  資本合計  9,639,397 31.4 

負債、少数株主持分及び 
資本合計 

 30,713,952 100.0 
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(２) 連結損益計算書 

 

  
当連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 営業収益     

 １ 不動産販売高  23,958,121   

 ２ 完成工事高  108,797   

 ３ 賃貸事業収入  1,125,385   

 ４ 商品売上高  718,781 25,911,084 100.0 

Ⅱ 営業原価     

 １ 不動産販売原価  20,613,099   

 ２ 完成工事原価  98,725   

 ３ 賃貸事業原価  775,172   

 ４ 商品売上原価  586,018 22,073,016 85.2 

営業総利益   3,838,068 14.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,960,439 7.6 

営業利益   1,877,629 7.2 

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息  5,714   

 ２ 受取配当金  140,686   

 ３ 有価証券売却益  102,144   

 ４ 連結調整勘定償却額  6,528   

 ５ 持分法による投資利益  289   

 ６ その他  105,894 361,259 1.4 

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息  234,484   

 ２ 社債発行費  30,313   

 ３ 為替差損  1,056   

 ４ 持分法による投資損失  1,390   

 ５ その他  67,824 335,069 1.3 

経常利益   1,903,820 7.3 

Ⅵ 特別利益     

 １ 投資有価証券売却益  49,700 49,700 0.2 

Ⅶ 特別損失     

 １ 投資有価証券売却損  413   

 ２ 固定資産除却損 ※２ 802 1,215 0.0 

税金等調整前当期純利益   1,952,304 7.5 

法人税、住民税及び事業税  953,251   

法人税等調整額  △31,421 921,829 3.5 

少数株主利益   15,638 0.1 

当期純利益   1,014,835 3.9 
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(３) 連結剰余金計算書 

 

  

当連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   187,630 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

 １ 新株予約権付社債の新株予約権の

行使による増加高 
 1,499,997  

 ２ 自己株式処分差益  443 1,500,441 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   1,688,071 

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,138,729 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１ 当期純利益  1,014,835 1,014,835 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１ 配当金  163,662  

２ 役員賞与  30,000  

３ 持分法適用関連会社増加に伴う

減少高 
 31,184 224,847 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   1,928,718 
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(４) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

   
当連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 税金等調整前当期純利益  1,952,304 

 ２ 減価償却費  137,784 

  ３ 連結調整勘定償却  21,879 

 ４ 貸倒引当金の増加額又は減少額（△）  9,728 

 ５ 賞与引当金の増加額又は減少額（△）  △2,816 

 ６ 退職給付引当金の増加額又は減少額（△）  △10,556 

 ７ 役員退職慰労引当金の増加額又は減少額（△）  10,291 

 ８ 受取利息及び受取配当金  △146,401 

 ９ 支払利息  234,484 

 10 為替差損益  888 

 11 持分法による投資損益  1,100 

 12 有形固定資産除却損  802 

 13 有価証券売却益  △102,144 

 14 投資有価証券売却益  △49,700 

 15 投資有価証券売却損  413 

 16 売上債権の増加額（△）又は減少額  △4,407,372 

 17 たな卸資産の増加額（△）又は減少額  △5,849,815 

 18 仕入債務の増加額又は減少額（△）  2,533,766 

 19 役員賞与の支払額  △30,000 

 20 その他   1,234,240 

     小計  △4,461,121 

 21 利息及び配当金の受取額  146,365 

 22 利息の支払額  △261,407 

 23 法人税等の支払額  △503,764 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △5,079,927 
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当連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 定期性預金の預入による支出  △312,087 

２ 定期性預金の払戻による収入  284,636 

３ 有形固定資産の取得による支出  △80,926 

４ 無形固定資産の取得による支出  △12,859 

５ 投資有価証券の売却による収入  485,162 

６ 投資有価証券の取得による支出  △275,418 

７ 出資金の取得による支出  △180,030 

８ 出資金の売却による収入  1,010,000 

９ 連結子会社の取得による収入   59,283 

10 貸付金の貸付による支出  △694,811 

11 貸付金の回収による収入  59,474 

12 その他  33,247 

投資活動によるキャッシュ・フロー  375,671 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の増加額又は減少額（△）  1,174,000 

２ 長期借入金の借入による収入  6,641,000 

３ 長期借入金の返済による支出  △4,435,335 

４ 社債の償還による支出  △20,000 

５ 新株予約権付社債の発行による収入  3,000,000 

６ 配当金の支払額  △163,662 

７ 自己株式の純増（△）減  △21,806 

財務活動によるキャッシュ・フロー  6,174,196 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2,495 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)  1,472,435 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,468,769 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  2,941,205 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ６社 

 連結子会社の名称 

  Harakosan Europe B.V. 

  株式会社エストラスト 

  住吉重工業株式会社 

  別大コミュニティー株式会社 

  株式会社原弘産ライフサービス 

株式会社ベツダイ 

 

Harakosan Europe B.V.及び株式会社原弘産ライフサー

ビスは新規設立により、株式会社エストラスト、住吉重工

業株式会社、別大コミュニティー株式会社及び株式会社ベ

ツダイは株式取得により、当連結会計年度から連結の範囲

に含めております。 

なお、住吉重工業株式会社は、株式のみなし取得日を平

成17年６月末としたため、損益計算書は平成17年７月１日

から平成17年12月31日までを連結の範囲に含めておりま

す。別大コミュニティー株式会社は、株式のみなし取得日

を平成17年９月末としたため、損益計算書は平成17年10月

１日から平成18年２月28日までを連結の範囲に含めており

ます。株式会社ベツダイは、株式のみなし取得日を平成18

２月末としたため、平成18年２月末の貸借対照表のみ連結

の範囲に含めております。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 持分法を適用した関連会社の数  ２社 

 関連会社の名称 

  油谷風力発電株式会社 

  株式会社石川再資源化研究所 

 

３ 連結子会社の決算日等に関

する事項 

 Harakosan Europe B.V.、住吉重工業株式会社及び株式

会社原弘産ライフサービスの決算日は12月31日でありま

す。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、上記決算日現在の財

務諸表を使用しております。なお、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

 また、別大コミュニティー株式会社及び株式会社ベツダ

イの決算日は３月31日であるため、連結決算日現在で決算

に準じた仮決算を行っております。 
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項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

４ 会計処理基準に関する事項 （1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ①有価証券 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

   連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）によっております。 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法によっております。  

 

 ②デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の

評価基準及び評価方法 

時価法によっております。 

 

 ③たな卸資産 

主として個別法による原価法によっております。 

 

 （2）重要な減価償却資産の減価償却方法 

①有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は、定率法を採用しておりま

す。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(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。 

 

②無形固定資産 

当社及び国内連結子会社は、定額法を採用しておりま

す。なお、償却年数については、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。 

ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内

における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用して

おります。 

 

③長期前払費用 

当社及び国内連結子会社は、定額法を採用しておりま

す。 

 

 

 （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する方法を採用しております。 

 

②社債発行費 

支出時に全額費用処理する方法を採用しております 
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項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

 （4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

当社及び国内連結子会社は、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

検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

②賞与引当金 

当社及び国内連結子会社は、従業員の賞与支給に備え

るため、支給見込額基準により計上しております。 

 

③退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末の退職給付債務(簡便法によ

る期末自己都合要支給額)を計上しております。 

 

④役員退職慰労引当金 

当社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社

の内規に基づく期末要支給額を計上しております。 

 

 （5）重要なリース取引の処理方法 

  当社及び国内連結子会社は、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。 

 

 （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 

 ①消費税等の会計処理 

  当社及び国内連結子会社は、消費税及び地方消費税

の会計処理は税抜処理によっております。 

   なお、固定資産に係る控除対象外消費税は長期前払 

 消費税（投資その他の資産の「その他」）に計上し、

５年間で均等償却を行っております。 
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項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

５ 連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法を採用しております。 

 

６ 連結調整勘定の償却に関す

る事項 

 連結調整勘定は、原則５年間で均等償却することとして

おります。 

 

７ 利益処分項目等の取扱いに

関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について、

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成して

おります。 

 

８ 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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期

日の到来する流動性の高い、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短期的

な投資であります。 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

当連結会計年度 
(平成18年２月28日) 

※１  関連会社に対するもの 

投資有価証券      3,490千円 

 

※２ 手形割引高及び裏書譲渡高 

    受取手形割引高        13,954千円 

受取手形裏書譲渡高      16,678千円 

 

※３ 担保に供している資産 

現金及び預金 210,113千円

たな卸資産 7,662,287千円

建物及び構築物 1,557,081千円

土地 926,354千円

 計 10,355,837千円

 

  上記に対応する債務  

短期借入金 2,154,180千円

長期借入金 7,000,383千円

(１年内返済予定長期借入金を含む) 

 計 9,154,563千円

 

４ 債務保証 

被保証者  保証金額 

医療法人徳裕会 839,980千円

株式会社明和不動産 1,800,000千円

江津ウィンドパワー株式会社 130,000千円

金融機関からの借入に対する保証であります。 

 

※５ 発行済株式数         普通株式  118,298株 

 

※６ 自己株式の保有数 

普通株式     447.89株 
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(連結損益計算書関係) 

 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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。 

支払手数料 332,520千円

広告宣伝費 137,813千円

販売促進費 43,747千円

役員報酬 152,078千円

給与手当 332,761千円

貸倒引当金繰入額 9,728千円

賞与引当金繰入額 15,563千円

退職給付費用 21,059千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,291千円

福利厚生費 73,759千円

租税公課 270,771千円

減価償却費 88,573千円

連結調整勘定償却 28,408千円

 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 698千円

その他 104千円

     

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

当連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 3,302,188千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金及び定
期積金 

△360,982千円 

現金及び現金同等物 2,941,205千円 
 
２ 重要な非資金取引の内容 

  新株予約権付社債に付された新株予約権の行使 

新株予約権の行使による資本金増加額 1,612,502千円 

新株予約権の行使による資本準備金増加額 1,499,997千円 

新株予約権の行使による新株予約権付社債

の減少額 
3,112,500千円 
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(リース取引関係) 

 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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・

リース取引に係る注記 

(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 

  
工具器具備品 

(千円) 
 

ソフトウェア 

（千円） 
 

合計 
(千円) 

取得価額相当額 69,078 4,284 73,362

減価償却累計額相当額 33,878 1,713 35,591

期末残高相当額 35,200 2,570 37,770
   

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 

 

(２)未経過リース料期末残高相当額 

１年内 14,056千円

１年超 23,713千円

合計 37,770千円

  (注) 未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める

未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定

しております。 

 

(３)支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 14,088千円

減価償却費相当額 14,088千円
 

 

(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。 

 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料(支払) 

１年内 9,000千円

１年超 102,000千円

合計 111,000千円
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(有価証券関係) 

当連結会計年度（平成18年２月28日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

 種類 取得原価 (千円) 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額 (千円) 

株式 54,816 97,773 42,957 
連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

小計 54,816 97,773 42,957 

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 
株式 20,121 18,232 △1,888 

 小計 20,121 18,232 △1,888 

合計 74,937 116,006 41,068 

 

２ 当連結年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 
 

売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円) 

485,162 49,700 413 

 

３ 時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 
 

 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） 

 
149,950 

 優先出資証券 108,000 

社債 10,000 

  

(デリバティブ取引関係) 

当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

１ 取引の状況に関する事項 

(1)取引の内容 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利キャップ取引及び金利スワップ取引であります。 

(2)取引に対する取り組み方針及び利用目的 

当社のデリバティブ取引は、将来の借入金にかかる金利変動リスクを回避することを目的とし

ており、投機的な取引は行わない方針であります。 

(3)取引に係るリスクの内容 

金利キャップ取引及び金利スワップ取引は、金利変動のリスクを有しております。 

ただし、借入金の金利変動リスクを効果的に相殺するものであり、これらの取引に関するリス

クは重要なものではありません。 

また、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内の金融機関であるため、相手方不履行

によるリスクはほとんどないと認識しております。 
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(4)取引に係るリスク管理体制 

当社のデリバティブ取引の執行・管理については総務部で行っておりますが、新規取引がある

場合には、取締役会の承認を得て行っております。 

(5)取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額は、取引相手方との実際の取引金額を表す数字で

はないため、デリバティブ取引に係る市場リスク量を示すものではありません。 

２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 

区分 種類 契約額等(千円) 
契約額等のうち 
１年超(千円) 

時価(千円) 評価損益(千円) 

市場取引 
以外の取引 

金利キャップ取引 
 買建 
金利スワップ取引 
 変動受取・固定支払 

1,600,000 
（153） 

 
500,000 

1,600,000 
（153） 

 
500,000 

 
153 

 
△2,361 

  
△62,886 

 
△2,361 

 合計 
2,100,000 
（153） 

2,100,000 
（153） 

   △2,207  △65,247 

(注) １ 時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

２（ ）内は、連結貸借対照表に計上した支払いキャップ料であります。 
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(退職給付関係) 

 
当連結会計年度 

（自 平成17月３月１日 
  至 平成18年２月28日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、社内積立による退職金規定に基づく退職一時金

制度を採用しております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年2月28日現在) 

①退職給付債務 224,381千円 

②退職給付引当金 224,381千円 

 （注）退職給付債務の算定にあたり、期末自己都 

    合要支給額を退職給付債務とする簡便法を 

    採用しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

  （自 平成17年３月1日 至 平成18年２月28日） 

退職給付費用 22,505千円

  （注）退職給付費用の算定方法として簡便    

法を採用しております。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  当社及び国内連結子会社は簡便法を採用している

ため、基礎率等について記載しておりません。 
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(税効果会計関係) 

 

当連結会計年度 
（自 平成17月３月１日 

  至 平成18年２月28日） 

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 53,427千円 

賞与引当金 10,301千円 

退職給付引当金 106,029千円 

役員退職慰労引当金 30,094千円 

ゴルフ会員権評価損否認 14,146千円 

その他 73,857千円 

繰延税金資産小計 287,855千円 

評価性引当額 △170,069千円 

繰延税金資産合計 117,786千円 

  

   (繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 16,585千円 

繰延税金負債合計 16,585千円 

繰延税金資産純額 101,200千円 
 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

法定実効税率 40.4％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3％

過年度法人税等 1.6％

評価性引当額 6.2％

その他 △1.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.2％
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(セグメント情報) 

当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

 不 動 産 

分譲事業 

（千円） 

不動産賃貸 

管 理 事 業 

（ 千 円 ） 

環境事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全  社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 営業収益及び営業損益 

営業収益 

（1）外部顧客に 

対する営業収益  

（2）セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 

 

 

 

24,066,918 

 

― 

 

 

 

1,125,385 

 

― 

 

 

 

718,781 

 

― 

 

 

 

25,911,084 

 

― 

 

 

 

― 

 

― 

 

 

 

 

25,911,084 

 

― 

計 24,066,918 1,125,385 718,781 25,911,084 ― 25,911,084 

営業費用 21,432,219 893,264 980,303 23,305,787 727,668 24,033,455 

営業利益 2,634,699 232,120 △261,522 2,605,297 △727,668 1,877,629 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

  資本的支出 

  資産   

 

 

21,602,699 

 

 

2,540,606 

 

 

2,994,439 

 

 

27,137,746 

 

 

3,576,205 

 

 

30,713,952 

減価償却費 6,714 44,119 76,823 127,657 10,127 137,784 

資本的支出 4,396 140,702 283,939 429,038 21,554 450,593 

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各区分の主な内容 

      （１）不動産分譲事業・・・ マンション分譲、戸建住宅の企画・設計・販売、不動産    

の仲介 

    （２）不動産賃貸管理事業・・ 一般賃貸物件及び高齢者向け賃貸マンションの管理・斡旋 

    （３）環境事業・・・ ・・・・風力発電機、太陽光発電システム、その他環境機器 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は727,668千円で

あり、その主なものは、当社の一般管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,576,205千円であり、その

主なものは、当社の現金及び預金、投資有価証券及び管理部門に係る資産等であります。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占める日本の割合が、

いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

３ 海外営業収益 

当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

海外営業収益が連結営業収益の10％未満のため、海外営業収益の記載を省略しております。 
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(関連当事者との取引) 

当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

（１） 役員及び個人主要株主等 

(単位：千円) 

関係内容 

属性 氏名 住所 

資本金
又は 

出資金 
 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 

割合（％） 
役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

被債務保証 
(注)1 

231,400 ― ― 

原 將昭 ― ― 
当社 
代表取締役 
社長 

被所有 
直接8.23 

― ― 

賃貸 物件の
管理 
(注)2 

506 ― ― 

川本 孝信 ― ― 取締役 
被所有 
直接0.09 

― ― 
工事 請負契
約 
(注)2 

17,142 ― ― 

大迫 益男 ― ― 

当社取締役 
(株式会社 
ゼンリンプリン
テックス 
取締役会長) 

― ― ― 
印刷物の 
発注 
(注)2 

800 
(注)4 

― ― 

賃貸 物件の
管理 
(注)2 

2,601 ― ― 

役員及 
びその 
近親者 

原 南見江 
(注)３ 

― ― 当社従業員 
被所有 
直接7.60 

― ― 

土地 の賃借
(注)2 

1,462 ― ― 

  (注)  １ 当社は金融機関等からの債務に対して、当社代表取締役原將昭から個人として債務保証を受けており    

        ます。なお、当社は当該債務保証について保証料の支払及び担保提供を行っておりません。 

     ２ 賃貸物件の管理、土地の賃借、工事請負契約及び印刷物の発注については、市場価格を勘案して一般

の取引条件と同様に決定しております。 

     ３ 原南見江は、当社代表取締役原將昭の配偶者であります。 

     ４ 印刷物の発注に係わる取引金額については、大迫益男が当社取締役に在任中で、かつ大迫益男が株式

会社ゼンリンプリンテックスの代表取締役社長に就任していた平成17年６月までの期間に対応する金

額であります。 

     ５ 上記の取引金額には、消費税等は含んでおりません。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり純資産額 81,284円 25銭 

１株当たり当期純利益金額 8,411円 29銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 
 

 潜在株式がないため記載しておりません。 

(注) １株当たり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。 

 当連結会計期間 

当期純利益(千円) 1,014,835 

普通株主に帰属しない金額(千円) 60,000 

(うち利益処分による役員賞与金)(千円) 60,000 

普通株式に係る当期純利益(千円) 954,835 

普通株式の期中平均株式数(株) 113,518.30 

 

(重要な後発事象) 

 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

平成18年３月３日開催の取締役会決議に基づき、株式会社原弘産第１回新株予約権

（第三者割当）を下記要領にて平成18年３月20日に発行いたしました。平成18年４月

18日までに新株予約権500個の権利行使に伴い10,000株の新株式を発行し、資本金及び

資本準備金がそれぞれ1,624,330千円増加しました。なお、新株予約権の残個数は平成

18年４月18日現在で500個あります。 

記 

１．新株予約権の名称 

  株式会社原弘産第１回新株予約権（第三者割当） 

２．新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

 当社普通株式20,000株（新株予約権１個につき20株） 

 ３．発行する新株予約権の総数 

 1,000個 

 ４．新株予約権の発行価額 

   １個につき70,000円 

 ５．行使請求期間 

   平成18年３月22日から平成20年３月21日 

 ６．新株予約権の割当先 

   メリルリンチ日本証券株式会社  1,000個 
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Ⅴ. 生産、受注及び販売の状況 

１ 生産実績 

  当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

事業の種類別セグメント 金額(千円) 前年同期比(％) 

不動産分譲事業 ― ― 

不動産賃貸管理事業 ― ― 

環境事業 478,717 ― 

合   計 478,717 ― 

  （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

     ２．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

３．当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、前期との比較は行っておりません。 

 

２ 受注実績 

当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 
前年同期比

(％) 
受注残高(千円) 

前年同期比
(％) 

不動産分譲事業 27,162,362 ― 6,433,146 ― 

不動産賃貸管理事業 ― ― ― ― 

環境事業 2,079,976 ― 1,591,956 ― 

合   計 29,242,338 ― 8,025,103 ― 

(注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

３．当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、前年同期との比較は行っておりません。 

 

３ 販売実績 

    当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

不動産分譲事業 24,066,918 ― 

不動産賃貸管理事業 1,125,385 ― 

環境事業 718,781 ― 

合   計 25,911,084 ― 

(注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

３．当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、前年同期との比較は行っておりません。 

 




