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平成 １８ 年 ２ 月期   個別財務諸表の概要           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          中間配当制度の有無  有 ・ 無 

配当支払開始予定日 平成18年5月19日          定時株主総会開催日 平成18年５月18日 

単元株制度採用の有無  有（１単元    株）・ 無 

 

１ 18年２月期の業績（平成17年３月１日～平成18年２月28日） 

(1) 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   ％ 

24,414   (141.9)  

10,093   (19.0)  

百万円   ％ 

2,043   (151.9)  

811   (30.3)  

百万円   ％ 

2,010    (97.2)  

1,019   (102.8)  

 

 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 

 

18年２月期 

17年２月期 

百万円   ％ 

1,183   (102.1)  

585   (142.6)  

円  銭 

9,893  85   

18,150 86  

円  銭 

－    

18,143 89  

％ 

15.2  

15.8  

％ 

9.1  

8.4  

％ 

8.2  

10.1  

(注)①期中平均株式数      18年２月期   113,518株   17年２月期   30,594株 

②会計処理の方法の変更   有 ･ 無 

③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 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 

(年 間) 
配当性向 

株主資本 

配 当 率 

 

18年２月期 

17年２月期 

円  銭 

4,330   00   

5,625  00  

円  銭 

2,500   00   

3,750  00  

円  銭 

1,830   00   

1,875  00  

百万円 

313       

125    

％ 

26.9  

20.7  

％ 

3.2   

2.2  

(注)18年２月期期末配当金の内訳は、普通配当830円、記念配当1,000円であります。 

 

(3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 

18年２月期 

17年２月期 

百万円 

26,978    

17,220    

百万円 

9,836    

5,752    

％ 

36.5  

33.4  

円   銭 

82,954   18  

163,980   51  

(注)①期末発行済株式数   18年２月期    117,850株   17年２月期   34,895株 

②期末自己株式数    18年２月期      447株   17年２月期    127株 

 

２ 19年２月期の業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 

中間期 

通 期 

百万円 

8,500    

40,000    

百万円 

500       

2,900    

百万円 

260       

1,450    

円 銭 

1,000   00    

――― 

円 銭 

――― 

1,000  00 

円 銭 

――― 

2,000  00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 10,484円57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。なお、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。 
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Ⅵ．財務諸表等 

(1) 財務諸表 

① 貸借対照表 
(単位：千円) 

第19期 

(平成17年2月28日現在) 

第20期 

(平成18年2月28日現在) 
比較増減 

科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 

(資産の部)        
 

Ⅰ 流動資産       
 

  

 １ 現金及び預金 ※１  1,795,700   2,631,678 
 

 835,977 

 ２ 営業未収入金   2,599,379   6,187,569 
 

 3,588,189 

 ３ 商品   1,387   403 
 

 △983 

 ４ 販売用不動産 ※1,4  3,074,418   4,664,813 
 

 1,590,395 

 ５ 仕掛販売用不動産 ※1,4  4,907,829   7,575,845 
 

 2,668,015 

 ６ 未成工事支出金   1,539   515,162 
 

 513,623 

 ７ 前払費用   18,609   67,132 
 

 48,523 

 ８ 前渡金 ※７  409,069   768,938 
 

 359,868 

 ９ 繰延税金資産   39,902   65,110   25,208 

 10 その他   126,876   305,348 
 

 178,472 

 11 貸倒引当金   △5,460   △13,200 
 

 △7,740 

   流動資産合計   12,969,253 75.3  22,768,803 84.4  9,799,550 

Ⅱ 固定資産    
 

  
 

  

 １ 有形固定資産    
 

  
 

  

  (1) 建物 ※1,4 1,457,419  
 

1,480,277  
 

22,857  

    減価償却累計額  236,328 1,221,091 
 

273,891 1,206,386 
 

37,563 △14,705 

  (2) 構築物  5,534  
 

5,534  
 

－ 
 

    減価償却累計額  4,017 1,516 
 

4,183 1,350 
 

165 △165 

  (3) 車両運搬具  64,560  
 

85,775  
 

21,215  

    減価償却累計額  35,717 28,843 
 

60,453 25,322 
 

24,735 △3,520 

  (4) 工具器具備品  67,389  
 

92,398  
 

25,009  

    減価償却累計額  36,298 31,091 
 

49,128 43,270 
 

12,830 12,178 

  (5) 土地 ※1,4  1,001,020 
 

 1,114,310 
 

 113,289 

  (6) 建設仮勘定   55,000 
 

 － 
 

 △55,000 

   有形固定資産合計   2,338,563 13.6  2,390,640 8.9  52,076 
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(単位：千円) 

第19期 

(平成17年２月28日現在) 

第20期 

(平成18年２月28日現在) 
比較増減 

科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 

 ２ 無形固定資産        
  

  (1) 特許権   ―   197,870  
 

197,870 

  (2) ソフトウエア   7,635   16,759  
 

9,124 

  (3) 電話加入権   4,265   4,265   － 

   無形固定資産合計   11,901 0.1  218,895 0.8 
 

206,994 

 ３ 投資その他の資産        
  

  (1) 投資有価証券 ※１  460,239   366,675   △93,563 

  (2) 関係会社株式   8,500   682,437   673,937 

  (3) 出資金   893,666   59,454  
 

△834,212 

  (4) 長期貸付金   353,974   316,541  
 

△37,433 

  (5) 破産更生債権等   8,176   8,166  
 

△9 

  (6) 長期前払費用   16,864   5,438  
 

△11,426 

  (7) 敷金・保証金   47,419   49,064  
 

1,645 

  (8) 保険積立金   57,038   64,136  
 

7,098 

  (9) デリバティブ債権   1,154   153  
 

△1,000 

  (10) 繰延税金資産   33,029   35,032   2,002 

  (11) その他   29,635   22,114  
 

△7,521 

  (12) 貸倒引当金   △8,956   △8,776  
 

180 

   投資その他の資産合計   1,900,742 11.0  1,600,439 5.9  △300,303 

    固定資産合計   4,251,207 24.7  4,209,975 15.6  △41,232 

    資産合計   17,220,460 100.0  26,978,779 100.0 
 

9,758,318 
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(単位：千円) 

第19期 

(平成17年2月28日現在) 

第20期 

(平成18年2月28日現在) 
比較増減 

科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債          

 １ 営業未払金   1,508,917   4,086,849   2,577,931 

 ２ 短期借入金 ※１  3,350,000   4,544,000   1,194,000 

 ３ １年内返済予定長期 
   借入金 

※１  1,536,705   2,032,140   495,434 

 ４ １年内償還予定社債   20,000   40,000   20,000 

 ５ 未払金   8,701   16,952   8,251 

 ６ 未払法人税等   288,147   723,638   435,490 

 ７ 未払消費税等   －   9,263   9,263 

 ８ 前受金   98,869   684,272   585,403 

 ９ 預り金   109,805   148,744   38,938 

 10 賞与引当金   17,200   22,560   5,360 

 11 その他   19,585   13,824   △5,761 

   流動負債合計   6,957,934 40.4  12,322,245 45.6  5,364,311 

Ⅱ 固定負債         
 

 １ 社債   730,000   690,000   △40,000 

 ２ 新株予約権付社債   112,500   －   △112,500 

 ３ 長期借入金 ※１  3,381,813   3,833,243   451,429 

 ４ 退職給付引当金   10,417   11,518   1,100 

 ５ 役員退職慰労引当金   64,200   74,491   10,291 

 ６ 預り敷金保証金   207,491   208,719   1,227 

 ７ その他   3,903   2,361   △1,542 

   固定負債合計   4,510,326 26.2  4,820,333 17.9  310,007 

   負債合計   11,468,260 66.6  17,142,579 63.5  5,674,318 
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(単位：千円) 

第19期 

(平成17年2月28日現在) 

第20期 

(平成18年2月28日現在) 
比較増減 

科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※2  4,422,406 25.7  6,034,908 22.4 
 

1,612,502 

Ⅱ 資本剰余金        
 

 

 １ 資本準備金   55,050   1,555,047  
 

1,499,997 

 ２ その他資本剰余金        
 

 

(1) 自己株式処分 

差益 
 132,580 132,580  133,023 133,023  443 443 

資本剰余金合計   187,630 1.1  1,688,071 6.2  1,500,441 

Ⅲ 利益剰余金          

 １ 利益準備金   37,989   47,532   9,542 

 ２ 任意積立金          

  (1) 別途積立金  495,000 495,000  745,000 745,000  250,000 250,000 

 ３ 当期未処分利益   605,740   1,335,668   729,927 

利益剰余金合計   1,138,729 6.6  2,128,200 7.9  989,470 

Ⅳ その他有価証券評価 

  差額金       
  19,815 0.1  23,651 0.1 

 
3,835 

Ⅴ 自己株式 ※5  △16,381 △0.1  △38,631 △0.1  △22,249 

  資本合計   5,752,199 33.4  9,836,199 36.5  4,083,999 

  負債資本合計   17,220,460 100.0  26,978,779 100.0  9,758,318 
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② 損益計算書  

(単位：千円) 

第19期 

（自 平成16年３月１日 

  至 平成17年２月28日） 

第20期 

（自 平成17年３月１日 

  至 平成18年２月28日） 

比較増減 
科目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 

Ⅰ 営業収益          

 １ 不動産販売高  7,879,528   22,841,666   14,962,138  

 ２ 完成工事高  1,237,431   85,760   △1,151,670  

 ３ 賃貸事業収入  830,097   902,514   72,416  

 ４ 商品売上高  146,701 10,093,759 100.0 584,857 24,414,798 100.0 438,155 14,321,039 

Ⅱ 営業原価          

 １ 不動産販売原価  6,562,034   19,835,954   13,273,920  

 ２ 完成工事原価  1,059,327   77,590   △981,736  

 ３ 賃貸事業原価  586,915   609,789   22,873  

 ４ 商品売上原価  135,076 8,343,354 82.7 542,528 21,065,863 86.3 407,452 12,722,509 

   営業総利益   1,750,405 17.3  3,348,935 13.7  1,598,530 

Ⅲ 販売費及び一般管理費          

 １ 支払手数料  115,954   151,712   35,758  

 ２ 広告宣伝費  67,231   96,199   28,968  

 ３ 販売促進費  61,091   42,701   △18,390  

 ４ 貸倒引当金繰入額  6,150   7,560   1,410  

 ５ 役員報酬  93,310   108,184   14,874  

 ６ 給与手当  197,455   234,265   36,809  

 ７ 賞与引当金繰入額  11,300   13,740   2,440  

 ８ 退職給付費用  2,490   3,046   555  

 ９ 役員退職慰労引当金 

   繰入額 
 7,300   10,291   2,991  

 10 福利厚生費  38,287   48,776   10,489  

 11 租税公課  106,119   249,631   143,511  

 12 事務用品費  507   780   272  

 13 減価償却費  28,277   72,833   44,555  

 14 その他  203,875 939,351 9.3 265,803 1,305,526 5.3 61,928 366,175 

   営業利益   811,054 8.0  2,043,408 8.4  1,232,354 

Ⅳ 営業外収益          

 １ 受取利息  5,411   5,202   △209  

 ２ 受取配当金  491,033   140,621   △350,412  

３ 有価証券売却益  18,074   102,144   84,070  

５ 雑収入 38,164 552,683 5.5 29,207 277,175 1.1 △8,956 △275,508 

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息 184,919   224,122   39,202  

 ２ シンジケートローン 

   手数料 
 20,830   19,931   △898  

 ３ 為替差損  4,038   1,722   △2,316  

 ４ 社債発行費  43,525   30,313   △13,211  

 ５ 雑損失  90,699 344,013 3.4 33,596 309,686 1.3 △57,103 △34,326 

   経常利益   1,019,723 10.1  2,010,896 8.2  991,173 

Ⅵ 特別利益          

 １ 投資有価証券売却益  2,850   49,700   46,850  

 ２ 出資金売却益  63,981 66,831 0.7 - 49,700 0.2 △63,981 △17,131 
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(単位：千円) 

第19期 

（自 平成16年３月１日 

  至 平成17年２月28日） 

第20期 

（自 平成17年３月１日 

  至 平成18年２月28日） 

比較増減 
科目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 

Ⅶ 特別損失          

 １ 役員退職慰労引当金 

   繰入額 
 56,900 56,900 0.6 － －  △56,900 △56,900 

   税引前当期純利益   1,029,654 10.2  2,060,596 8.4  1,030,942 

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 489,239   907,274   418,034 

   法人税等調整額  △44,903 444,336 4.4 △29,810 877,463 3.6 15,092 433,127 

   当期純利益   585,317 5.8  1,183,133 4.8  597,815 

   前期繰越利益   86,462   250,767   164,305 

   中間配当金   60,036   98,233   38,196 

中間配当に伴う利益

準備金積立額 
  6,003   －   △6,003 

   当期未処分利益   605,740   1,335,668   729,927 
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③ 利益処分案 

 (単位：千円) 

第19期 第20期 
科目 

金額 金額 

Ⅰ 当期未処分利益   605,740  1,335,668 

Ⅱ 利益処分額      

 １ 利益準備金  9,542  －  

 ２ 配当金  65,429  215,666  

 ３ 役員賞与金  30,000  60,000  

   (うち監査役賞与金) （3,000） (6,000)

 ４ 任意積立金      

    別途積立金  250,000 354,972 560,000 835,666 

Ⅲ 次期繰越利益   250,767  500,001 

      

 

（１株当たり配当金の内訳） 

                                     (単位：円) 

第19期 第20期 
 

年間 中間 期末 年間 中間 期末 

  円 円 円 円 円 円 

 普通株式  5,625 3,750 1,875 4,330 2,500 1,830 

 （内訳）        

   普通配当  5,625 3,750 1,875 3,330 2,500 830 

記念配当  ― ― ― 1,000 ― 1,000 
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④ キャッシュ・フロー計算書            

（単位：千円） 

第19期 
（自 平成16年３月１日 

  至 平成17年２月28日） 科目 

金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 税引前当期純利益 1,029,654 
 ２ 減価償却費 65,901 
 ３ 貸倒引当金の増加額又は減少額（△） 6,150 

 ４ 賞与引当金の増加額又は減少額（△） 2,200 
 ５ 退職給付引当金の増加額又は減少額（△） 2,754 
 ６ 役員退職慰労引当金の増加額又は減少額（△） 64,200 

 ７ 受取利息及び受取配当金 △496,444 
 ８ 支払利息 184,919 
 ９ 為替差損 4,038 

 10 有価証券売却益 △18,074 

 11 投資有価証券売却益 △2,850 
 12 出資金売却益 △63,981 
 13 営業未収入金の増加額（△）又は減少額 △2,048,504 

 14 販売用不動産の増加額（△）又は減少額 △2,009,345 
 15 仕掛販売用不動産の増加額（△）又は減少額 △3,561,347 

 16 未成工事支出金の増加額（△）又は減少額 98,033 
 17 前渡金の増加額（△）又は減少額 △407,494 

 18 支払手形の増加額又は減少額（△） △827,500 
 19 営業未払金の増加額又は減少額（△） 1,386,463 
 20 預り金の増加額又は減少額（△） △362,681 

 21 前受金の増加額又は減少額（△） 61,713 
 22 その他 △104,902 

    小計 △6,997,097 

 23 利息及び配当金の受取額 496,038 
 24 利息の支払額 △189,405 
 25 役員賞与の支払額 △20,000 
 26 法人税等の支払額 △395,848 

   営業活動によるキャッシュ・フロー △7,106,313 
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 △357,162 

 ２ 定期性預金の払戻による収入 322,225 
 ３ 有形固定資産の取得による支出 △956,829 
 ４ 有形固定資産の売却による収入 233 

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △142,923 
 ６ 投資有価証券の売却による収入 118,000 

 ７ 出資金の購入による支出 △230,000 
 ８ 出資金の売却による収入 114,360 

 ９ 貸付金の回収による収入 32,833 
 10 その他 △30,792 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,130,055 
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                                （単位：千円） 

第19期 
（自 平成16年３月１日 

  至 平成17年２月28日） 科目 

金額 

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（△） 2,346,900 

 ２ 長期借入金の借入による収入 3,645,000 

 ３ 長期借入金の返済による支出 △815,075 

 ４ 配当金の支払額 △94,728 

 ５ 社債の発行による収入 650,000 

 ６ 新株予約権付社債の発行による収入 1,500,000 

 ７ 自己株式の購入による支出 △18,866 

 ８ 自己株式の売却による収入 157,282 
 ９ 株式発行による収入 2,093,000 

   財務活動によるキャッシュ・フロー 9,463,513 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,038 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△） 1,223,104 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 245,665 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,468,769 

  

（注） 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、当事業年度に係るキャッシュ・フロ

ー計算書は作成しておりません。 
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 重要な会計方針 

 

項目 
第19期 

（自 平成16月３月１日 
  至 平成17年２月28日） 

第20期 
（自 平成17月３月１日 

  至 平成18年２月28日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

関連会社株式 

 移動平均法による原価法によってお

ります。 

子会社株式及び関連会社株式 

 同左 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

期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。 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  同左 

 

 

 

 時価のないもの 

  同左 

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。 同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品・販売用不動産・仕掛販売用不動

産・未成工事支出金 

 個別法による原価法によっておりま

す。 

商品・販売用不動産・仕掛販売用不動

産・未成工事支出金 

 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。 

(1) 有形固定資産 

  同左 

 (2) 無形固定資産 

  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。 

(2) 無形固定資産 

  定額法によっております。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 

  定額法を採用しております。 

(3) 長期前払費用 

  同左 

５ 繰延資産の処理方法 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。 

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。 

新株発行費 

 同左 

 

社債発行費 

 同左 
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項目 
第19期 

（自 平成16月３月１日 
  至 平成17年２月28日） 

第20期 
（自 平成17月３月１日 

  至 平成18年２月28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検

討し、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。 

(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。 

(3) 退職給付引当金 

  同左 

 (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、当社の内規に基づく期末要支

給額を計上しております。 

（会計処理方法の変更） 

役員退職慰労金は、従来、支出時

の費用として処理しておりました

が、当期より内規に基づく期末要支

給額を役員退職慰労引当金として計

上する方法に変更しました。 

この変更は、当期に役員退職慰労

金に係る内規が改定されたことを機

に、役員退職慰労引当金の計上が会

計慣行として定着してきたことを踏

まえ、役員の在任期間に対応した費

用配分を行うことにより、期間損益

の適正化及び財務内容の健全化を図

るためのものであります。 

また、当期に係る繰入額7,300千

円は、販売費及び一般管理費に計上

し、過年度相当額56,900千円は、特

別損失として計上しております。こ

の結果、従来と同一の基準を採用し

た場合と比較して、経常利益は

7,300千円、税引前当期純利益は

64,200千円それぞれ少なく計上され

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、当社の内規に基づく期末要支

給額を計上しております。 

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19期 

（自 平成16月３月１日 
  至 平成17年２月28日） 

第20期 
（自 平成17月３月１日 

  至 平成18年２月28日） 

８ 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。 

 

――― 

 

９ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

 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。 

消費税等の会計処理方法 

 同左 

（注） 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、当事業年度に係るキャッシュ・

フロー計算書は作成しておりません。 

 

 表示方法の変更 
 

第19期 
（自 平成16月３月１日 

  至 平成17年２月28日） 

第20期 
（自 平成17月３月１日 

  至 平成18年２月28日） 

（貸借対照表関係） 

「立替金」は、資産総額の100分の１以下となったた

め、流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。なお、当期末の「立替金」の金額は37,812千円で

あります。 

 

――― 

 

 

追加情報 

 

第19期 
（自 平成16月３月１日 

  至 平成17年２月28日） 

第20期 
（自 平成17月３月１日 

  至 平成18年２月28日） 

 
―――― 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準委

員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計

上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が28,860千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、                

28,860千円減少しております。 
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 注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

第19期 
(平成17年2月28日現在) 

第20期 
(平成18年2月28日現在) 

※１ 担保に供している資産 

現金及び預金 210,084千円

販売用不動産 2,181,151千円

仕掛販売用不動産 4,474,443千円

建物 1,119,815千円

土地 776,300千円

投資有価証券 36,300千円

計 8,798,095千円

 
 

※１ 担保に供している資産 

現金及び預金 210,113千円

販売用不動産 1,338,430千円

仕掛販売用不動産 6,077,982千円

建物 1,066,813千円

土地 709,997千円

計 9,403,337千円

 
 

  

  上記に対応する債務 

短期借入金 3,150,000千円

長期借入金 4,041,915千円

(１年内返済予定長期借入金を含む) 

計 7,191,915千円
 

  上記に対応する債務 

短期借入金 1,879,000千円

長期借入金 5,865,383千円

(１年内返済予定長期借入金を含む) 

計 7,744,383千円
 

  

※２ 会社の発行する株式の総数 普通株式 56,272株 

   発行済株式総数 普通株式 35,023株 
 

※２ 会社の発行する株式の総数 普通株式 140,092株 

   発行済株式総数 普通株式 118,298株 
 

 ３ 債務保証 

被保証者  保証金額 

医療法人徳裕会  710,520千円

株式会社明和不動産  1,800,000千円

 

金融機関からの借入に対する保証であります。 

 

 

３ 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

住吉重工業株式会社  683,970千円

江津ウィンドパワー株式会社  130,000千円

株式会社ベツダイ  800,000千円

金融機関からの借入に対する保証であります。 

※４ 有形固定資産及び仕掛販売用不動産の所有目的の  

   変更 

当期の上期に取得した建物406,278千円及び土地

95,494千円を流動資産の｢販売用不動産｣に、また土地

135,052千円を流動資産の｢仕掛販売用不動産｣にそれ

ぞれ振替えております。 

また、前期において流動資産の仕掛販売用不動産に

計上していた土地97,287千円を、有形固定資産の土地

に振替えております。 

 

※４ 販売用不動産及び仕掛販売用不動産の所有目的の 

   変更 

前期において流動資産の販売用不動産に計上して

いた土地26,468千円、建物17,380千円を有形固定資

産の土地、建物にそれぞれ振替えております。 

また、同じく流動資産の仕掛販売用不動産に計上

していた土地86,821千円を、有形固定資産の土地に

振替えております。 
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第19期 
（自 平成16月３月１日 

  至 平成17年２月28日） 

第20期 
（自 平成17月３月１日 

  至 平成18年２月28日） 

※５ 自己株式の保有数 

   普通株式             127.4株 

 

 ６ 配当制限 

   商法施行規則第124条第３号に規定する金額は 

   19,815千円であります。 

※５ 自己株式の保有数 

   普通株式             447.89株 

 

 ６ 配当制限 

   商法施行規則第124条第３号に規定する金額は 

   24,570千円であります。 

 

 ※７ 関係会社に対する債権 

   前渡金            768,938千円 

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
第19期 

（自 平成16月３月１日 
  至 平成17年２月28日） 

第20期 
（自 平成17月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貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 
  

 

 

 

 

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 
  

現金及び預金勘定 1,795,700千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金及び定期積金 

△326,930千円

現金及び現金同等物 1,468,769千円

新株予約権の行使による資本金
増加額 

1,387,500千円

新株予約権の行使による新株予
約権付社債の減少額 

1,387,500千円

 

―――― 

（注） 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、当事業年度に係るキャッシュ・

フロー計算書は作成しておりません。
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(リース取引関係) 

 

第19期 
（自 平成16月３月１日 

  至 平成17年２月28日） 

第20期 
（自 平成17月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 

(単位：千円) 

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 

(単位：千円) 

  工具器具備品  合計 

取得価額 
相当額 

69,078 69,078

減価償却 
累計額相当額 

20,267 20,267

期末残高 
相当額 

48,810 48,810

 

  工具器具備品  合計 

取得価額 
相当額 

69,078 69,078

減価償却 
累計額相当額 

33,878 33,878

期末残高 
相当額 

35,200 35,200

 
 (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 13,610千円

１年超 35,200千円

合計 48,810千円

   (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。  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 13,200千円

１年超 22,000千円

合計 35,200千円

   (注) 同左  

  

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 13,815千円

減価償却費相当額 13,815千円
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 13,302千円

減価償却費相当額 13,302千円
 

  

(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 111,000千円

合計 120,000千円

 
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

   同左 

 

 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料（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) 

第19期(平成17年２月28日現在) 

1．その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：千円) 

 種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額 

（1）株式 

（2）債券 

   ① 国債・地方債等 

   ② 社債 

   ③ その他 

（3）その他 

51,704 

 

― 

― 

― 

― 

86,299 

 

― 

― 

― 

― 

34,595 

 

― 

― 

― 

― 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

小計 51,704 86,299 34,595 

（1）株式 

（2）債券 

   ① 国債・地方債等 

   ② 社債 

   ③ その他 

（3）その他 

3,587 

 

― 

― 

― 

― 

2,240 

 

― 

― 

― 

― 

△1,347 

 

― 

― 

― 

― 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

小計 3,587 2,240 △1,347 

合計 55,291 88,539 33,248 

 

2．当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

(単位：千円) 

売却額 売却益の合計 売却損の合計 

118,000 2,850 ― 

 

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 

(単位：千円) 

 貸借対照表計上額 摘  要 

その他有価証券 

   非上場株式（店頭売買株式を除く）   
           49,700              ― 

   優先出資証券            322,000              ― 

 

第20期(平成18年２月28日現在) 

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。 

    

    (注)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、「有価証券(子会社株式及び

関連会社株式で時価のあるものを除く)」の注記は、連結財務諸表における注記事項として

記載しております。 
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   (デリバティブ取引関係) 

第19期(自 平成16年３月１日 至 平成17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。 

 (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 

                      
(単位：千円) 

区分 種類 契約額等 
契約額等のうち

１年超 
時価 評価損益 

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 
（1,154） 

 
500,000 

1,600,000 
（1,154） 

 
500,000 

 
1,154 

 
△3,903 

 
△61,885 

 
△3,903 

合計 
2,100,000 
（1,154） 

2,100,000 
（1,154） 

△2,748 △65,788 

(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、貸借対照表に計上した支払いキャップ料であります。 

 

第20期(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

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、連結財務諸表における注記事項として記載

しております。 
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(退職給付関係) 

 
第19期 

（自 平成16月３月１日 
  至 平成17年２月28日） 

第20期 
（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17年2月28日現在) 

①退職給付債務 10,417千円 

②退職給付引当金 10,417千円 

 （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16年３月1日 至 平成17年２月28日） 

退職給付費用 6,501千円 

  （注）当社は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。 

   
 

 

―――― 

（注）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、該当事項はありません。 
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(税効果会計関係) 

 

第19期 
（自 平成16月３月１日 

  至 平成17年２月28日） 

第20期 
（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 32,144千円 

賞与引当金 6,948千円 

退職給付引当金 4,208千円 

役員退職慰労引当金 25,936千円 

ゴルフ会員権評価損否認 14,146千円 

その他 2,979千円 

繰延税金資産合計 86,364千円 

  

   (繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △13,432千円 

繰延税金負債合計 △13,432千円 

繰延税金資産純額 72,932千円 
 

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 49,752千円 

賞与引当金 9,114千円 

退職給付引当金 4,525千円 

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 8,542千円 

繰延税金資産合計 116,175千円 

  

   (繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 16,032千円 

繰延税金負債合計 16,032千円 

繰延税金資産純額 100,143千円 
 

  

 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 0.2％

過年度法人税等 1.4％

住民税均等割等 0.1％

その他 0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.6％

 

  

 

 

 

(持分法損益等) 

第19期(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

利益基準及び利益剰余金基準等からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略してお

ります。 

 

第20期(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

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、該当事項はありません。 
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(関連当事者との取引) 

第19期(自 平成16年３月１日 至 平成17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 

385,086 ― ― 

原 將昭 ― ― 
当社 
代表取締役 
社長 

被所有 
直接9.22 

― ― 

賃貸 物件の
管理 
(注)2 

543 ― ― 

原 孝 ― ― 
当社取締役 
副社長 

被所有 
直接2.00 

― ― 
賃貸 物件の
管理 
(注)2 

1,133 ― ― 

大迫 益男 ― ― 

当社取締役 
(株式会社 
ゼンリンプリン
テックス 
代表取締役社長) 

― ― ― 
印刷物の 
発注 
(注)2 

11,808 
(注)6 

― ― 

賃貸 物件の
管理 
(注)2 

2,663 ― ― 

土地 の賃借
(注)2 

593 ― ― 
原 南見江 
(注)３ 

― ― 当社従業員 
被所有 
直接8.51 

― ― 

不動産の 
売買仲介 
(注)2 

266 ― ― 

不動産の 
売買 
(注)2 

90,000 ― ― 

役員及 
びその 
近親者 

鈴木 昭子 
(注)４ 

― ― ― 
被所有 
直接0.39 

― ― 

出資金の 
売却 
(注)5 

2,200 
流動資産
その他 

2,200 

  (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、不動産の売買、土地の賃借、印刷物の発注及び不動産の売買仲介については、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 鈴木昭子は、当社代表取締役原將昭の子であります。 

     ５ 出資金の売却については、同時に実施した第三者への取引条件と同様に決定しております。 

     ６ 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就任した平成16年５月から平成 

       17年２月までの期間に対応する金額であります。 

     ７ 上記の取引金額には、消費税等は含んでおりません。 

  

第20期(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

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、連結財務諸表における注記事項と

して記載しております。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 第19期 第20期 

１株当たり純資産額 163,980円 51銭 82,954円 18銭 

１株当たり当期純利益金額 18,150円 86銭 9,893円 85銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
18,143円 89銭 ―円― 銭 

 

 当社は平成16年10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。 

 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事業年度

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 

          59,002円21銭 

１株当たり当期純利益金額     

           8,555円68銭 

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式がな

いため記載しておりません。 

 

 当社は平成18年１月５日付で株式１

株につき３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事業年度にお

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 

          54,660円17銭 

１株当たり当期純利益金額     

           6,050円28銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 

           6,047円96銭  

 (注) 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、以下のとお 

    りであります。 

 第19期 
（自 平成16月３月１日 

  至 平成17年２月28日） 

第20期 
（自 平成17月３月１日 

  至 平成18年２月28日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益 (千円)       585,317 1,183,133 

普通株主に帰属しない金額 (千円)        30,000 60,000 

  (うち利益処分による役員賞与金)              30,000 60,000 

普通株式に係る当期純利益(千円)             555,317 1,123,133 

普通株式の期中平均株式数(株)           30,594.57 113,518.30 

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)        11.74 ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の算

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) 

 

第19期 
（自 平成16月３月１日 

  至 平成17年２月28日） 

第20期 
（自 平成17月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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Ⅶ．役員の異動 （平成 18年５月 18 日付予定） 

 

就任予定取締役 

取締役     岡本 杲 （現 東京本部 副本部長） 

 

退任予定取締役 

取締役     古谷 庄治（現 専務取締役 建設事業部長）  

 

 

 

 
以 上 




