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１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は千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３月期 22,215 (58.0) 2,110 (46.5) 1,915 (52.4)

17年３月期 14,060 (12.4) 1,440 (37.9) 1,256 (51.7)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 1,045 (46.4) 4,340 41 4,268 67 25.4 10.1 8.6

17年３月期 714 (53.5) 17,145 66 16,845 77 34.1 9.7 8.9

（注）①持分法投資損益 18年３月期 ―百万円 17年３月期 ―百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期 240,865株 17年３月期 41,655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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）連結財政状態 （注）記載金額は千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３月期 22,976 5,808 25.3 22,761 08

17年３月期 14,902 2,432 16.3 57,352 09

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 255,190株 17年３月期 42,417株 

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は千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３月期 2,993 △580 3,218 11,678

17年３月期 △678 △33 1,715 6,046

(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 2社 持分法適用非連結子会社数 ―社 持分法適用関連会社数 ―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３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 6,649 △241 △197

通  期 30,020 2,705 1,550

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    6,073円91銭

 

※　上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によっ

て異なる結果となる可能性があります。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び子会社２社で構成され、マンション分譲事業、マンション管理事業、訪問介護事業及び介

護付有料老人ホームの運営を主たる事業目的として事業活動を展開しております。また、不動産流通事業、リフォーム

事業は順調に拡大し業績に寄与しております。さらに当連結会計年度において不動産流動化事業の開発が具体化してお

り、祐天寺及び上石神井において賃貸共同住宅建設事業が進行中であります。

　当社グループの事業の位置付けと相互の関連は次のとおりであります。なお、当社グループのうち、子会社２社の事

業は業歴が浅く、事業の規模も僅少でありますので、事業の種類別セグメント情報の記載は省略しております。ただし、

これら２社の事業は、当社グループの重要な事業と考えておりますので、連結子会社として記載しております。

（マンション分譲事業）

　当社グループの主力事業として自社開発の「環境共生型」マンションブランド「シーズガーデン」「シーズスクエア」

及び「シーズクロノス」の企画、開発、分譲事業を行っております。人に、地球に、未来にやさしいマンションクォリ

ティを追求し、提供してまいりましたが、さらにこうしたコンセプトを進化発展させた考えとして、未来永続的に地球

環境資源を守りつつ、人の心と体にやさしい生活環境を創造していきたいという当社グループの思想信条を積極的に推

進してまいりたいと考えております。

（その他事業）

　平成14年５月設立のシーズコミュニティ㈱は、当社分譲マンションの管理業務を行っております。この他損保代理店

業務、引越斡旋業務、ハウスクリーニング等生活関連業務について多角的な業務展開を行っております。

　平成15年７月設立のシーズライフケア㈱は、訪問介護事業を行っております。すでに東京都大田区と世田谷区及び新

宿区において訪問介護事業所を運営しおり、さらにこうした訪問介護のノウハウの蓄積をもって千葉県柏市に特定有料

老人ホーム「シーハーツ柏」を開設し運営しております。

　事業の系統図は次のとおりであります。

 
一般顧客 

シーズコミュニティ株式会社 
(マンション管理事業、その他事業) 

シーズライフケア株式会社 
(訪問介護事業・高齢者住宅事業) 

マンション管理組合 

シーズクリエイト株式会社 

(マンション分譲事業・リフォーム事業・不動産流動化事業・ 

不動産流通事業・その他事業) 

投資家(法人・個人) 

事業法人 

仲介業者 
金融機関他 

設計監理業者 

総合建築業者 

マンションの 
総合管理 

マンションの 
管理委託 

マンション建築・設計監理 土地の情報 
不動産流動化事業 

リ
フ
ォ
ー
ム
事
業 

マ
ン
シ
ョ
ン
販
売 

仲
介
・
賃
貸 

情報提供 

－ 2 －



関係会社の状況

名称 住所 資本金
主要な事業
の内容

議決権の所有（被所
有）割合

関係内容

所有割合
（％）

被所有
割合
（％）

役員の兼務
資金援
助

営業上の取
引

設備の賃貸
借の状況当社役

員
当社従
業員

連結子会社

シーズコ

ミュニティ

㈱

東京都

渋谷区
40,000

マンション

管理事業
100.0 ― 4 ― なし

モデルルー

ムの警備他

事務所の賃

貸借

連結子会社

シーズライ

フケア㈱

東京都

渋谷区
235,000

訪問介護、

高齢者住宅

の運営

100.0 ― 3 ― なし
事務所等の

転貸借

事務所の賃

貸借
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

（経営理念）

　「住」に対する消費者のニーズは、ライフスタイルの個性化、情報社会の急激な進捗、高齢化社会の到来、環境問

題への配慮など年々価値観が多様化、高度化していく中、新しい時代に適合した企業を目指してまいります。

　企業は「法人格」を有し、その人格の根本で最も重要なものは「信頼」と「やさしさ」であると捉えています。第

一に「信頼」の示す先を株主、顧客、取引先、従業員、地域コミュニティと強く自覚し、第二に、「やさしさ」を住

宅開発にあたっての基本コンセプトと位置づけ、「心に、体に、地球にやさしい、住まいづくり」をテーマとし、環

境、健康、安全、次世代対応を盛り込んだ、一つ一つ手作りの商品を心掛けること。この二つを醸成していくことが

当社の経営理念であります。

（経営方針）

①　スピード経営の徹底

　競合他社の多い同業界において差別化を図るために、事業開発、マーティング、企画プランニング、広告宣伝、

営業戦略、顧客管理、金融機関取引等全ての部門における日常業務においてスピード感を持った精度の高い業務運

営を行うことを徹底してまいりたいと考えております。

②　商品企画開発力の向上

　多種多様化する顧客ニーズに対し、時代の先端を目指した商品作りに徹し、顧客満足度の高い商品提供を心掛け

てまいりたいと考えています。常に新たな商品企画、商品開発に目を向け、幅広い商品企画に積極的にチャレンジ

していきたいと考えております。当社では、既に環境マネジメントシステム国際規格ISO14001を取得し、オール電

化、屋上緑化、太陽光発電を備えた環境共生型マンションにセキュリティー、健康、ユニバーサルデザインを物件

企画に織り込んでおりますが、更なる進化をすべく、天然素材宣言、ＬＯＨＡＳ主義を推進してまいります。

③　独自の財務戦略

　当連結会計年度までにおいて完成在庫ゼロを志向し、達成してまいりましたが、これは、当社の財務経営方針が

第一に「キャッシュフロー」、第二に「収益」、第三に「売上高」、という基本方針に基づいた実践の結果であり

ます。また、借入残高（有利子負債）については、翌期の売上高の１／３に留め、過剰な運転資金等の借入は行わ

ない経営方針を貫いてまいりたいと考えております。借入金は、土地代金のみとすることで、健全性の高い指標を

得ることができ、金融機関に対する信用力の向上、また常に経営の舵取りがし易い状況を作り上げ、クイックレス

ポンスな経営判断が図れると確信しております。

④　人材の育成

　企業は、まず「人」ありきと考えております。成長期にありがちな、企業の成長と人材の育成のバランスが欠如

することのないよう、人材の育成は企業経営の基本方針と捉えております。当社グループは、将来に向けての成長

を確実なものとすべく、新卒者、中途採用者を含め、現在の業務量・質を更にランクアップした仕事が出来る人材

の育成が必要不可欠であると考えています。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、長期的な株主への利益還元を重要課題の一つと考えております。同時に現在及び将来に向けての事業展開

や経営環境の変化に対応するために必要な内部留保の充実を図ること等を総合的に勘案し、業績に応じて継続的かつ

安定的な配当を実施してまいりたいと考えております。

　当社では、平成16年11月９日取締役会にて従来配当性向を10％以上から20％以上に引き上げるとともに、株主優待

についても当社分譲マンションの分譲価格の割引、健康飲料・健康食材・環境健康に配慮した生活用品グッズ3,000円

相当の商品を贈呈することを決議し、株主の皆様への利益還元を積極的に行うよう配慮しております。
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(3）目標とする経営指標

　当社では、財務の健全性・安全性こそ中長期的成長の源泉と考えており、経営方針の重要課題と認識しています。

当社グループでは、創業以来決算期末における完成在庫は一切無く、潤沢なキャッシュフローを生み出す要因となっ

ております。今後も身軽なバランスシートを言及した健全性の高い経営を維持していきたいと考えております。次に、

自己資本比率を30％以上に持っていきたいと考えております。当連結会計年度にて自己資本比率は25.3％となりまし

たが、当社は創業間もないこともあり、過去の内部留保の蓄積が大きくありません。今後の安定基盤の構築の為にも

早い段階で30％台を目指していきたいと考えております。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループでは、マンション分譲事業をグループ事業のコアと位置づけ、マンション管理事業、訪問介護事業、

リフォーム事業、不動産流通事業、不動産流動化事業等の収益コアによりグループを構成し、それぞれリンクさせ、

互いにビジネスチャンスの拡大を図っていくことが基本方針であります。

　一次取得者向けのマンション分譲事業は、今後10年程は購入層が潤沢であることから当面は安定した需要が見込め

るものの、10年以降の事業拡大が、少子高齢化の影響を受け、市場規模の拡大が望めない状況が予測されます。そこ

で、マンション管理事業、訪問介護事業、リフォーム事業、不動産流通事業、不動産流動化事業等を出来るだけ早い

段階から着手し、将来の収益のコアとして育成していくことが当社の安定成長に繋がると考えています。

(5）会社の対処すべき課題

　次期の見通しといたしましては、平成18年３月期の企業業績の好調が見込まれること、企業の雇用状況がさらに改

善され、個人消費が底堅い状況から、国内景気はさらに持続するものと予想されます。一部に国内金利の先高感や原

油価格をはじめとする原材料価格の上昇などの懸念材料はありますが、景気の持続的上昇基調は変わらないものと考

えられます。

　不動産業界におきましては、首都圏分譲マンションの供給が引続き高水準を維持しつつ、都区部の地価上昇の影響

により販売時期や販売手法等を選別調整する一方、比較的地価の安定した周辺近県や関東圏に物件供給が拡散する傾

向が予想されます。金利先高が予想される中、平成18年の供給戸数は、85,000戸程度と依然高水準の見込(前年比

0.9％増、不動産経済研究所)です。首都圏の販売在庫数は５千戸台の低水準ではあるものの、環境配慮、省エネ仕様

等快適な生活環境かどうか物件選別の目が厳しくなり二極化が進むものと認識しております。

　このような状況の中で、当社グループでは、①当社マンションブランドの向上②仕入コストの厳正化③マンション

設備の高付加価値化④財務体質の強化⑤不動産流動化及び高齢者マンションなど住宅関連事業の具体化の５つの課題

に取組んでまいりますが、これまで提唱し広くお客様にご支持を得てまいりました「人に、地球に、未来にやさしい

住空間の創造」という企業コンセプトをさらに進化、発展させた、「心に、体に、地球にやさしい、住まいづくり」

を当社の思想としてとらえ、具体化したいと考えております。

　具体的な企業グループの事業展開といたしましては、マンション管理事業は当連結会計年度において累積損失を一

掃、さらに快適なマンションライフをサポートできる多種多様なサービスを提供してまいります。また、介護事業に

おきましては、これまで大田、世田谷、新宿での店舗展開を行っており、直実に訪問、居宅介護のノウハウを充実し

て顧客拡大をめざしております。さらに高齢者住宅事業として千葉県柏市に特定有料老人ホーム「シーハーツ柏」を

オープンし、お客様のご入居も開始しております。さらに平成19年３月期には千葉県松戸市に「シーハーツ松戸」を

開設する予定でございます。不動産流動化事業は来期に祐天寺及び上石神井の２物件の開発が終了し業績に寄与する

予定であります。

　このように、当社グループにおきましては、主力のマンション事業を中心としてお客様の快適生活に寄与できる高

付加価値マンションを提供して永続的な発展を図ってまいります。さらに関連グループの総力を生かして広くお客様

の安心と満足を得られる企業体となり、株主、顧客、取引先、地域コミュニティ及び社員一同の期待に誠心誠意お応

えできるよう努力してまいります。

(6）関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針

　当社の100％出資子会社２社の取締役及び監査役は、次のとおり当社の取締役及び監査役が兼務しておりますが、い

ずれも当該役員との取引及び報酬等はありません。また、従業員の出向関係もありません。

シーズコミュニティ㈱　代表取締役を含む取締役４名及び監査役１名

シーズライフケア㈱　　代表取締役を含む取締役３名及び監査役１名

　当社の大株主との取引関係はありません。

(7）その他会社の経営上の重要な事項

　該当事項はございません。

－ 5 －



３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

(1）全般の状況　

　　当連結会計年度におけるわが国の経済は、一昨年秋からの景気回復傾向が継続する中で、昨年秋から「踊り場」

局面を脱却、好調な設備投資と底堅い個人消費によって再び景気が上昇し始めております。IT分野の在庫調整が完

全に終了したこと、デジタル家電や自動車を中心として国内需要が旺盛だったことなどから好調な企業業績が予想

されております。原油など原材料高や金利の先高懸念という停滞材料はあるものの景気の回復、上昇傾向は継続す

るものと思われます。

　不動産業界におきましては、堅調なオフィス需要や一般の住宅の都心回帰を背景として地価の下げ止まり感がさ

らに広がっており、東京圏の商業地は15年ぶりに上昇に転じております。特に東京都では住宅地を含めた全用途で

上昇いたしました(2006年１月１日時点の公示地価、国土交通省)。

　平成17年（１月～12月）の首都圏マンションの供給戸数は84,243戸(前年比1.4％減)となりました。都心部での地

価の上昇、日銀の量的緩和解除に伴う住宅ローン金利の先高感、さらに分譲各社が発売時期を調整する傾向などに

より都区部で大幅に減少したものの、都下や周辺近県では大きく発売戸数を伸ばしております。また、初月契約率

は月間平均82％と依然高水準を維持しており、販売在庫数も1979年以来の５千戸台と低水準となっております(不動

産経済研究所)。

　こうした事業環境の中、当社は顧客第一主義をモットーとし、人の心と体にやさしい住宅環境の提供を心がけて

まいりました。具体的には環境、健康、安全を追求した「環境共生型マンション」としてオール電化、太陽光発電、

省エネエコ給湯、屋上緑化を標準装備した最先端仕様のマンションを供給してまいりました。こうした次世代対応

装備を徹底して取り込んだマンションづくりによって広く顧客の信頼を得ることができ、平成16年２月４日ジャス

ダック市場に株式を公開、さらに同年12月28日、東京証券取引所二部に上場をはたすことができました。主力のマ

ンション分譲事業は好調に推移、リフォーム事業、不動産流通事業、不動産流動化事業、マンション管理事業も計

画どおり拡大しております。また、訪問介護事業は現在都内３ヶ所の事業所を運営しており、さらに高齢者住宅事

業は千葉県柏市においてスタートいたしました。

　この結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は22,215,238千円（前期比58.0％増）、経常利益は

1,915,401千円（前期比52.4％増）、当期純利益は1,045,457千円（前期比46.4％増）を計上し、増収増益となりま

した。

(2）部門別の状況

①　マンション分譲事業におきましては、「シーズガーデン聖蹟桜ヶ丘」「シーズガーデン甲府丸の内」「シーズ

ガーデン大和」「シーズガーデン飯能」など14物件を竣工、総戸数639戸全戸を完売し、マンション分譲事業開始

以来５期連続で完成在庫ゼロを達成いたしました。その結果マンション分譲売上高は21,401,895千円（前期比

56.8％増）となりました。

②　その他の事業におきましては、設計変更工事、オプション工事、リフォーム工事、ローン事務代行手数料、マ

ンション管理事業、訪問介護事業及び高齢者住宅事業その他の事業が順調に拡大いたしました。その結果、その

他事業売上高は813,343千円（前期比95.9％増）となりました。

２．財政状態

(1）資産、負債及び資本の状況

　総資産は、前連結会計年度に比べ8,073,648千円増加して22,976,558千円となりました。主に、竣工物件分の売買

代金の回収が進んだこと等により現金及び預金が5,633,099千円増加したこと、開発中の物件増加により仕掛販売用

不動産が1,477,319千円増加したこと等によるものであります。

　株主資本は、前連結会計年度に比べ3,375,695千円増加して5,808,399千円となりました。主に、平成17年５月に

発行した転換社債型新株予約権付社債2,500,000千円がすべて株式に転換されたこと、当期純利益により利益剰余金

が875,789千円増加したこと等によるものであります。

　株主資本比率は、転換社債の転換により資本金及び資本準備金が増加したこと、ならびに当期純利益の増加によ

り利益剰余金が増加したこと等により前連結会計年度の16.3％から当連結会計年度は25.3％となりました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により2,993,761千円増加し、投資活動に

より580,128千円減少し、財務活動により3,218,835千円増加いたしました。この結果現金及び現金同等物は5,632,468

千円の増加となり、期末残高は11,678,911千円（前期比93.2％増）となりました。

　当連結会計年度における各活動別の主な要因は次のとおりであります。

　営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益が1,894,921千円、仕入債務の増加

額が3,453,684千円あったこと等に対して、売上債権の増加額が402,044千円、たな卸資産の増加額が1,469,853千円、

前受金の減少額が290,897千円、法人税等の支払による減少額が563,119千円あったこと等により、差引2,993,761千

円の収入となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の払戻による増加額が82,609千円、敷金保証金の

回収による増加額が84,843千円あったこと等に対して、定期預金積金の預入による減少額が94,614千円、有形固定

資産の取得による減少額が189,081千円、敷金保証金の支払による減少額が394,182千円、その他投資活動による減

少額が44,097千円あったこと等により、差引580,128千円の支出となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入れによる増加額が749,000千円、長期借入れによる

増加額が4,720,000千円、転換社債の発行による増加額が2,500,000千円あったこと等に対して、短期借入金の返済

による減少額が1,009,000千円、長期借入金の返済による減少額が3,528,000千円、配当金の支払による減少額が

168,704千円、その他財務活動による減少額が44,366千円あったこと等により、差引3,218,835千円の収入となりま

した。

(3）通期の見通し

　わが国経済は、景気の「踊り場」的局面を脱して再度上昇傾向を示しており、企業業績の好調さ、雇用状況の安

定による個人消費の拡大が予想されます。ゼロ金利政策の見直しによって住宅ローン等の先高感や原油価格の高騰

という懸念材料はあるものの、一層の安定的上昇傾向は続くものと予想されます。

　マンション業界につきましては、都心部を中心とした地価の上昇が関東圏の周辺地域に拡大していく中、原油価

格高騰による建築資材等の価格上昇等、販売単価の上昇傾向が顕在化しております。さらに住宅ローン金利の先行

き上昇懸念もあり、好調な販売にかげりが見えてくる事態も予想されます。

　こうした経済状況の中、当社は平成18年５月１日に東京証券取引所市場第一部に指定替えを果たしました。引き

続き高機能、高品質のマンションを提供し、責任ある上場会社として投資家やお客様の信頼をさらに醸成して業績

の着実な拡大をめざしてまいります。特に来期竣工予定物件の早期完売をめざし、さらに来々期竣工予定物件の土

地の手当も早期に実現して先々を見据えた経営戦略の構築を心がけてまいります。また、資金調達を多様化し、金

利の軽減を図り財務体質をより強固にしたうえで、マンション管理事業、訪問介護事業、リフォーム事業、不動産

流通事業、不動産流動化事業といった住宅関連事業の安定的業績拡大を実現してまいります。

　通期の連結業績見通しにつきましては、売上高30,020,000千円、経常利益2,705,000千円、当期純利益1,550,000

千円を見込んでおります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

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 ※１  6,118,325   11,751,425  

２　売掛金   190,778   592,822  

３　仕掛販売用不動産 ※１  7,691,268   9,168,587  

４　未成工事支出金   3,465   ―  

５　繰延税金資産   61,257   94,902  

６　前払費用   588,642   550,057  

７　その他   27,494   49,355  

流動資産合計   14,681,230 98.5  22,207,151 96.6

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物  34,066   144,608   

減価償却累計額  8,141 25,924  12,945 131,662  

(2）土地   905   905  

(3）その他  11,958   53,490   

減価償却累計額  4,561 7,396  11,472 42,018  

有形固定資産合計   34,226 0.2  174,585 0.8

２　無形固定資産   2,593 0.0  19,010 0.1

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   －   10,430  

(2) 繰延税金資産   27,742   38,556  

(3）その他   157,117   528,345  

 　 貸倒引当金   －   △1,519  

投資その他の資産合計   184,859 1.3  575,811 2.5

固定資産合計   221,679 1.5  769,407 3.4

資産合計   14,902,910 100.0  22,976,558 100.0
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金   4,388,224   7,841,908  

２　短期借入金 ※１  420,000   160,000  

３　一年以内償還予定の社債   －   100,000  

４　一年以内返済予定の長期
借入金

※１  1,510,000   4,659,000  

５　未払法人税等   560,100   890,903  

６　賞与引当金   44,597   58,171  

７　前受金   715,932   425,035  

８　その他   450,171   620,805  

流動負債合計   8,089,026 54.3  14,755,824 64.2

Ⅱ　固定負債        

１　社債   100,000   －  

２　長期借入金 ※１  4,213,000   2,256,000  

３　退職給付引当金   11,963   15,356  

４　役員退職慰労引当金   56,217   70,684  

５　その他   －   70,294  

固定負債合計   4,381,180 29.4  2,412,334 10.5

負債合計   12,470,207 83.7  17,168,159 74.7

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   － －  － －

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※３  522,560 3.5  1,772,602 7.7

Ⅱ　資本剰余金   450,252 3.0  1,700,210 7.4

Ⅲ　利益剰余金   1,459,891 9.8  2,335,680 10.2

Ⅳ　自己株式 ※４  － －  △93 0.0

資本合計   2,432,703 16.3  5,808,399 25.3

負債、少数株主持分及び資
本合計

  14,902,910 100.0  22,976,558 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   14,060,788 100.0  22,215,238 100.0

Ⅱ　売上原価   10,608,962 75.5  17,125,048 77.1

売上総利益   3,451,825 24.5  5,090,190 22.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,011,050 14.3  2,979,638 13.4

営業利益   1,440,775 10.2  2,110,552 9.5

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  81   49   

２　解約没収金  7,288   20,544   

３　開発土地一時使用料  2,032   2,000   

４　高度人材確保助成金  5,296   －   

５　土地売買契約解除違約金  －   5,000   

６　その他  2,501 17,199 0.1 5,813 33,407 0.1

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  135,746   137,781   

２　支払手数料  22,832   21,166   

３　新株発行費  914   3,601   

４　社債発行費  －   12,378   

５　上場関連費用  27,278   7,220   

６　工事遅延等補償  －   24,722   

７　貸倒引当金繰入額  －   1,519   

８　その他  14,287 201,058 1.4 20,168 228,558 1.0

経常利益   1,256,916 8.9  1,915,401 8.6

Ⅵ　特別利益        

１　固定資産売却益 ※２ 842 842 0.0 － － －

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産除却損 ※３ 2,835 2,835 0.0 20,480 20,480 0.1

税金等調整前当期純利益   1,254,922 8.9  1,894,921 8.5

法人税、住民税及び事業
税

 550,634   893,922   

法人税等調整額  △9,922 540,712 3.8 △44,458 849,463 3.8

当期純利益   714,210 5.1  1,045,457 4.7
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

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   442,252  450,252

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１　増資による新株式の発行  8,000 8,000 1,249,958 1,249,958

Ⅲ　資本剰余金期末残高   450,252  1,700,210

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   794,117  1,459,891

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　当期純利益  714,210 714,210 1,045,457 1,045,457

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  48,436 48,436 169,668 169,668

Ⅳ　利益剰余金期末残高   1,459,891  2,335,680
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税金等調整前当期純利益  1,254,922 1,894,921

減価償却費  5,642 19,152

賞与引当金の増加額  2,180 13,574

退職給付引当金の増加額  2,832 3,393

役員退職慰労引当金の増
加額

 23,847 14,466

貸倒引当金増加額  － 1,519

受取利息  △81 △49

支払利息  135,746 137,781

支払手数料  22,832 21,166

新株発行費  914 3,601

上場関連費用  27,278 7,220

社債発行費  － 12,378

固定資産売却益  △842 －

固定資産除却損  2,835 20,480

売上債権の増減額  233,798 △402,044

たな卸資産の増加額  △2,969,587 △1,469,853

仕入債務の増加額  807,311 3,453,684

前払費用の増減額  △197,008 38,968

前受金の増減額  408,695 △290,897

未払消費税等の増減額  △21,746 102,630

その他  123,171 114,043

小計  △137,256 3,696,137

利息及び配当金の受取額  83 42

利息の支払額  △143,272 △139,299

法人税等の支払額  △398,095 △563,119

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △678,541 2,993,761
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

定期預金積金の預入によ
る支出

 △10,104 △94,614

定期預金の払戻による収
入

 － 82,609

有形固定資産の取得によ
る支出

 △6,993 △189,081

有形固定資産の売却によ
る収入

 3,190 －

無形固定資産の取得によ
る支出

 △225 △17,523

貸付けによる支出  △2,900 －

貸付金の回収による収入  249 2,348

 敷金保証金の回収によ
る収入

 － 84,843

敷金保証金の支出  － △394,182

 投資有価証券の取得に
よる支出

 － △10,430

その他  △16,521 △44,097

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △33,305 △580,128

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入れによる収入  420,000 749,000

短期借入金の返済による
支出

 △350,000 △1,009,000

長期借入れによる収入  5,723,000 4,720,000

長期借入金の返済による
支出

 △3,994,000 △3,528,000

転換社債の発行による収
入

 － 2,500,000

株式の発行による収入  16,000 －

自己株式の取得による収
入 

 － △93

配当金の支払額  △47,991 △168,704

その他  △51,024 △44,366

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,715,984 3,218,835

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額

 1,004,137 5,632,468

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 5,042,305 6,046,442
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

 6,046,442 11,678,911
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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
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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　２社

連結子会社の名称

シーズコミュニティ㈱

シーズライフケア㈱

同左

 

 

 

 

２　持分法の適用に関する事項 　該当事項はありません。 同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。

同左

４　会計処理基準に関する事項   

  (1) 重要な資産の評価基準 有価証券 有価証券 

 　　 及び評価方法  ――――――　　  aその他有価証券 

     時価のないもの

  　     移動平均法による原価法

 

 

たな卸資産

ａ仕掛販売用不動産及び未成工事支出金

個別法による原価法

たな卸資産

ａ仕掛販売用不動産及び未成工事支出金

同左

 

 

ｂ貯蔵品

最終仕入原価法

ｂ貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 

有形固定資産

定率法

　ただし、建物（建物付属設備は除く）

については定額法

有形固定資産

同左

 

 

 

主な耐用年数

建物     　　３～33年

 

 

 

 

 

無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、ソフトウェア（自社利用分）につ

いては、社内における利用可能期間（５

年）によっております。

無形固定資産

同左

 

(3）重要な繰延資産の処理

方法

新株発行費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

新株発行費

同左

 

 

社債発行費

──────

社債発行費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

(4）重要な引当金の計上基準 イ　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。

　当連結会計年度においては、債権の回

収が確実であること及び過去の貸倒実績

がないこと等により計上しておりません。

イ　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　

　収不能見込み額計上しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

 

ロ　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額の当連結会計年

度負担額を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

 

 

ハ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務に基

づき当連結会計年度末に発生していると

認められる額を計上しております。

ハ　退職給付引当金

同左

 

 

ニ　役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支出に充て

るため、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。

ニ　役員退職慰労引当金

同左

(5）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。

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしているため、特例処理を採

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

ヘッジ手段……金利スワップ

ヘッジ対象……借入金の利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

③　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っております。

③　ヘッジ方針

同左

 

 

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満た

しているため、有効性の判定を省略して

おります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

(1）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、

税抜方式によっております。

　なお、控除対象外消費税等については、

販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。

(1）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、税抜方式によっております。

　　なお、控除対象外消費税等について

　は、販売費及び一般管理費に計上して

　おりますが、資産に係る繰延消費税等

　については、長期前払費用に計上し、

　５年間で償却しております。

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方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６　連結調整勘定の償却に関

する事項

　該当事項はありません。 同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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。

同左

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。

同左

－ 17 －



　会計処理の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　――――――

 

 

 

 

 

 

 

　　――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　 ――――――

 

 　　(固定資産の減損に係る会計基準)

　　 当連結会計年度から「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。

 　　(連結損益計算書)

　　①連結子会社シーズライフケア㈱の介護事業に係る　

　人件費の処理につきましては、従来販売費及び一般管

　理費として処理しておりましたが、今後ヘルパー等の　

　現場要員の人件費の増加が見込まれることから、原価

　管理体制の強化を図り、介護収入に対応する原価をよ

　り適正に示すため当連結会計年度から売上原価に含め

　て表示することといたしました。

　　なおこの変更により、従来の方法に比べ売上原価は　

　111,601千円増加し、売上総利益は同額減少しており

　ますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

　利益に及ぼす影響はありません。

 　 ②ゴルフ会員権取得に係る名義変更料の処理につき

　ましては、従来取得価額に含めておりましたが、施設　　

　利用権としての資産価値をより適正に示すため、当連

　結会計年度から営業外費用(その他)として費用処理す

　ることといたしました。この変更により営業外費用が

　9,076千円増加し、経常利益及び税金等調整前当期純

　利益が同額減少しております。

　　なお、当中間連結会計期間までは従来の処理によっ

　ておりましたが、ゴルフ会員権の金額の重要性を鑑

　み、会計処理を再検討した結果、下期において変更す

　ることといたしました。

　　当中間連結会計期間においては変更後の処理方法を

　採用した場合に比べ経常利益及び税金等調整前当期純

　利益はそれぞれ5,576千円多く計上されております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　担保に供している資産

　担保に供している資産は次のとおりであります。

※１　担保に供している資産

　担保に供している資産は次のとおりであります。

仕掛販売用不動産 6,114,425千円

定期預金 11,000千円

仕掛販売用不動産 7,176,858千円

  

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 420,000千円

一年以内返済予定の長期借入

金
1,510,000千円

長期借入金 4,213,000千円

短期借入金 160,000千円

一年以内返済予定の長期借入

金
4,659,000千円

長期借入金 2,256,000千円

※２　保証債務 ※２　保証債務

当社物件購入者に対する住宅

ローン保証
1,542,600千円

当社物件購入者に対する住宅

ローン保証
5,116,741千円

　住宅ローンに関する抵当権設定登記完了までの金融

機関等に対する保証債務であります。

　住宅ローンに関する抵当権設定登記完了までの金融

機関等に対する保証債務であります。

※３　発行済株式数

※４　　　　　　　

普通株式

―――――

42,417株 ※３　発行済株式数

※４　当社が保有する自己

　　　あります。

普通株式

株式の数は

255,191株

普通株式１株で 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの ※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当 428,837千円

賞与引当金繰入額 44,597千円

退職給付費用 3,725千円

役員退職慰労引当金繰入額 23,847千円

広告宣伝費 812,988千円

販売促進費 65,339千円

給料手当 530,527千円

賞与引当金繰入額 53,083千円

退職給付費用 4,882千円

役員退職慰労引当金繰入額 14,466千円

広告宣伝費 1,210,817千円

販売促進費 142,083千円

※２　固定資産売却益の内訳 ※２　　　　　　　　――――――

車両運搬具 842千円   

※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 2,636千円

その他（工具器具及び備品） 198千円

計 2,835千円

建物 17,578千円

その他（工具器具及び備品） 2,901千円

計 20,480千円
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　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 6,118,325千円

別段預金 △73千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金
△71,809千円

現金及び現金同等物 6,046,442千円

現金及び預金勘定 11,751,425千円

別段預金 △699千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金
△71,814千円

現金及び現金同等物 11,678,911千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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）

期末残高相
当額
（千円）

有形固定資産
その他（車両
運搬具）

11,788 1,837 9,951

有形固定資産
その他（工具
器具及び備
品）

14,742 5,478 9,263

ソフトウエア 13,684 7,366 6,318

合計 40,215 14,682 25,533

 
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）

有形固定資産
その他（車両
運搬具）

16,901 4,712 12,189

有形固定資産
その他（工具
器具及び備
品）

34,299 11,239 23,060

ソフトウエア 13,684 10,103 3,581

合計 64,886 26,055 38,830

②未経過リース料期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 8,541千円

１年超 17,634千円

合計 26,176千円

１年以内 12,535千円

１年超 27,086千円

合計 39,612千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 9,260千円

減価償却費相当額 7,944千円

支払利息相当額 1,688千円

支払リース料 13,156千円

減価償却費相当額 11,373千円

支払利息相当額 1,920千円

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（残価保

証の取り決めがある場合は残価保証額）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

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保

証の取り決めがある場合は残価保証額）とする定額法

によっております。

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
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②　有価証券

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

　時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

　非上場株式 
10,430 
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③　デリバティブ取引

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は金利スワップ取引で

あります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針及び利用目的

　デリバティブ取引は、将来の金利変動のリスク回避を

目的としており、投機的な取引は行わない方針でありま

す。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(2）取引に対する取組方針及び利用目的

同左

①ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理の要件を満たし

ているため、特例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

ヘッジ手段……金利スワップ

ヘッジ対象……借入金の利息

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っております。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、

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

(3）取引に係るリスクの内容

　利用しているデリバティブ取引に係るリスクは、市場

の金利変動に係るリスクであります。

　なお、取引相手先は高格付けを有する金融機関に限定

しているため、信用リスクはほとんどないと認識してお

ります。

(3）取引に係るリスクの内容

同左

(4）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行、管理については、取引権限

及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、資金担当部

門が決裁責任者の承認を得て行っております。

(4）取引に係るリスク管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　金利スワップ取引を契約しておりますが、ヘッジ会計を

適用しているため、デリバティブ取引の契約額等、時価及

び評価損益の状況の記載を省略しております。

同左

－ 23 －



④　退職給付

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社および連結子会社は、確定給付型の制度として、

退職一時金制度を採用しております。

１　採用している退職給付制度の概要

同左

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

退職給付債務 11,963千円

退職給付引当金 11,963千円

退職給付債務 15,356千円

退職給付引当金 15,356千円

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 3,725千円

退職給付費用 3,725千円

勤務費用 4,882千円

退職給付費用 4,882千円

４　退職給付債務等の計算基礎に関する事項

　当社および連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しておりますので、基礎率等について

は記載しておりません。

４　退職給付債務等の計算基礎に関する事項

同左
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31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

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）  

①流動資産  

未払事業税 38,542千円

賞与引当金 18,154千円

未払費用 2,043千円

繰越欠損金 3,942千円

小計 62,683千円

評価性引当額 △1,426千円

計 61,257千円

②固定資産  

退職給付引当金 4,867千円

役員退職慰労引当金 22,874千円

繰越欠損金 13,125千円

小計 40,867千円

評価性引当額 △13,125千円

計 27,742千円

繰延税金資産合計 88,999千円

（繰延税金資産）  

①流動資産  

未払事業税 71,374千円

賞与引当金 23,684千円

未払費用

未払事業所税

2,817千円

137千円

  

  

小計 98,013千円

評価性引当額 △3,111千円

計 94,902千円

②固定資産  

退職給付引当金 6,248千円

役員退職慰労引当金 28,761千円

ゴルフ会員権名義変更料 3,236千円

貸倒引当金 309千円

繰越欠損金 63,141千円

小計 101,697千円

評価性引当額 △63,141千円

計 38,556千円

繰延税金資産合計 133,458千円

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

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 40.69

（調整）  

交際費等永久に損金に参入さ

れない項目
0.83

住民税均等割 0.07

評価性引当額の影響 1.16

その他 0.34

税効果会計適用後の法人税等

の負担率
43.09

 ％

法定実効税率 40.69

（調整）  

交際費等永久に損金に参入さ

れない項目
1.07

住民税均等割 0.16

評価性引当額の影響 2.73

その他 0.18

税効果会計適用後の法人税等

の負担率
44.83
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「マンション分譲

事業」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「マンション分譲

事業」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店が存在しないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店が存在しないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　海外売上高が存在しないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　海外売上高が存在しないため、該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 57,352円09銭

１株当たり当期純利益金額 17,145円66銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
16,845円77銭

１株当たり純資産額 22,761円08銭

１株当たり当期純利益金額 4,340円41銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
4,268円67銭

　当社は、平成16年７月20日付で普通株式１株につき普通

株式３株の割合で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連結会計

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。

　当社は、平成17年５月20日付で普通株式１株につき普通

株式５株の割合で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連結会計

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 42,173円79銭

１株当たり当期純利益金額 18,492円54銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
17,853円77銭

１株当たり純資産額 11,470円42銭

１株当たり当期純利益金額 3,429円13銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
3,369円15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

 
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

連結損益計算書上の当期純利益 （千円） 714,210 1,045,457

普通株式に係る当期純利益 （千円） 714,210 1,045,457

普通株主に帰属しない金額 （千円） － ―

普通株式の期中平均株式数 （株） 41,655 240,865

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定に用いられた当期純利

益調整額

（千円） － ―

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定に用いられた普通株式

増加数（新株予約権）

（株） 741 4,048

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まれなかっ

た潜在株式の概要

────── ──────
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　株式の分割

　当社は平成17年１月28日開催の取締役会決議に基づき、

平成17年５月20日付をもって株式の分割をいたしました。

その概要は次のとおりであります。

(1）分割方法

　平成17年３月31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株式を１株につき５株の割合

をもって分割いたします。

　　　　　　　　　――――――

 

 

 

(2）増加する株式の種類及び数

普通株式　169,668株

 

 

(3）新株の配当起算日

平成17年４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

前期における１株当たり情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当期における１株当たり情報は、それ

ぞれ以下の通りとなります。

 

 

 

前連結会計年度 当連結会計年度

①１株当たり純資産額 ①１株当たり純資産額

8,434円76銭 11,470円42銭

②１株当たり当期純利益
金額

②１株当たり当期純利益
金額

3,698円51銭 3,429円13銭

③潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額

③潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額

3,570円76銭 3,369円15銭

  

  

  

  

  

  

  

２　社債の発行

　当社は平成17年５月９日開催の取締役会において下記

のとおり第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発

行を決議し、平成17年５月25日に払込が完了いたしまし

た。

　　　　　　　　　――――――　

　

(1）社債の種類　　無担保転換社債  

(2）発行価格　　　額面100円につき100円  

(3）発行総額　　　25億円  

(4）利率　　　　　―  

(5）償還期日　　　平成19年５月25日  

(6）発行日　　　　平成17年５月25日  

(7）資金の使途　　運転資金  

(8）償還方法

①本社債は、平成19年５月25日にその総額を償還する。

ただし、繰上償還に関しては、本号②乃至④に定め

るところによる。
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

②当社は、当社が株式交換または株式移転により他の

会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決

議した場合、本新株予約権付社債の社債権者に対し

て、償還日から30日以上60日以内の事前通知を行っ

た上で、当該株式交換または株式移転の効力発生日

以前に、その時点において未償還の本社債の全部

（一部は不可）を額面100円につき次の金額で繰上

償還する。

平成17年５月26日から平成18年５月25日までの期間

については金101円

平成18年５月26日から平成19年５月25日までの期間

については金100円

 

 

 

③当社は、平成17年５月26日以降、その選択により、

本新株予約権付社債の社債権者に対して償還日か

ら30日以上60日以内の事前通知を行った上で、その

時点において未償還の本社債の全部（一部は不可）

を繰上償還できる。この場合の償還価額は本社債の

額面100円につき金100円とする。

 

④本新株予約権付社債の社債権者は、平成17年５月26

日以降、その選択により、当社に対して償還日か

ら30日以上60日以内の事前通知を行い、かつ当社の

定める請求書に繰上償還を請求しようとする本社債

を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺

印した上、繰上償還を請求しようとする本新株予約

権付社債券を添えて財務代理人に提出することによ

り、その保有する本社債の全部または一部を繰上償

還することを、当社に対して請求する権利を有する。

この場合の償還価額は本社債の額面100円につき金

100円とする。登録をした本新株予約権付社債に係

る本社債の繰上償還を当社に対して請求する場合は、

本新株予約権付社債券の提出は不要であり、当社の

定める請求書に繰上償還を請求しようとする本社債

を表示し、請求の年月日を記載してこれに記名捺印

した上、第10項記載の登録機関を経由して、これを

財務代理人に提出することができる。

 

⑤償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前

銀行営業日にこれを繰り上げる。

 

⑥本新株予約権付社債の買入および当該本新株予約権

付社債に係る本社債の消却は、発行日の翌日以降い

つでも行うことができる。ただし、当該本新株予約

権付社債に係る本新株予約権のみを消却することは

できない。当該本新株予約権付社債に係る本社債を

消却する場合、当社は当該本新株予約権付社債に係

る本新株予約権につき、その権利を放棄するものと

する。
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　なお、新株予約権等の内容の詳細については、第４

「提出会社の状況」１「株式等の状況」の中の(2）「新

株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
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５．契約及び販売の状況
(1）契約状況

　前連結会計年度及び当連結会計年度の分譲マンション事業の契約実績及び契約繰越残高は次のとおりであります。

区分

前連結会計年度
自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

契約高 契約繰越残高 契約高 契約繰越残高

戸数
（戸）

金額
（千円）

前年同
期比
（％）

戸数
（戸）

金額
（千円）

前年同
期比
（％）

戸数
（戸）

金額
（千円）

前年同
期比
（％）

戸数
（戸）

金額
（千円）

前年同
期比
（％）

マンショ

ン分譲事

業

487 18,441,488 132.3 286 9,918,161 193.6 527 16,501,224 89.5 174 5,017,490 50.6

　（注）１．上記の金額には、消費税等が含まれておりません。

２．金額は販売価額によっております。

(2）販売実績

　前連結会計年度及び当連結会計年度の販売実績は次のとおりであります。

区分

前連結会計年度
自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

戸数（戸） 金額（千円）
前年同期比
（％）

戸数（戸） 金額（千円）
前年同期比
（％）

マンション分譲事業 351 13,645,525 110.7 639 21,401,895 156.8

その他 ― 415,263 227.6 ― 813,343 195.9

合計 351 14,060,788 112.4 639 22,215,238 158.0

　（注）１．上記の金額には、消費税等が含まれておりません。

２．前連結会計年度及び当連結会計年度におけるマンション分譲事業の販売実績の内訳は以下のとおりであります。

前連結会計年度
自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

物件名 金額（千円） 戸数（戸） 物件名 金額（千円） 戸数（戸）

シーズガーデン上大岡 1,196,310 37 シーズガーデン聖蹟桜ヶ丘 1,177,190 31

シーズガーデン行徳 1,079,340 32 シーズガーデン府中多摩川 2,030,176 53

シーズガーデン多摩川 1,123,689 32 シーズガーデン練馬 1,153,050 27

シーズガーデン一之江 1,681,713 49 シーズガーデン鎌倉 1,250,800 36

シーズガーデン浅草 1,114,695 36 シーズガーデン戸越公園 1,090,424 26

シーズガーデン石神井公園 1,223,665 35 シーズガーデン日吉 1,708,880 57

シーズガーデン新江古田 1,337,797 30 シーズガーデン多摩永山 2,033,298 57

シーズガーデン武蔵境 2,561,316 47 シーズスクエア聖蹟桜ヶ丘 1,065,905 25

シーズガーデン池上 2,327,000 53 シーズガーデン甲府丸の内 1,576,875 56

 　　　――― ― ― シーズガーデン長野 1,503,436 50

 　　　――― ― ― シーズガーデン北綾瀬 1,496,667 41

 　　　――― ― ― シーズガーデン湘南平塚 1,654,157 54

 　　　――― ― ― シーズガーデン大和 2,540,930 88

 　　　――― ― ― シーズガーデン飯能 1,120,107 38

合計 13,645,525 351 合計 21,401,895 639

　（注）　上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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