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当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、平成17年３月期の連結経営成績、連結財政状態及び連結キャッシュ・フ

ローの状況につきましては記載しておりません。また、平成18年３月期の増減率についても記載しておりません。 
 
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、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３月期 16,730   （  ― ） 3,756   （  ― ） 3,474   （  ― ） 
17年３月期 ―   （  ― ） ―   （  ― ） ―   （  ― ） 
 

 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 1,744  (―) 18,914 91 18,747 82 18.1 12.4 20.8 
17年３月期 ―  (―) ― ― ― ― ― ― ― 

(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 90,886株    17年３月期 ― 株 
③会計処理の方法の変更   無 

(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 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 
18年３月期 28,005 9,643 34.4 99,192 78 
17年３月期 ― ― ― ―  ― 

(注)期末発行済株式数（連結）  18年３月期 96,966株    17年３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 

 百万円 百万円 百万円 百万円 
18年３月期 △6,905 △557 12,004 6,005 
17年３月期 ― ― ― ― 

(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  ５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） ５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 12,236 1,332 579 

通  期 33,871 5,616 3,421 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 11,761円28銭 
（注）株式分割（平成18年４月１日付）による193,932株の増加を加味した予定期末発行済株式数290,898株で算出

しております。 
 
※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における

仮定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大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる
仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の11ページを参照してください。 
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１．企業集団の状況 

当社グループは、サンフロンティア不動産株式会社（当社）と連結子会社５社により構成されており、「不動

産再生事業」、「不動産サービス事業」及び「その他不動産事業」を行っております。 

中核は、都市部の事業用不動産に特化した「不動産再生事業（アセットビジネス）」でありますが、売買仲介、

賃貸仲介、プロパティマネジメント（※１）事業、建築企画事業等、総合的な「不動産サービス事業（ノンアセ

ットビジネス）」を行っており、事業用不動産に関する各市場のニーズや体温を、現場を通してタイムリーに把

握できることが当社グループの強みとなっております。不動産サービス事業におけるトータルソリューション力

を｢不動産再生事業｣の中に応用することで、リプランニング事業等、事業期間６ヶ月程度という早期完結型のリ

プランニング事業の展開を可能としており、｢不動産再生事業を中核とする総合不動産サービス｣の基盤を構成し

ております。物件の大型化、再生手法の複雑化等に伴い、事業期間のより長いプロジェクトも手掛け、早期完結

型の案件と同時並行して取り組んでおります。 

また、証券化事業を行っており、｢その他不動産事業（ノンアセットビジネス）｣として自社で出資する私募フ

ァンド（※２）運営にかかるアセットマネジメント（※３）業務の受託を行っております。ファンドで保有する

事業用不動産を通して総合不動産サービス事業のソリューション力を高め、更にフィービジネスを強化するとと

もに、ノンアセットビジネスとしての新たな不動産再生に取り組んでおります。アセットビジネスの物件大型化

は、証券化事業の可能性を広げることにつながり、再生という独自の取り組みを生かし、他社のファンド事業者

との差別化、独自性を重視する方針であります。 

なお、当社グループは当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますが、事業の種類別セグメントは、

次のとおりであります。 

 

＜不動産再生事業＞ 

事業用不動産の再生を通して空室率を改善し、収益還元法による市場価値を高め、ビルオーナーや投資家に対

して適正価格で販売するリプランニング事業、並びに再生後も自社で継続して保有する賃貸ビル事業を行ってお

ります。 

 

(1) リプランニング事業 

① リプランニング 

事業用不動産の再生事業を行っております。借入金返済、自社ビル処分などの理由により売却、或いはそ

の必要に迫られた空室率の高いビルなどを当社で一旦買い取ります。その後、社内で再生企画を練り、エン

トランスや内外装をデザインし、電気、給排水、空調、昇降機等の設備改修、ＯＡ対応、高容量通信化時代

に適合する仕様への変更等のリノベーション（※４）を行います。そのうえでテナント募集を行い、稼働率

の高い賃貸ビルにすることで収益還元法に基づく市場価値を高めます。空室率の高いビルを高収益ビルに甦

らせ、事業用収益一棟ビルとして投資家、或いはビルファンドに適正価格で販売します。事務所ビルや寮な

どから住居や商業系施設等にコンバージョン（用途変換）し、新たなバリューを創出することも、環境保護

を社会使命とするリプランニング事業の多様なスタイルのひとつであります。従来、事業期間６ヶ月程度の

早期完結型のプロジェクトを中心に事業を組み立ててまいりましたが、より大型または高い企画力を要する

物件に対し、そのノウハウを生かす過程で、事業期間約１年程度の中期型プロジェクトも、あわせて事業化

しております。 

（主な関係会社）大成ビル㈲ 

 

② 不動産インベストメント 

従来、富裕層等の個人投資家を主たる販売先としてまいりましたが、知名度や資金力の向上に伴い、購入

検討物件等、物件のより大型化が進んでおります。販売先のニーズや資金量に応じて、リプランニング物件

の商品ラインナップの充実を図るため、かかる中・大型（購入価額20億円以上）の物件取得につきましては、

ファンド、或いはＪ－ＲＥＩＴ等、販売先のターゲット層として専門的に開拓する必要性が生じたため、平

成17年７月ＳＦインベストメンツ㈱を設立し、対応する方針といたしました。高額案件につきましては、築

浅の物件であったり、コンバージョン型の｢モノ作り｣の企画案件であったりと多様ではありますが、これま

で培ってきた再生のノウハウを生かし、お客様の多様なニーズに最大限応えるため、当社グループの不動産

サービス事業のトータルソリューション力を結集することは、リプランニングと同様であります。従来の相

対的に小型案件を対象とするリプランニングと並行して、より大型の案件につきましても創意工夫により高

付加価値をつけ、不動産再生事業の更なる拡がり、可能性を追求する方針であります。 

（主な関係会社）ＳＦインベストメンツ㈱ 
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(2) 賃貸ビル事業 

当社一定以上基準以上の物件を自社保有し、賃貸事業を行っています。好立地等で将来的にも価値の認めら

れる高収益ビルを継続して保有します。空室の発生した場合等は、当社グループの賃貸仲介・プロパティマネ

ジメント事業・建築企画事業・滞納賃料保証事業を積極的に投入し、安定的な利回りを確保します。 

また、販売用のリプランニング物件の多くからも、事業期間中においては売却までの間、家賃収入が発生し

ます。 

（主な関係会社）ＳＦインベストメンツ㈱、大成ビル㈲ 

 

＜不動産サービス事業＞ 

総合不動産事業会社を指向して、都市部における事業用不動産に特化し、仲介事業（売買仲介、賃貸仲介）、

プロパティマネジメント事業、建築企画事業等を行っております。 

 

(1) 仲介事業 

① 売買仲介 

金融機関や弁護士、サービサー（債権回収会社）等と連携し、事業用収益ビル、収益一棟マンション等の

売却情報に対し、迅速に物件評価・査定を行い、購入希望者を紹介するコンサルティング型仲介事業を行っ

ております。信託銀行や不動産会社との連携等、当社のネットワークにより収集した多種多様な物件情報と

事業用不動産の購入を希望する、主に個人投資家や投資事業法人にマッチングさせます。蓄積された物件情

報のうち、一定要件を満たす案件につきリプランニング事業の購入対象物件とするとともに、販売時には再

生した物件を顧客にご紹介する業務を行います。 

 

② 賃貸仲介 

都市部の事業用不動産に特化し、エリアを限定した地域密着型のオフィス、店舗の賃貸仲介事業を行って

おります。その特性を生かし地域内企業の成長にリンクした法人向け中・大型ビルの仲介も行っております。

多くの物件（貸し手であるビルオーナーの）情報と賃借を希望するテナント情報をもとに、双方のニーズを

掴み、マッチングさせます。不動産再生事業では事業物件をテナントで埋め、更なる高収益ビルに再生する

業務を担います。日頃からビルオーナーとテナントのニーズを追求する結果、ビルオーナーとともに物件の

再生方法を検討したり、テナントの視点から潜在的ニーズをリプランニング事業にフィードバックすること

も重要な役割となっています。 

 

(2) プロパティマネジメント事業 

クオリティとコスト両面から「入居者の満足こそオーナーの満足」という信念の下、ビルオーナーの経営パ

ートナーとして、建物管理から入居者管理までのニーズ対応型プロパティマネジメントを行っております。自

社で構築したサポートシステム（※５）の活用により、透明性の高いハイクオリティなビルマネジメントを可

能にします。不動産再生事業や仲介事業によりご購入頂いた不動産においても、「ご安心」をモットーに継続

してサービスの提供を行います。サブリース業務ではビルオーナーから不動産を一括して借り上げ、事務負担

の軽減を図るとともに、自社の賃貸仲介部門を投入し高収益を確保することで、安定的な資産活用を可能とし

ます。 

 

(3) 建築企画事業 

事業用不動産、オフィス、マンション等のリニューアル企画並びに修繕・改修工事等を行っております。テ

ナントの入居・退去による内装工事、原状回復工事のほか、ビルオーナーからの注文工事、リニューアル工事

も行います。不動産再生事業では物件をリノベーションする中で設計、監理業務を担い、関連各部門から集め

た「賃貸入居者の声」等を建築の視点に反映させ、時代性に合致する魅力的な高収益物件に再生します。 

 

(4) 滞納賃料保証事業 

滞納賃料保証事業は、事業用不動産の賃借人の賃料支払債務を賃貸人に対して保証する業務であり、入居

保証金という信用補填制度の経済的負担の軽減に着目したビジネスであります。テナントには、保証金を減

額し、資金的に余裕をもたらすとともに、信用力をバックアップし、よりハイレベルのオフィスへの入居を

可能にします。また、ビルオーナー、ファンド事業者（ＡＭ会社）には賃料の滞納や原状回復工事の不安や

事務負担を軽減し、賃貸事業本来の安定性を確保することにより、地域社会に安心を提供します。 

（主な関係会社）ＳＦビルサポート㈱ 
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＜その他不動産事業＞ 

自社で企画組成した私募ファンドへの出資のほか、不動産証券化事業にかかる資産管理業務その他のサービス

業務を受託するアセットマネジメント事業を行っております。 

 

(1) 不動産証券化事業 

私募ファンドを企画組成し、出資を行っております。証券化事業により、より大型物件の事業化に本格的に

取り組む方針であります。不動産再生事業との関連では、リプランニング事業の企画・出口戦略の多様化を図

ることにつながり、またファンドに物件を直接納入する場合、不動産サービス事業との関連ではノウハウの蓄

積、専任物件の増加といったトータルソリューション力の向上につながります。運用の結果として、付加価値

を高収益の金融商品として一般投資家に提供することにもつながります。リプランニング事業で培ってきたリ

ノベーションのノウハウを活かし、独自性を追求するとともに、投資家に対しては長期安定収入を維持し配当

面でも差別化を図っております。 

（主な関係会社）㈲ＳＦキャピタル 

 

(2) アセットマネジメント事業 

自社で出資し、企画・組成した私募ファンドの保有する事業用不動産の資産管理を行い、より高利回りを追

求するアセットマネジメント業務を受託しております。 

（主な関係会社）サンフロンティア不動産投資顧問㈱ 

 

（※１）プロパティマネジメント    ： 

個人ビルオーナーから不動産投資ファンドまで、顧客から資産のより効率的で安全な運営、管

理を受託する業務であります。 

（※２）私募ファンド         ： 

金融機関との提携及び個人・法人投資家の出資によるプライベートファンドであります。当社

は、100％子会社を通してＳＰＣ（特別目的会社）に劣後匿名組合出資を行う一方、プロパテ

ィマネジメント・アセットマネジメント業務を受託しております。 

（※３）アセットマネジメント     ： 

ファンドの運用物件を管理し、オーナーである投資家の収益向上に貢献する業務を行っており

ます。 

（※４）リノベーション        ：物件の改増築 

（※５）自社で構築したサポートシステム： 

建物管理から入居者管理までのニーズ対応型プロパティマネジメントは、具体的には当社独自

のＡＳ ＯＮＥサポートシステム（ビル資産運用マネジメント）に基づき提供されます。以下

の８つを柱としております。 

アカウンティング       ：テナントへの管理費等の請求、入金業務、ビルオーナ

ーへの送金業務、資料作成 

マスターリース        ：サブリースによるビルオーナーの空室リスクヘッジ、

賃料下落リスクヘッジ、事務処理負担の軽減 

リーシング＆マーケティング  ：ビルの稼働率を高める市場調査、物件調査と賃貸仲介 

テナントリレーション     ：テナントの要望等を集め、ビルオーナーにフィードバ

ックし移転・解約の未然防止 

レポーティング        ：レントロール、テナント動向、キャッシュ・フロー、

調査等のレポーティング 

コンストラクションマネジメント：不動産価値向上のための建築企画 

ビルメンテナンスオペレーション：清掃、設備保守等のトータルサービス 

デューデリジェンス      ：物件の適正価値、リスク査定、よりよいポートフォリ

オのご提案 
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〔事業系統図〕 
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売買・賃貸仲介

管理業務受託・ 

サブリース 

リニュ ー ア ル 企 画 

私
募
フ
ァ
ン
ド
・
不
動
産
物
件
・
フ
ァ
ン
ド 

売買仲介 

ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業 

建築企画事業 

賃貸仲介 
賃 貸 仲 介 

 

生活快適サービス 

修繕･原状回復工事 

仲介事業 仲介事業 

滞納賃料保証事業 

連結子会社 

ＳＦﾋﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ㈱ 

滞納賃料保証 滞納賃料保証受託 

資産管理業務受託 

建築企画 

販売用 

不動産物件 

賃貸用 

不動産物件 
賃貸 

購入 

（売買仲介） 

賃貸 

賃 貸 仲 介 

賃貸ビル事業 

ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾝﾄ 

滞納賃料保証 

連結子会社 

ＳＦﾋﾞﾙｻﾎﾟ-ﾄ㈱ 

連結子会社 

SFｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ㈱ 

 

フ
ァ
ン
ド
・
一
般
事
業
会
社
・
個
人
投
資
家 

 

 

売却 

（売買仲介） 
売買 

購入 

売 買 仲 介 

売却 

売 買 仲 介 

（配当） （配当） 

連結子会社 

大成ﾋﾞﾙ㈲ 
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２．経営方針 

（1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「人間のエゴから地球上で自然破壊、資源の枯渇、環境問題が進む現在、不動産業を開

発型ではなく、再生型として世の中に新たな付加価値を創造し、産業廃棄物の減少や二酸化炭素の放出削減

に取り組み、更に地球上の化石資源の無駄遣いを抑える」ことを事業ポリシーとしており、既存資源の再生

活動を通しての付加価値創造の結果として、人類や社会の進歩・発展に貢献してまいりたいと考えておりま

す。 

 

（2）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主への永続的かつ安定的な利益還元を行うことを重要な経営上の課題と考えております。また、

企業成長力の強化と経営効率の向上を目指すための内部留保の蓄積を勘案しながら各期の業績を考慮に入

れて決定することを基本方針としております。以上の方針に基づきまして、平成18年３月期の年間配当額は

１株につき1,000円を予定しております。 

なお、内部留保金につきましては、今後の経営環境の変化に対応すべく、財務体質の強化及び将来の事業

展開に充当する予定であり、資金の有効活用による企業価値向上を図っていく方針であります。 

 

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社グループは､投資単位の引下げが株式の流動性向上と株式市場に個人投資家の参加を促すための有効

な施策であると理解しております。現時点で方針は定めておりませんが、今後、株式市場の動向を注視しつ

つ、当社の業績や株価水準、需給の状況、費用対効果等を総合的に勘案して、具体的な方策について検討し

てまいる所存であります。 

この観点から平成17年５月20日付にて、１株を４株及び平成18年４月１日付にて、１株を３株に株式分割

を実施しております。 

 

（4）目標とする経営指標 

当社グループは、収益性の観点から、売上高経常利益率、総資本経常利益率（ＲＯＡ）及び株主資本当期

純利益率（ＲＯＥ）を重視しております。また、高い利益生産性を目指す観点から、従業員一人当たりの経

常利益も重要な指標と考えております。 

 

（5）中長期的な会社の経営戦略 

お客様により役立たせていただくため、以下の中長期戦略を展開してまいります。 

まず第１に、社員教育による人材育成であります。優秀な人材を獲得、育成し、理念・哲学の共有をベー

スに経営できる組織風土を拡大発展させてまいります。 

第２に、事業規模の拡大です。リプランニング事業では、個人投資家からファンド、Ｊ-ＲＥＩＴまで、

得意先のニーズに合った商品ラインナップの充実を図ります。中・小型案件をターゲットとしたリプランニ

ングの安定的な成長とともに、取扱物件の質的・量的規模の拡大を不動産インベストメントで実現し、これ

を上乗せすることで更なる進化を遂げてまいります。販売棟数の増加、物件の大型化・高級化に対応するこ

とで、不動産サービス事業のトータルソリューション力を更に磨き、邁進してまいります。仲介事業では、

取扱件数・単価ともに増大しておりますし、多店舗展開も重要な戦略のひとつと考えております。プロパテ

ィマネジメント事業におきましては、自前の賃貸仲介力をフル活用し、受託床面積をアップさせ、１棟当た

り受託額を拡大してまいります。建築企画事業におきましては工事件数、工事金額ともに拡大を図ります。 

第３に、事業の多角化です。グループ展開はその一環であり、お客様の声を事業に反映させ、より多くの

喜びを求めて、現業のすぐ横にある分野を｢これもできるなら、あれもできる｣と事業化したものです。総合

的な不動産サービスのメニューを多様化し、事業を発展させてまいります。 

第４に、環境配慮型ビジネスの展開です。｢地球環境保護｣の時代の潮流を真摯に受け止め、地球上の資源

の無駄遣いを抑え、「共生」の枠組みに配慮したサービスにより付加価値を創造し、永続的な人類・社会の

進歩発展に貢献してまいります。当社グループは、資源の無駄遣いや環境破壊を極力抑えた循環型ビジネス

モデルの探求とその実現によって、投資効率、収益性の高い事業構築を目指し、不動産業界にあって環境循

環型企業のパイオニアとなるべく、地道な努力を積み重ねてまいります。 
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（6）会社の対処すべき課題 

A.動向と見通し 

当不動産業界におきましては、国内景気に支えられ市場は引き続き活況でありますが、量的金融緩和解

除による金利上昇懸念などから市場環境は変化しつつあります。また、耐震強度偽装問題などを契機に法

令遵守、企業倫理がこれまで以上に強く求められる状況にもあります。 

当社は、社内の売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメント・建築企画の各部門の機能を有機的に融

合し、都心部の事業用不動産に特化することにより、市場に放出された低収益物件にリニューアルを施し、

テナントを募集し高収益の投資収益物件に再生させるリプランニング事業を主力事業として事業展開し

ております。 

不動産取引の増加は当社のビジネスチャンス拡大に繋がるものと予想され、今後とも社内資源を強化し、

ビルオーナー、テナント、近隣レジデントの視点から「魅力と活力のある都市空間の創造」を実現し、顧

客のニーズに適合することで更なる高収益、企業価値増大を実現させてまいります。かかる環境下、不動

産流動化・価値創造市場において、当社が安定的かつ継続的に事業を発展させていくための具体的課題は

以下のとおりであります。 

 

B.具体的課題と対策 

（a）バランスの取れた事業構成の構築 

当社は、不動産サービス事業が成長する過程において、環境配慮型のアセットビジネスを社内プロジ

ェクトとして立ち上げ、不動産再生事業として育成してまいりました。リプランニング事業の伸長の前

提には、不動産サービス事業の発展があります。リプランニング物件購入・売却時点で売買仲介部門、

テナント募集には賃貸仲介部門、リニューアルには建築企画部門がテナントニーズを反映させた室内空

間・設備・エントランス、或いは、内外装デザインに替える等、それぞれの役割を果たし、高収益を実

現しております。販売後は、プロパティマネジメント業務を受託したり、顧客のその時々のご要望に合

わせて仲介事業、建築企画事業の展開が可能になります。今後、リプランニング事業の成長スピードは

そのままに、更なる収益性の向上を図るためには、ビルオーナー等が抱える問題を個別に解決するトー

タルソリューション力をフルに発揮できる仲介事業や不動産証券化事業などノンアセットビジネスを

拡充することが課題と考えております。安定的なキャッシュ・フローを獲得するアセットビジネスと、

他人資本を利用しながら自己資本効率を上げるノンアセットビジネスを車の両輪と考え、事業ポートフ

ォリオの最適化を図り企業価値増大に努めてまいります。 

 

（b）経営基盤の強化 

当社は、総合不動産サービスを行っているため、不動産業務に関する広範囲のスキルが必要であり、

優秀なスタッフの確保が不可欠です。新卒・中途採用を積極的に進め、当社の大きな特徴である教育制

度並びにフィロソフィと計数感覚、そして専門知識に秀でた人材育成のためのプログラムの更なる充実

を図ります。また、持株会のほか、インセンティブのひとつとしてストックオプションの設定など従業

員のモチベーション向上を更に図るとともに優秀な人材の獲得・育成に注力してまいります。 

一方、組織の面では、内部管理体制の更なる充実、財務面では、自己資本の充実・財務体質の強化を

図ってまいります。 

 

（7）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 
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（8）内部管理体制の整備・運用状況 

①内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備

の状況 

当社では、内部管理体制の強化と機動的かつ柔軟な組織体制の両立を目指し、コーポレート・ガバナンス

の強化に取り組んでおります。 

内部統制組織につきまして、当社の諸業務が法令及び社内規程等に準拠し、合法かつ適正に行われている

かについて、内部監査室（室長１名、室員１名）が内部監査を随時実施しております。内部監査室は、監査

結果を速やかに社長に報告、同報告に基づき、各部門に対し、改善点の指摘・勧告等を行い、諸業務の質や

効率の改善を図っております。 

管理部門の配置につきまして、全体を統括する管理本部の下に、総務・人事業務等を行う総務課、情報シ

ステム業務を行う情報システム課で構成される総務部、経理・財務業務を行う経理部、全社的な予算・実績

管理等を行う経営企画室、ＩＲ業務等を行うＩＲ室、管理会計業務等を行う業務推進室を設置し、部門全体

にわたる内部管理及び統制を実施しております。 

社内規程につきましては、関連法令の改正や内部統制状況の変化等に即時対応し、整備・改訂に取り組ん

でおります。 

 

②内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

最近１年間につきましては、内部監査計画に基づき本社各部門、営業所の内部監査を行いました。併せて、

継続的に規程（業務分掌規程、職務権限運用規程等）、マニュアルの見直しを行い効率的な内部牽制制度の

充実に努めております。 

平成17年４月より本格施行されている個人情報保護法への対応として役職員向けの教育研修を行う等、保

護体制の構築しております。また、インサイダー取引の防止等に関しても社内啓蒙を継続しております。 

 

（9）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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３．財政状態及び経営成績 

（1）会社の概況 

当連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益に支えられ設備投資の増加や雇用情勢の改善から、

景気は引き続き緩やかな回復基調にて推移しております。当不動産業界におきましては、市場は引き続き活況

ではありますが、量的金融緩和解除による金利上昇懸念の影響などから、運用残高が増加傾向を続けてきたＪ

－ＲＥＩＴや私募ファンドの需要にも変化の兆しが現れつつあります。また、耐震強度偽装問題は実物不動産

に不信感をもたらし、あらためて消費者重視の企業姿勢の問われる局面を迎えようとしております。オフィス

ビル賃貸市場におきましては、都心５区の空室率が改善し、需給の逼迫感が強まるとともに、賃料相場にも底

入れ感もみられました。 

このような状況のもと、当社では、「環境共生・都市再生」を企業使命として、主として都市部の事業用不

動産に特化して総合不動産サービスを展開しております。不動産再生事業の核となるリプランニング事業に賃

貸ビル事業、不動産サービス事業として仲介事業、プロパティマネジメント事業・建築企画事業、その他とし

て、不動産証券化事業・アセットマネジメント事業を通して都市空間、ビルオーナー、テナントのニーズを徹

底的に考え、全社一丸となって不動産に関するトータルソリューション業務を行っております。当社グループ

は、「モノ作り」に徹底して拘り抜き、環境との共生、社会貢献そしてお客様のご満足を第一に掲げ、事業に

邁進しております。 

上記の事業環境におきまして、当社グループは、各事業が総力をあげて取扱物件の増加並びに大型化に向き

合い、トータルソリューション力の向上を図りました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高16,730,890千円、経常利益3,474,210千円、当期純利益1,744,100

千円となりました。 

なお、当連結会計年度から子会社であるＳＦインベストメンツ株式会社、サンフロンティア不動産投資顧問

株式会社、ＳＦビルサポート株式会社、有限会社ＳＦキャピタル及び大成ビル有限会社の５社を連結子会社と

して連結決算を開始いたしました。 

 

（2）財政状態 

現金及び預金は、営業活動によるキャッシュ・フローで6,905,260千円の支出、投資活動によるキャッシュ・

フローで557,366千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローで12,004,037千円の収入となり、6,005,324

千円となりました。 

たな卸資産は、主にリプランニング事業における販売用不動産・仕掛販売用不動産であり、来期の業績拡大

に向けての在庫手当であります。 

固定資産は、インフラ整備のためのソフトウェア投資を行った結果等により、3,253,799千円となりました。 

当連結会計年度末の負債の合計は、たな卸資産取得に伴う短期借入金純増加額、保有賃貸ビル取得のための

資金として社債の発行を行った結果、18,361,703千円となりました。また、資本の合計は、当期純利益の増加

や公募増資による資本金及び資本準備金の増加等により、9,643,327千円となりました。 

この結果、１株当たり株主資本は、99,192円78銭となりました。 

リプランニング事業の実績を積み上げたことと平成16年11月にジャスダック市場に上場したこと等により、

資金調達も円滑に実行できるようになりました。その結果、たな卸資産の仕入が進み、当連結会計年度末の総

資産は、28,005,030千円となりました。 

 

（3）経営成績 

（売上高） 

当連結会計年度の売上高は、16,730,890千円となりました。 

不動産再生事業におきましては、15,037,064千円、不動産サービス事業におきましては、1,669,040千円、

その他不動産事業におきましては、24,784千円となりました。 

不動産再生事業の伸長はリプランニング事業における13,924,693千円及び賃貸ビル事業における1,112,370

千円によるものです。 

この結果、リプランニング事業の全社売上高に占める比率は、83.2％となりましたが、これは社内各部門の

機能を融合することにより、中・大型物件の取扱いが可能となったことによるものであります。 

不動産サービス事業の伸長は、主に仲介事業1,132,672千円によるものです。 

（売上原価） 

リプランニング物件の規模拡大に伴い、売上原価も増加することにより、賃貸ビル事業を含む不動産再生事

業全体で売上高に対する原価率は68.8％となりました。不動産サービス事業におきましては、仲介事業の伸長

等により、不動産サービス事業全体で売上高に対する原価率は24.2％となりました。 

（売上総利益） 

以上の結果、売上総利益は、5,964,692千円となり、売上高総利益率は35.7％となりました。 
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（販売費及び一般管理費） 

人員増強に伴い人件費が上昇したこと等により、販売費及び一般管理費は、2,207,999千円となりました。 

（営業利益） 

営業利益は、3,756,693千円となり、売上高営業利益率は22.5％となりました。 

（営業外収益・費用） 

営業外費用は、たな卸資産取得に伴う借入金に対する支払利息の他、社債発行費、新株発行費等が発生し、

285,777千円となりました。 

（経常利益） 

以上の結果、営業利益に営業外収益・費用を加減算した経常利益は、3,474,210千円となり、売上高経常利

益率は20.8％となりました。 

（税金等調整前当期純利益） 

経常利益に特別利益・損失を加減算した税金等調整前当期純利益は、3,448,371千円となりました。 

（当期純利益） 

税金等調整前当期純利益から法人税等の税負担を加減算した当期純利益は、1,744,100千円となり、売上高

当期純利益率は10.4％となりました。 

なお、１株当たり当期純利益は、18,914円91銭、株主資本当期純利益率は18.1％、総資本経常利益率は12.4％

となりました。 

 

各事業種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 

（不動産再生事業） 

リプランニング事業では、事業者の資産リストラや個人投資家、一般事業法人、ファンド等の旺盛な需要が

追い風となり、仕入・売却物件ともに質・規模両面の向上と販売棟数の増加を図ることができました。そして、

当社グループ独自の商品化における「もちより力（全員による企画力）」で全社のノウハウ、創意工夫を結集

することにより、１棟当たり平均約5.1ヶ月という早期完結型事業として16棟を販売することができました。

さらに、事業期間１年という中期型プロジェクトや、より大型で複雑なリノベーション企画を伴う物件にも積

極的に取り組みました結果、業績が順調に推移いたしました。また、Ｍ＆Ａによる物件取得も行い、来期以降

の事業戦略の布石を打つことができました。大型物件への取り組みにおきましては、調達資金も効果的に使え

ており、当社子会社ＳＦインベストメンツ株式会社における仕入が計画どおりに推移し、来期以降の収益向上

のための準備を進めることができました。全体としては、物件の大型化や最適用途創出による賃料上昇、不動

産市場の活況等の影響もあり、売上高15,037,064千円、営業利益4,074,840千円となりました。 

 

（不動産サービス事業） 

仲介事業、プロパティマネジメント事業、建築企画事業、滞納賃料保証事業ともにバランスの取れた成長を

することができました。売買仲介事業は、市場の活況が追い風になるとともに新規のお客様からの紹介も増え、

増収増益となりました。賃貸仲介事業では、好況感から企業の賃貸料負担力が高まり、旺盛な貸室需要のもと、

より大型物件を確実に成約できたことから、増収増益となりました。プロパティマネジメント事業は、他社フ

ァンドや、より大型化した売却済みのリプランニング物件にかかるプロパティマネジメント業務を受託できた

ことにより増収増益となりました。建築企画事業も、小型事業用ビルのリニューアル工事を中心に売上を伸長

させ、また滞納賃料保証事業も、賃貸仲介事業における、より大きな顧客満足につながる多彩なメニューをご

提供できたことから契約金額ベースで計画通りに推移したことにより、売上高1,669,040千円、営業利益

206,982千円となりました。 

 

（その他不動産事業） 

ファンドからアセットマネジメント収入や配当金が計上されたことにより、売上高24,784千円、営業利益

7,174千円となりました。 

 

（4）キャッシュ・フローの分析 

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況 

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、不動産再生事業におけるリプラン

ニング物件取得によるたな卸資産の増加等がありましたが、税金等調整前当期純利益3,448,371千円が寄与し、

また、借入れによる収入に伴う資金の増加、株式発行による収入に伴う資金の増加等があり、結果期首残高に

比べ4,451,411千円増加し、当連結会計年度末残高は、6,005,324千円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フロー及びそれらの要因は、次のとおりであります。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は6,905,260千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益

3,448,371千円等はあったものの、たな卸資産の増加額8,707,322千円及び仕入債務の減少額991,572千円

等があったことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は557,366千円となりました。これは主に、定期預金等の払戻しによる収

入1,342,159千円等はあったものの、定期預金等の預入による支出450,586千円及び連結範囲の変更を伴う

子会社出資金の取得による支出1,305,973千円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は12,004,037千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出

1,661,800千円はあったものの、長期借入れによる収入2,500,000千円、短期借入金の純増額5,667,000千円

及び株式の発行による収入5,081,380千円等があったことによるものであります。 

 

なお、当連結会計年度より連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期との比較分析は

行っておりません。 

 

キャッシュ・フロー指標 

＜連結財務諸表ベース＞ 

 平成18年３月期 平成17年３月期 

自己資本比率（％） 34.4 － 

時価ベースの自己資本比率（％） 338.6 － 

債務償還年数（年） － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 

＜個別財務諸表ベース（参考）＞ 

 平成18年３月期 平成17年３月期 

自己資本比率（％） 48.8 23.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 473.2 220.0 

債務償還年数（年） － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 

（注）１．自己資本比率：自己資本／総資産 

２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

３．債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

４．インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

５．当社は、平成18年３月期より連結財務諸表を作成しておりますので、それ以前については記

載しておりません。 

６．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

７．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・

フローを使用しております。 

８．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負

債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の

利息の支払額を使用しております。 

９．平成17年３月期及び平成18年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオ

につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。 
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（5）次期の見通し 

当不動産業界におきましては、市場は引き続き活況ではありますが、量的金融緩和解除による金利上昇懸

念の影響などから、Ｊ－ＲＥＩＴや私募ファンドの需要にも変化の兆しが現れつつあり、投資用不動産の価

格上昇に歯止めがかかることも予想されており、当社の手掛ける物件の取引価額にも影響を与える可能性が

あります。また、オフィスビル賃貸市場におきましては、都心５区の空室率が大幅に改善し、需給の逼迫感

が強まっております。 

当面、事業用不動産の売買におきましては、国内経済の景気とともに順調に推移することが予想されます。

オフィス賃貸市場では、とくに都心部において家賃の高騰が始まりつつあります。当社グループの強みは、

都市部の事業用不動産に特化した「不動産再生事業（アセットビジネス）」を中核として、仲介事業、プロ

パティマネジメント事業、建築企画事業等、総合的な｢不動産サービス事業（ノンアセットビジネス）｣を行

っており、事業用不動産に関する各市場のニーズや体温を、現場を通してタイムリーに把握できることと考

えております。事業用不動産の売買市場、賃貸市場において、その時々の市場の体温を的確に感じ取り、景

気の変化を見逃すことなく、タイムリーにセグメント別の適切な資金の投下、事業構造のバランスをとるこ

とが不可欠であり、それが可能であることに今後とも拘っていく方針であります。 

当社グループの主力事業であるリプランニング事業におきましては、販売活動のみならず、仕入活動につ

きましても順調に進捗しております。購入価額20億円以上の不動産インベストにおきましても、当期販売予

定物件を確実に商品化し売却するとともに、多様なリノベーション企画のノウハウを積み重ねることで来期

以降の仕入活動にも生かしていく方針であります。かかる再生物件の商品化を通して、グループ内のトータ

ルソリューション力を更に磨き高め、ひいては各不動産サービス事業全体のレベルアップにつなげてまいり

ます。 

当社グループは、事業用不動産の売買・オフィス賃貸市場ともに強含みに推移する市場環境の下、不動産

再生事業の根元を支える各不動産サービス事業の更なる成長の実現、リプランニング事業における｢モノ作

り｣＝企画力の強化を引き続き図ってまいります。再生事業では、更に従来に比して相対的に大型物件への

取り組みを不動産インベストメント（アセットビジネス）で展開しておりますが、ファンド（証券化）事業

（ノンアセットビジネス）を出口戦略等に併用しつつ進化発展することにより、株主価値最大、企業価値極

大化を追求してまいります。 

 

これらの結果として、通期の業績の見通しは、売上高33,871百万円（前年同期比102.5％増）、経常利益

5,616百万円（前年同期比61.7％増）、当期純利益3,421百万円（前年同期比96.2％増）を見込んでおります。 

 

※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因

に係る本資料発表日現在における仮定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

大きく異なる結果となる可能性があります。 

 

（6）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性があるリスクには、以下のようなものがあり

ます。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末提出日現在において当社グループが判断した

ものであります。 

 

A．当社グループを取り巻く事業環境及び当社グループ事業の特性等について 

①事業環境 

当不動産業界におきましては、経済・社会の成熟化が進行する中、オフィスビルや商業施設のテ

ナント等のニーズは多様化・高度化の度合いを強める一方、個人投資家や機関投資家の投資ポート

フォリオにおける不動産のポジションも年々高まってきており、高度な投資商品開発、不動産運営

に対するニーズが増大しております。かかる環境下にあって当社は不動産再生事業のパイオニアと

して、「活用」に特化した優良投資資産の創造を図ってまいりました。 

一方で企業の設備投資意欲向上或いはオフィスビルの需要拡大、また不動産投資市場への流入資

金増加等により、都心部を中心に地価上昇が続き、一部には過熱感も出てきております。当面は低

金利環境が予想される状況下にあって、平成18年３月時点でのＪ－ＲＥＩＴは32銘柄、資産総額も

４兆円を突破するまでに拡大しており、引き続き不動産取引件数、金額とも増勢傾向にあります。 

しかしながら、将来、不動産市況・長期的な景気・金利等マクロ経済に大幅な変動が生じた場合

には当社グループ事業において取引規模の縮小、取引条件の悪化等により、当社グループの業績が

影響を受ける可能性があります。 

 



 

 

- 12 - 

②リプランニング事業の特性 

イ．リプランニング事業では、リプランニング及び不動産インベストメントを行っております。 

リプランニングは、従来より行っている主に事業用不動産の再生事業であり、不稼動又は空室

率が高く低収益の事業用不動産を再生することにより高収益を具現化する事業であります。当社

では購入価額20億円未満の小型物件を扱っており、売却先は主に個人投資家や収益不動産への投

資を希望する法人等であります。 

不動産インベストメントとは、平成17年７月に設立した当社の100％子会社であるＳＦインベ

ストメンツ㈱が、主に不動産ファンド及び証券化市場を対象とした購入価額20億円以上の中・大

型事業用不動産の再生を行う事業であります。従来はリプランニングにおいて小型物件を中心に

扱っておりましたが、当社が取扱う事業用不動産の規模も拡大傾向にあり、売却先としては従来

の個人投資家や収益不動産への投資を希望する法人等だけではなく、不動産ファンド及び証券化

市場向けに専門的に開拓する必要性が生じたために子会社を設立して対応することとしたもの

であります。 

なお、リプランニング事業の一手法として、会社を取得し、所有する不動産を売却後に当該会

社を清算するケースもあります。 

リプランニング事業にて販売する物件は、昨今の低金利環境下においては投資収益商品として

内外投資家の関心も根強く、販売活動も堅調に推移することが見込まれます。しかしながら将来

的に金利或いは不動産価格が急激に上昇する等の事態が発生した場合には、販売活動に困難を伴

う恐れがあり、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。 

 

ロ．リプランニング及び不動産インベストメントは、ともに物件購入時に購入価額相当額を主に金融

機関からの借入れにより調達をしているため、有利子負債残高は物件購入及び売却の状況によっ

て変動しますが、現状総資産に占める有利子負債の比率は高水準であり、平成18年３月期末時点

において連結ベース52.9％（平成17年３月期末時点単体ベース63.4％、平成18年３月期末時点単

体ベース36.7％）にて推移しております。 

なお、ＳＦインベストメンツ㈱が行っている不動産インベストメントで扱う物件は、リプラン

ニングと比較して購入価額は高額になります。そのため、同社の物件購入時における借入は当社

よりも多額になり、そのため、当社が借入先に対して債務保証を行っており、平成18年３月期末

における当社の同社に対する債務保証額は7,430百万円となっております。 

資金調達に当りましては特定の金融機関に依存することなく、各金融機関の均衡を保ちつつ、

有利な調達に努める一方、エクイティファイナンス及び証券化による資産オフバランス化に伴う

有利子負債の削減も併行的に進めますが、金融情勢の変動等により、金融機関の貸出姿勢に変化

が生じ、当社が計画する資金調達に支障を来たすような場合は、同事業の展開及び当社グループ

の業績が影響を受ける可能性があります。 

 

ハ．リプランニング及び不動産インベストメントは、ともに物件を購入し、リプランニング完了後に

売却を行いますが、当該事業の売上原価及び売上高は物件の売却時に計上されます。また、一取

引当たりの金額は、リプランニング及び不動産インベストメントで扱う物件はともに他の仲介手

数料収入等に比較して高額となっております。従って、その購入及び売却の時期・金額の変動等

により、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。特に、不動産インベストメント

で扱う物件は、リプランニングと比較して購入価額が高額であることから、それらの変動等がリ

プランニング以上に当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③新規事業の本格的始動について 

当社は事業用不動産の再生や活用、運営、流動化に特化した仲介事業、プロパティマネジメント事

業等をベースとし、安定的な収益基盤を築いてまいりましたが、戦略的な成長分野として、リプラン

ニング事業の不動産インベストメント、不動産証券化事業、アセットマネジメント事業、滞納賃料保

証事業に、子会社を通じて進出しております。 

具体的には、不動産インベストメントは前述のとおりＳＦインベストメンツ㈱、不動産証券化事業

は㈲ＳＦキャピタル、アセットマネジメント事業はサンフロンティア不動産投資顧問㈱、滞納賃料保

証事業はＳＦビルサポート㈱がそれぞれ事業を展開しております。 

これらの事業は、当社がこれまでに蓄積してきた経験、ノウハウ等を活かして展開する予定であり、

既に実績を上げているものもあります。しかし、今後、予測と異なる状況が発生するなどにより、計

画どおりに事業展開ができず、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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④競合の状況 

当社グループの事業は、上記のとおりリプランニング事業、賃貸ビル事業、事業用不動産の売買・

賃貸仲介、プロパティマネジメント事業、建築企画事業、不動産証券化事業、アセットマネジメント

事業及び滞納賃料保証事業から構成されており、これら各事業が有機的に結合し、事業用不動産に関

わる一貫したサービスを提供するところにその特徴があります。しかしながら、今後リプランニング

事業のリプランニング及び不動産インベストメントで扱う物件取得等において競合がより激化する

可能性があります。 

このようなリスクに対しましては、各事業部門の機能を融合した総合力及び顧客との広範なネット

ワーク並びに潜在的優良物件の選択等、きめこまかな事業運営により競争力の維持・強化を図って参

ります。また、不動産証券化事業におきましてもリプランニング事業で培ったノウハウを活かし、再

生型ファンド事業の推進を図ることにより、競合他社との差別化を促進しますが、この優位性が保た

れない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります 

 

⑤不動産証券化事業及びアセットマネジメント事業の特性 

不動産証券化事業及びアセットマネジメント事業におきましては、アセットマネージャーとして運

用資産残高に応じてアセットマネジメントフィーを受け取るほか、ファンドの運用益に応じてインセ

ンティブフィー等を受け取りますが、不動産ファンドは出資金の元本や収益を投資家に保証するもの

ではなく、あくまでも投資家の自己責任原則が前提となっております。しかしながら、ファンドの運

用成績が悪化した場合等には、アセットマネージャーとしての当社グループに対するパフォーマンス

評価が低下し、結果的に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。 

 

B．法的規制について 

当社グループの事業は、「宅地建物取引業法」「建築士法」「建設業法」「不動産の鑑定評価に関す

る法律」「不動産投資顧問業登録規程」等による法的規制を受けており、関連許認可を得ております。 

当社グループの主要な業務に係る免許や許認可等の有効期限及び取消事由の有無等は下記のとおりで

あり、現在、当該免許及び許認可等が取消となる事由は発生しておりませんが、万一、将来このような

事由が発生した場合、当社グループの事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

また、今後、これらの関係法規が改廃された場合や新たな法的規制が設けられた場合にも、当社グル

ープの事業が影響を受ける可能性があります。 

 

①有効期間その他の期限が法令、契約等により定められているものは以下のとおりであります。 

免許、許可、登録等の別 会社名 有効期間 種類 関連する法律 登録等の交付者 
取消事由

の有無 

サンフロンティア不動産㈱ 
平成16年12月29日から

平成21年12月28日 

宅地建物取引業者免許 

ＳＦインベストメンツ㈱ 
平成17年12月22日から

平成22年12月21日 

―― 宅地建物取引業法 国土交通大臣 有 

特定建設業許可 サンフロンティア不動産㈱ 
平成17年12月26日から

平成22年12月25日 

建築工事業、 

屋根工事業、 

鋼構造物工事業、 

大工工事業、 

タイル・れんが・ 

ブロック工事業、 

内装仕上工事業 

建設業法 都道府県知事 有 

一級建築士事務所登録 サンフロンティア不動産㈱ 平成19年１月10日 ―― 建築士法 都道府県知事 有 

不動産鑑定業登録 サンフロンティア不動産㈱ 
平成15年２月７日から

平成20年２月６日 
―― 

不動産の鑑定評価

に関する法律 
都道府県知事 有 

サンフロンティア不動産㈱ 
平成16年11月３日から

平成21年11月２日 

一般不動産投資顧問業登録 

サンフロンティア不動産投

資顧問㈱ 

平成17年12月９日から

平成22年12月８日 

―― 
不動産投資顧問業

登録規程 
国土交通大臣 有 

信託受益権販売業者登録 サンフロンティア不動産㈱ 
平成17年８月26日から

平成20年８月25日 
―― 信託業法 関東財務局長 有 
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②不動産証券化事業、アセットマネジメント事業を遂行するに当りましては、以下法令の制約を受ける

こととなり、今後、これらの関係法規が改廃された場合や新たな法的規制が設けられた場合には、当

社グループの事業が影響を受ける可能性があります。 

 

イ．信託業法 

平成16年12月30日施行の信託業法の改正により、信託受益権販売業者登録制度が創設され、当

社又は当社子会社は同法に基づく信託受益権の販売又はその代理・媒介を行うことから信託受益

権販売業者に該当し、同法の規制を受けることになります。 

 

ロ．投資信託及び投資法人に関する法律（投信法） 

不動産投資ファンドにおいて、投資信託委託業務又は投資法人資産運用業を営もうとする者

（投資信託委託業者）は、投信法の規制を受けることになります。 

 

ハ．資産の流動化に関する法律 

不動産証券化事業を行うに当りましては、資産流動化法に基づく特定目的会社、商法に基づく

株式会社、有限会社法に基づく有限会社（但し、有限会社につきましては、平成18年５月１日以

降、株式会社となりますが、特例有限会社として従前の有限会社と同様の規制が課されることと

なります。以下、同様です。）のいずれかにより設立されたＳＰＣ（特別目的会社）を利用する

ことになります。この内、資産流動化法に基づく特定目的会社により、証券化事業を行う場合に

は資産流動化法の規制を受けることになります。 

 

ニ．中間法人法 

不動産証券化事業を営むにあたり設立される特別目的会社の親会社として中間法人法（平成13

年法律第49号）に基づき設立される法人である有限責任中間法人が用いられることがあります。

この場合、当社又は当社子会社が同法人の基金拠出者になる場合には同法の規制を受けることに

なります。 

 

ホ．証券取引法及び有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 

不動産投資ファンドの契約に基づく権利（匿名組合契約）が証券取引法第２条第２項のみなし

有価証券となり、当社又は当社子会社で行う業務が平成16年12月１日より証券取引法の規制を受

けることになりました。従って、当社又は当社子会社の行うアセットマネジメント業務について

は、有価証券の価値、或は価値等の分析に基づく投資判断に関し、助言を行い、相手方より報酬

を授受することを約する契約（投資顧問契約）に該当するため、有価証券に係る投資顧問業の規

制等に関する法律上の投資顧問業者に該当し、同法令の規制を受けることになります。また、当

社又は当社子会社が匿名組合契約に基づく権利について第三者に対して勧誘等の行為を行うに

際しては、証券取引法の規定を受けることになります。 

 

C．代表取締役社長堀口智顕への依存度について 

当社の代表取締役である堀口智顕は、不動産売買仲介及び賃貸仲介事業で培った経験を基に当社の主

力事業であるリプランニング事業を立ち上げ、会社経営の最高責任者として経営戦略・事業戦略の決定

及びその推進者として重要な役割を果たしております。 

このため当社グループでは、同氏に対する過度な依存を回避するため、他経営陣の育成に努める等経

営体制の整備を図っておりますが、未だ同氏に対する依存度が高いため、同氏が何らかの理由で経営者

としての業務の遂行に支障をきたした場合には、当社グループの業績・事業の推進に影響を及ぼす可能

性があります。 

 

D．減損会計導入による影響について 

当社グループは平成18年３月中間期より減損会計を適用しておりますが、現時点において、経営成績

及び財政状態に影響を与えるような減損が生じる固定資産はないものと判断しております。しかしなが

ら、今後の経済情勢に伴う賃料水準の低下や空室率の上昇等により、減損処理が必要となった場合、当

社グループの経営成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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E．個人情報保護 

当社グループは業務上、ビルオーナー、テナント等の個人情報を保有する「個人情報取扱業者」に該

当し、今後の事業拡大につれ関連情報が増加することが予想されます。これに対しましては、情報管理

体制を強化し、内部情報管理の徹底を図っておりますが、不測の事態により、顧客情報等個人情報が外

部に流失した場合は当社グループの信用を毀損し、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

F．構造計算書等の偽造について 

平成17年11月に発覚した構造計算書偽造事件に端を発し、建築物件に対する不信感が社会的に広まっ

ております。当社においては、事件発覚後速やかに既販売物件の建築経緯の確認等を行い、全物件に関

して当該事件における関係各社が関与した事実はないことを確認しておりますが、当社グループとの関

連性にかかわらず、同様の問題は未だ完全に解決しておりません。かかる状況下にあって、不動産及び

不動産業界に対する社会的な不信感が高まり、不動産投資意欲の減退等が発生した場合には、当社グル

ープの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績 

（1）平成16年11月18日、ジャスダック証券取引所への上場時に実施した一般募集による公募増資（調達資金935,000

千円）に関する資金使途計画及び資金使途実績は、概略は以下のとおりであります。 

 

（資金使途計画） 

上記資金調達は、リプランニング事業に関わる物件取得等に伴う費用の一部に充当する予定であります。 

 

（資金充当実績） 

平成16年11月18日に実施した一般募集による公募増資の資金使途計画については、概ね計画どおり進行い

たしました。 

 

（2）平成17年９月15日を払込期日とする一般募集公募増資（11,000株）及び平成17年10月14日を払込期日とする第

三者割当増資（1,950株）により普通株式12,950株を発行し、5,119,510千円の資金を調達いたしました。当社

の公募増資に係る資金使途計画及び資金充当実績の概要は以下のとおりであります。 

 

（資金使途計画） 

上記資金調達は、リプランニング事業に関わる物件取得等に伴う費用の一部に充当する予定であります。 

 

（資金充当実績） 

平成17年９月15日に実施した一般募集による公募増資及び平成17年10月14日に実施した第三者割当増資の

資金使途計画については、概ね計画どおり進行いたしました。 
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５．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３月31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   6,678,054  

２．売掛金   208,660  

３．たな卸資産 ※１，２  16,100,951  

４．繰延税金資産   258,143  

５．その他   1,507,495  

貸倒引当金   △2,074  

流動資産合計   24,751,231 88.4 

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

(1)建物 ※１，２ 1,193,666   

減価償却累計額  122,929 1,070,737  

(2)車両運搬具  10,095   

減価償却累計額  5,406 4,689  

(3)土地 ※１，２  1,186,585  

(4)その他  77,670   

減価償却累計額  44,306 33,364  

有形固定資産合計   2,295,375 8.2 

２．無形固定資産     

(1)連結調整勘定   473,078  

(2)その他   55,905  

無形固定資産合計   528,983 1.9 

３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券   6,540  

(2)その他   383,607  

(3)繰延税金資産   40,605  

貸倒引当金   △1,313  

投資その他の資産合計   429,439 1.5 

固定資産合計   3,253,799 11.6 

資産合計   28,005,030 100.0 
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  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 
（％） 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．買掛金   138,584  

２．短期借入金 ※１  9,723,000  

３．一年以内償還予定社債   328,000  

４．一年以内返済予定長期借入金 ※１  303,300  

５．未払法人税等   1,565,157  

６．賞与引当金   56,460  

７．工事保証引当金   73,200  

８．繰延税金負債   520,791  

９．その他   653,366  

流動負債合計   13,361,860 47.7 

Ⅱ 固定負債     

１．社債 ※１  1,254,000  

２．長期借入金 ※１  3,142,460  

３．役員退職慰労引当金   74,584  

４．その他   528,797  

固定負債合計   4,999,842 17.9 

負債合計   18,361,703 65.6 

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※３  3,050,911  

Ⅱ 資本剰余金   3,112,248  

Ⅲ 利益剰余金   3,478,512  

Ⅳ その他有価証券評価差額金   1,654  

資本合計   9,643,327 34.4 

負債・資本合計   28,005,030 100.0 
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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 
（％） 

Ⅰ 売上高   16,730,890 100.0 

Ⅱ 売上原価   10,766,197 64.3 

売上総利益   5,964,692 35.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  2,207,999 13.2 

営業利益   3,756,693 22.5 

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  1,179   

２．受取配当金  383   

３．講演料収入  538   

４．その他  1,193 3,294 0.0 

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  168,198   

２．新株発行費  38,119   

３．融資関連費用  42,474   

４．その他  36,985 285,777 1.7 

経常利益   3,474,210 20.8 

Ⅵ 特別利益     

１．貸倒引当金戻入益  183 183 0.0 

Ⅶ 特別損失     

１．金利スワップ解約手数料  24,764   

２．その他  1,258 26,022 0.2 

税金等調整前当期純利益   3,448,371 20.6 

法人税､住民税及び事業税  1,874,693   

法人税等調整額  △170,423 1,704,270 10.2 

当期純利益   1,744,100 10.4 
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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４月１日 
  至 平成18年３月31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   552,500 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

１．増資による新株の発行  2,559,748 2,559,748 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   3,112,248 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,788,419 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１．当期純利益  1,744,100 1,744,100 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．配当金  42,008  

２．役員賞与  12,000 54,008 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   3,478,512 
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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４月１日 
  至 平成18年３月31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   

税金等調整前当期純利益  3,448,371 

減価償却費  191,111 

連結調整勘定償却額  78,846 

貸倒引当金の減少額  △183 

賞与引当金の増加額  20,914 

役員退職慰労引当金の増加額  12,398 

工事保証金引当金の増加額  60,100 

受取利息及び受取配当金  △1,563 

支払利息  168,198 

新株発行費  38,119 

社債発行費  22,716 

有形固定資産除却損  347 

売上債権の増加額  △148,569 

たな卸資産の増加額  △8,707,322 

営業出資金の増加額  △120,000 

仕入債務の減少額  △991,572 

未払消費税等の増加額  108,362 

未収消費税等の増加額  △239,706 

預り保証金の減少額  △4,570 

役員賞与の支払額  △12,000 

その他  180,928 

小計  △5,895,074 

利息及び配当金の受取額  1,563 

利息の支払額  △176,809 

法人税等の支払額  △834,940 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △6,905,260 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金等の預入による支出  △450,586 

定期預金等の払戻による収入  1,342,159 

有形固定資産の取得による支出  △102,017 

連結範囲の変更を伴う子会社出資金

の取得による支出 
 △1,305,973 

差入保証金の増加による支出  △94,530 

差入保証金の減少による収入  78,330 

その他  △24,748 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △557,366 
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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） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増加額  5,667,000 

長期借入れによる収入  2,500,000 

長期借入金の返済による支出  △1,661,800 

社債の発行による収入  733,284 

社債の償還による支出  △274,000 

株式の発行による収入  5,081,390 

配当金の支払額  △41,836 

財務活動によるキャッシュ・フロー  12,004,037 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  4,541,411 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,463,913 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 6,005,324 
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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 連結子会社の数    ５社 

連結子会社の名称 

有限会社ＳＦキャピタル 

ＳＦインベストメンツ株式会社 

サンフロンティア不動産投資顧問株式会社 

ＳＦビルサポート株式会社 

大成ビル有限会社 

なお、有限会社ＳＦキャピタルについては、重要性が増加したことにより、

ＳＦインベストメンツ株式会社、サンフロンティア不動産投資顧問株式会社及

びＳＦビルサポート株式会社については、当連結会計年度において、新たに設

立したことにより、また、大成ビル有限会社については、平成18年２月の出資

金の取得に伴い、いずれも当連結会計年度より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 持分法を適用する会社はありません。 

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。 

（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 

連結決算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）を採用して

おります。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。 

②たな卸資産 

販売用不動産、仕掛販売用不動産、販売用不動産信託受益権、仕掛工事 

個別法による原価法を採用しております。 

なお、賃貸中のものについては、有形固定資産に準じて償却を行って

おります。 

４．会計処理基準に関する事項 

貯蔵品 

最終仕入原価法を採用しております。 

 （2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、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。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建 物     ３年～43年 

車輌運搬具   ３年～６年 

その他     ２年～10年 

また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、

３年間均等償却を採用しております。 

 ②無形固定資産 

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４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

 （3）重要な引当金の計上基準 

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勘案

し、回収不能見込額を計上しております。 

 ②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計

年度の負担額を計上しております。 

 ③工事保証引当金 

販売用不動産に係る補修費用の支出に備えるため、補修実績率に基づ

く補修見込額を計上しております。 

 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、内規に基づく連結会計年度末

要支給額を計上しております。 

 （4）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の要件を満たすスワップにつき、特例処理を採用しており

ます。 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以

下のとおりであります。 

 ａ.ヘッジ手段  金利スワップ 

ｂ.ヘッジ対象  借入金利息 

 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、デリバティブ取引を行っ

ており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

リスク管理方針に従って以下の条件を満たす金利スワップを契約して

おります。 

 Ⅰ．金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額が一致している。 

 Ⅱ．金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期が一致している。 

 Ⅲ．長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いさ

れる変動金利のインデックスが一致している。 

 Ⅳ．長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致している。 

 Ⅴ．金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。 

 従って、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため連結決算

日における有効性の評価を省略しております。 

 （5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

なお、控除対象外消費税等は発生連結会計年度の期間費用としてお

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 

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 

連結調整勘定の償却については、連結子会社の実態に基づき７ヶ月間で均

等償却を行っております。 

７．利益処分項目等の取扱いに

関する事項 

連結剰余金計算書には、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。 
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項目 
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） 

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、随時引出可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。 
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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３月31日） 

※１．担保に供している資産とこれに対応する債務は次のとおりであります。 

イ）担保に供している資産 

販売用不動産           3,311,561千円 

仕掛販売用不動産         5,172,112千円 

販売用不動産信託受益権      6,188,302千円 

建物                 993,796千円 

土地               1,186,585千円 

 計                16,852,358千円 

ロ）上記に対する債務 

短期借入金            9,723,000千円 
一年以内償還予定社債         328,000千円 
（銀行保証付無担保社債） 
一年以内返済予定長期借入金      264,000千円 
社債               1,254,000千円 
（銀行保証付無担保社債） 
長期借入金            3,110,260千円 

  計             14,679,260千円 

※２．従来、有形固定資産として保有しておりました建物507,073千円及び土地777,250千円を所有目的の変更によ

り、当連結会計年度中に仕掛販売用不動産に振り替えております。 

※３．当社の発行済株式の総数は、普通株式96,966株であります。 

 
 
（連結損益計算書関係） 

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うち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

販売手数料             225,765千円 

給与手当              611,484千円 

賞与引当金繰入額           56,039千円 

役員退職慰労引当金繰入額       12,681千円 

地代家賃              227,854千円 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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

（平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定                6,678,054千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金      △  672,729千円 

現金及び現金同等物               6,005,324千円 

 

２．出資金の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

出資金の取得により新たに大成ビル有限会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並び

に大成ビル有限会社出資金の取得価額と大成ビル有限会社取得のための支出（純額）との関係は次のとおりで

あります。 

 

流動資産 1,417,709千円 

固定資産 6,930 

連結調整勘定 551,924 

流動負債 △563,780 

固定負債 △41,454 

大成ビル㈲出資金の取得額 1,371,328 

大成ビル㈲現金及び現金同等物 65,355 

差引：大成ビル㈲取得のための支出 1,305,973 
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（リース取引関係） 

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。 

 
 
（有価証券関係） 

当連結会計年度（平成18年３月31日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

 種 類 取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 差額（千円） 

(1）株式 3,750 6,540 2,790 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

小計 3,750 6,540 2,790 

(1）株式 ― ― ― 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

小計 ― ― ― 

合計 3,750 6,540 2,790 

（注）減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には

減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必

要と認められた額について減損処理を行うこととしております。 
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

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。 

(2) 取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の金利の変動による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）取引の利用目的 

デリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利

用しております。 

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。 

①ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。 

ａ．ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ｂ．ヘッジ対象・・・借入金利息 

②ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する目的で、デリバティブ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別

契約ごとに行っております。 

③ヘッジ有効性評価の方法 

リスク管理方針に従って以下の条件を満たす金利スワップを契約しております。 

Ⅰ．金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額が一致している。 

Ⅱ．金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期が一致している。 

Ⅲ．長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いされる変動金利のインデックスが

一致している。 

Ⅳ．長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致している。 

Ⅴ．金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。 

従って、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため連結決算日における有効性の評価を省略して

おります。 

(4）取引に係るリスクの内容 

金利スワップは、市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、デリバティブ取引の相手方を信

用格付けが高い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判断しております。 

(5)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等を定めた社内ルールに従い、経理部

が決裁責任者の承認を得て行っております。 

 

２．取引の時価等に関する事項 

当社は、期中にデリバティブ取引を解約しており、当連結会計年度末において、契約残高がないため記載

しておりません。なお、ヘッジ会計が適用されている金利スワップ取引は除いております。 

 

 

（退職給付関係） 

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．採用する退職給付制度の概要 

確定拠出年金制度を採用しております。 

２．退職給付費用に関する事項 
 

確定拠出年金への掛金支払額 7,720千円
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（税効果会計関係） 

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．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 

（単位：千円） 
 

繰延税金資産（流動） 

賞与引当金 22,979

未払事業税 113,447

たな卸資産 38,993

預り保証金 1,282

租税公課 21,357

工事保証引当金 29,792

その他 30,291

小計 258,143

繰延税金資産（固定） 

役員退職慰労引当金 30,356

子会社繰越欠損金 3,611

その他 11,385

小計 45,353

評価性引当額 △3,611

繰延税金資産合計 299,885

繰延税金負債（流動） 

たな卸資産評価益 520,791

小計 520,791

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額金 1,135

小計 1,135

繰延税金負債合計 521,927

繰延税金負債純額 222,041
  
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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 
 

法定実効税率 40.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％

住民税均等割 0.2％

同族会社の留保金課税 6.3％

連結調整勘定償却額 0.9％

その他 1.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.4％
  
 
 



 

 

- 31 - 

（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

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） 

セグメント（事業） 不動産 

再生事業 

（千円） 

不動産 

サービス事業 

（千円） 

その他 

不動産事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連 結 

（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 15,037,064 1,669,040 24,784 16,730,890 － 16,730,890 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ 96,145 － 96,145 (96,145) － 

計 15,037,064 1,765,186 24,784 16,827,035 (96,145) 16,730,890 

営業費用 10,962,223 1,558,203 17,609 12,538,037 436,159 12,974,196 

営業利益 4,074,840 206,982 7,174 4,288,997 (532,304) 3,756,693 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
      

資産 19,975,594 615,061 269,280 20,859,937 7,145,093 28,005,030 

減価償却費 50,127 26,251 641 77,019 5,664 82,684 

資本的支出 49,186 63,145 2,612 114,944 45,497 160,441 

（注）１．事業の区分は社内管理上使用している区分によっております。 

２．各区分の主な商品等 

(1) 不動産再生事業  ‥‥ 事業用不動産の購入、改修、賃貸、販売 

(2) 不動産サービス事業‥‥ 売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメント、建築企画、滞納賃料保証 

(3) その他不動産事業 ‥‥ アセットマネジメント、私募ファンドの企画、組成、運営 

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、444,431千円であり、主として

親会社の総務部門等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、5,772,612千円であり、その主なものは、当

社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

 

ｂ．所在地別セグメント情報 

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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

ｃ．海外売上高 

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） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

 

（関連当事者との取引） 

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） 

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           99,192.78円 

１株当たり当期純利益          18,914.91円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   18,747.82円 

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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） 

１株当たり当期純利益金額  

当期純利益           （千円） 1,744,100 

普通株主に帰属しない金額    （千円） 25,000 

（うち利益処分による役員賞与金） （25,000） 

普通株式に係る当期純利益    （千円） 1,719,100 

期中平均株式数         （株） 90,886 

  

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） 810 

（うち新株予約権） （810） 

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） 

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） 

平成18年３月１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４月１日付をもって普通株式１株につき３株に分割します。 

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式           193,932株 

(2) 分割方法 

平成18年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式

を、１株につき３株の割合をもって分割します。 

２．配当起算日 

平成18年４月１日 

 

当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の当連結会計年度における１株当たり情報は、以下のと

おりとなります。 

当連結会計年度 

１株当たり純資産 

33,064.26円 

１株当たり当期純利益 

6,304.97円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

6,249.27円 
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６．生産、受注及び販売の状況 

（1）生産実績 

当社グループは、生産業務を定義することが困難であるため、生産実績の記載は省略しております。 

 

（2）受注実績 

当社グループは、受注生産を行っていないため、受注実績の記載は省略しております。 

 

（3）販売実績 

当連結会計年度の販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

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） セグメント別 

金 額（千円） 前年同期比（％） 

不 動 産 再 生 事 業 計 15,037,064 ― 

リプランニング事業 13,924,693 ― 

賃貸ビル事業 1,112,370 ― 

不動産サービス事業 計 1,669,040 ― 

仲介事業 1,132,672 ― 

プロパティマネジメント・建築企画等 536,367 ― 

その他不動産事業 24,784 ― 

合 計 16,730,890 ― 

（注）１．当連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の

とおりであります。 

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） 相 手 先 

金額（千円） 割合（％） 

ＧＥリアル・エステート㈱ 3,487,378 20.8 

Sagittarius Investment 2,300,000 13.7 

三菱鉛筆㈱ 1,500,000 9.0 

２．本表の金額には消費税等は含まれておりません。 

３．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

 


