
 

 

平成１８年３月期   個別財務諸表の概要 平成１８年 ５月１０日 

会 社 名  サンフロンティア不動産株式会社    上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号  ８９３４                    本社所在都道府県  東 京 都 

（ＵＲＬ http://www.sunfrt.co.jp） 
代 表 者  役  職  名  代表取締役社長 
        氏    名  堀 口  智 顕 
問い合わせ先  責任者役職名  管 理 本 部 長 

        氏    名  齋 藤  清 一   ＴＥＬ（０３）５５２１－１３０１ 
決算取締役会開催日  平成１８年 ５月１０日        中間配当制度の有無  有 

配当支払開始日  平成１８年 ６月２３日        定時株主総会開催日  平成１８年 ６月２２日 

単元株制度採用の有無  無 
 
１．18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 
(1) 経営成績                （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 
18年３月期 16,525   （112.9） 3,756   （133.0） 3,587   （149.5） 
17年３月期 7,760   （ 55.1） 1,612   （ 76.4） 1,437   （ 81.8） 
 

 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 

 百万円  ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 
18年３月期 1,890（147.1） 20,520 41 20,339 14 29.9 22.3 21.7 
17年３月期 764（ 82.7） 38,141 45 38,006 66 38.1 15.1 18.5 
(注)①期中平均株式数      18年３月期 90,886株   17年３月期 19,738株 
②会計処理の方法の変更   無 
③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 
(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 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 
18年３月期 1,000 00 0 00 1,000 00 96 4.9 1.0 
17年３月期 2,000 00 0 00 2,000 00 42 5.2 1.5 
 
(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 
 百万円 百万円 ％ 円  銭 
18年３月期 20,042 9,789 48.8 100,700 82 
17年３月期 12,181 2,833 23.3 134,327 57 
(注)①期末発行済株式数  18年３月期 96,966株   17年３月期 21,004株 
②期末自己株式数   18年３月期  ― 株   17年３月期  ― 株 

(4) 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 ― ― ― ― 
17年３月期 △519 △2,290 4,005 1,453 
(注)当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、18年３月期のキャッシュ・フローの状況につきまして
は、記載しておりません。 

 
２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31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  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭 

中 間 期 8,567 1,139 604 0 00 － － － － 
通   期 17,068 2,162 1,336 － － 1,000 00 1,000 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 4,595円70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。 
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３．個別財務諸表等 

（1）貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金   3,029,376   5,347,283   

２．売掛金   120,580   171,013   

３．販売用不動産 ※１  1,936,893   562,533   

４．仕掛販売用不動産 ※１，２  2,937,569   5,240,850   

５．仕掛工事 ※１  －   20,000   

６．貯蔵品   3,270   497   

７．前渡金   656   479,378   

８．前払費用   41,490   47,124   

９．繰延税金資産   80,603   209,482   

10．その他   18,923   92,536   

貸倒引当金   △2,470   △2,074   

流動資産合計   8,166,894 67.0  12,168,625 60.7 4,001,731 

Ⅱ 固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物 ※１，２ 1,629,858   1,193,666    

減価償却累計額  90,371 1,539,487  122,929 1,070,737   

２．車輌運搬具  7,120   10,095    

減価償却累計額  3,384 3,736  5,406 4,689   

３．工具器具備品  64,675   77,670    

減価償却累計額  44,051 20,624  44,306 33,364   

４．土地 ※１，２  1,963,835   1,186,585   

有形固定資産合計   3,527,683 29.0  2,295,375 11.4 △1,232,307 

(2）無形固定資産         

１．借地権   121   121   

２．ソフトウェア   27,878   53,273   

３．ソフトウェア仮勘定   ―   380   

４．その他   2,053   2,053   

無形固定資産合計   30,053 0.2  55,827 0.3 25,774 
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 

（千円） 

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   5,496   6,540   

２．関係会社株式   ―   70,000   

３．出資金   6,010   9,510   

４．関係会社出資金   80,000   1,451,328   

５．従業員長期貸付金   937   562   

６．関係会社長期貸付金   ―   3,590,000   

７．破産更生債権等   1,870   1,372   

８．長期前払費用   14,368   21,911   

９．繰延税金資産   29,597   33,753   

10．差入保証金   265,579   271,779   

11．その他   53,990   67,368   

貸倒引当金   △1,101   △1,313   

投資その他の資産合計   456,748 3.8  5,522,813 27.6 5,066,064 

固定資産合計   4,014,484 33.0  7,874,016 39.3 3,859,531 

資産合計   12,181,378 100.0  20,042,641 100.0 7,861,262 

        

（負債の部）        
 

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金   122,189   123,800   

２．短期借入金 ※１  4,019,000   4,723,000   

３．一年以内償還予定社債   220,000   328,000   

４．一年以内返済予定長期借入金 ※１  1,591,800   183,300   

５．未払金   85,568   132,656   

６．未払費用   41,970   55,051   

７．未払法人税等   488,344   1,495,474   

８．未払消費税等   23,263   130,316   

９．前受金   96,958   92,387   

10．預り金   76,712   210,879   

11．賞与引当金   35,545   56,460   

12．工事保証引当金   13,100   73,200   

13．その他   1,066   171   

流動負債合計   6,815,519 55.9  7,604,697 37.9 789,177 



 

- 3 - 

 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 

（千円） 

Ⅱ 固定負債         

１．社債   880,000   1,254,000   

２．長期借入金 ※１  1,015,760   832,460   

３．役員退職慰労引当金   62,186   74,584   

４．預り保証金   574,496   487,343   

固定負債合計   2,532,443 20.8  2,648,388 13.2 115,945 

負債合計   9,347,962 76.7  10,253,085 51.2 905,123 

         

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※３  491,150 4.0  3,050,911 15.2 2,559,761 

Ⅱ 資本剰余金         

１．資本準備金  552,500   3,112,248    

資本剰余金合計   552,500 4.6  3,112,248 15.5 2,559,748 

Ⅲ 利益剰余金         

１．利益準備金  9,557   9,557    

２．任意積立金         

別途積立金  160,000   160,000    

３．当期未処分利益  1,619,173   3,455,183    

利益剰余金合計   1,788,730 14.7  3,624,740 18.1 1,836,010 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   1,035 0.0  1,654 0.0 619 

資本合計   2,833,416 23.3  9,789,555 48.8 6,956,139 

負債・資本合計   12,181,378 100.0  20,042,641 100.0 7,861,262 
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（2）損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 売上高         

１．不動産再生事業売上高  6,295,263   14,754,168    

２．不動産サービス事業売上高  1,465,719 7,760,982 100.0 1,771,100 16,525,269 100.0 8,764,286 

Ⅱ 売上原価         

１．不動産再生事業原価  4,438,681   10,231,744    

２．不動産サービス事業原価  350,188 4,788,870 61.7 426,440 10,658,184 64.5 5,869,314 

売上総利益   2,972,112 38.3  5,867,084 35.5 2,894,971 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  88,230   94,631    

２．給料手当  449,867   607,241    

３．賞与  91,382   124,071    

４．法定福利費  75,121   109,982    

５．福利厚生費  53,158   74,439    

６．賞与引当金繰入額  35,311   56,039    

７．販売手数料  42,393   225,765    

８．広告宣伝費  53,485   87,007    

９．支払手数料  130,323   177,335    

10．減価償却費  28,336   38,144    

11．地代家賃  108,889   224,047    

12．租税公課  71,541   98,834    

13．貸倒引当金繰入額  1,869   ―    

14．役員退職慰労引当金繰入額  16,928   12,681    

15．その他  112,961 1,359,799 17.5 180,756 2,110,978 12.8 751,179 

営業利益   1,612,313 20.8  3,756,105 22.7 2,143,792 
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前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 

（千円） 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  267   35,523    

２．受取配当金  375   383    

３．還付金収入  3,064   ―    

４．雇用助成金  1,228   ―    

５．その他  1,547 6,482 0.0 1,665 37,573 0.2 31,090 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  123,296   124,987    

２．社債利息  4,339   8,857    

３．社債発行費  ―   22,716    

４．新株発行費  ―   38,119    

５．公開準備費用  19,960   ―    

６．その他  33,209 180,806 2.3 11,600 206,281 1.3 25,475 

経常利益   1,437,989 18.5  3,587,397 21.7 2,149,407 

Ⅵ 特別利益         

貸倒引当金戻入益  ― ― ― 183 183 0.0 183 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損 ※１ 911   347    

２．金利スワップ解約手数料  ―   24,764    

３．過年度工事保証引当金繰入額  3,878   ―    

４．事務所移転費用 ※２ 16,964   ―    

４．その他  ― 21,754 0.3 910 26,022 0.2 4,268 

税引前当期純利益   1,416,235 18.2  3,561,558 21.6 2,145,322 

法人税、住民税及び事業税  680,139   1,805,000    

法人税等調整額  △28,740 651,399 8.4 △133,459 1,671,540 10.1 1,020,140 

当期純利益   764,835 9.8  1,890,018 11.4 1,125,182 

前期繰越利益   854,337   1,565,165  710,827 

当期未処分利益   1,619,173   3,455,183  1,836,010 
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売上原価明細書 

(1）不動産再生事業原価 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 

（千円） 

土地建物  4,311,782 97.1 9,978,273 97.5 5,666,490 

経費  126,898 2.9 253,471 2.5 126,572 

（うち租税公課）  （48,856）  （84,298）   

（うち減価償却費）  （54,913）  （96,007）   

合計  4,438,681 100.0 10,231,744 100.0 5,793,062 

（注） 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

 

(2）不動産サービス事業原価 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 

（千円） 

外注費  267,917 76.5 348,460 81.7 80,542 

人件費  6,100 1.7 6,712 1.6 612 

経費  76,170 21.8 71,266 16.7 △4,903 

（うち賃借料）  （76,170）  （71,266）   

合計  350,188 100.0 426,440 100.0 76,251 

（注） 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 
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（3）キャッシュ・フロー計算書 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成17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   

税引前当期純利益  1,416,235 

減価償却費  83,932 

貸倒引当金の増加額  1,844 

賞与引当金の増加額  1,600 

役員退職慰労引当金の増加額  16,928 

工事保証金引当金の増加額  13,100 

受取利息及び受取配当金  △642 

支払利息  123,296 

社債利息  4,339 

社債発行費  14,000 

新株発行費  13,774 

固定資産売却益  ― 

固定資産売却損  ― 

固定資産除却損  911 

金利キャップ評価損益  412 

会員権評価損  ― 

事務所移転費用  16,964 

売上債権の増加額  △52,097 

たな卸資産の増加額  △1,866,091 

仕入債務の減少額  △4,426 

前渡金の増加額  △656 

前払費用の増加額  △9,459 

未払費用の増加額  6,165 

未払消費税等の増加額  23,263 

前受金の増加額  48,945 

預り保証金の増加額  210,509 

役員賞与の支払額  △7,000 

その他  34,949 

小計  90,796 
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前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

利息及び配当金の受取額  642 

利息の支払額  △118,379 

法人税等の支払額  △492,327 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △519,267 

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  △1,261,723 

定期預金等の払戻による収入  536,000 

有形固定資産の取得による支出  △1,288,433 

有形固定資産の売却による収入  ― 

無形固定資産の取得による支出  △5,950 

関係会社出資金の払込による支出  △80,000 

差入保証金の増加による支出  △180,905 

その他  △9,035 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,290,048 

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  1,836,000 

長期借入れによる収入  1,735,000 

長期借入金の返済による支出  △1,434,840 

社債の発行による収入  1,086,000 

社債の償還による支出  △100,000 

株式の発行による収入  921,226 

配当金の支払額  △38,008 

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,005,378 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  1,196,062 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  257,011 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  1,453,073 
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（4）利益処分案 

  
前事業年度 

（平成17年３月期） 
当事業年度 

（平成18年３月期） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,619,173  3,455,183 1,836,010 

Ⅱ 利益処分額       

１．配当金  42,008  96,966   

２．取締役賞与金  12,000 54,008 25,000 121,966 67,958 

Ⅲ 次期繰越利益   1,565,165  3,333,217 1,768,052 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)子会社株式 

────── 

(1)子会社株式 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

 (2)子会社出資金 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(2)子会社出資金 

同左 

(3)その他有価証券 (3)その他有価証券  

時価のあるもの 時価のあるもの 

  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。 

同左 

 時価のないもの 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。 

同左 

デリバティブ ────── ２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法  時価法  

(1)販売用不動産、仕掛販売用不動産 (1)販売用不動産、仕掛販売用不動産、仕

掛工事 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 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。 

 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。 

 (2)貯蔵品 

 最終仕入原価による原価法を採用し

ております。 

(2)貯蔵品 

同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方

法  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。 

同左 

 建 物    ３年～43年  

 車輌運搬具  ３年～６年  

 工具器具備品 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 (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。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５．繰延資産の処理方法 (1)新株発行費 

  支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(1)新株発行費 

同左 

 平成16年11月18日付一般募集による

新株式の発行（2,000株）は、引受会社

が引受価額（467,500円）で買取引受を

行い、これを引受価額と異なる発行価

格（500,000円）で一般投資家に販売す

るスプレッド方式によっております。 

スプレッド方式では、発行価格と引

受価額との差額65,000千円が事実上の

引受手数料であり、引受価額と同一の

発行価格で一般投資家に販売する従来

の方式であれば新株発行費として処理

されたものであります。このため、従

来の方式によった場合に比べ、新株発

行費の額と資本金及び資本準備金合計

額は、それぞれ65,000千円少なく計上

され、経常利益及び税引前当期純利益

は同額多く計上されております。 

平成17年９月15日付の有償一般募集

（ブックビルディング方式による募

集）による新株式発行（11,000株）及

び平成17年10月14日付のオーバー・ア

ロットメントによる売出に関連して行

われた第三者割当増資による新株式発

行（1,950株）は、引受証券会社が引受

価額で引受けを行い、これを引受価額

と異なる発行価格で一般投資家に販売

するスプレッド方式の買取引受方式に

よっております。スプレッド方式では、

発行価格と引受価額との差額319,618

千円が事実上の引受手数料となります

ので、引受証券会社に対する引受手数

料の支払いはありません。このため、

新株発行費に引受手数料は含まれてお

りません。 

 (2)社債発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(2)社債発行費 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

６．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (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。 

同左 

 (2)賞与引当金 (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事業年度の負

担額を計上しております。 

同左 

 (3)工事保証引当金 (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。 

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。 

 

（追加情報） 

販売不動産に係る補修費用は、従

来支出時に費用処理しておりました

が、当事業年度より補修実績率に基

づく補修見込額を工事保証引当金と

して計上する方法に変更しておりま

す。 

この変更は、リプランニング事業

の拡大に伴い販売不動産に係る瑕疵

担保責任（２年間）に基づく補修費

用の重要性が増してきたこと及びリ

プランニング事業開始から４年経過

し、適切な補修実績率の算定が可能

となったことから、適正な期間損益

計算及び財務の健全化を図るために

行ったものであります。 

なお、この変更により工事保証引

当金13,100千円を流動負債に計上す

るとともに、当事業年度の発生額

13,100千円は売上原価に計上し、過

年度相当額3,878千円は特別損失に

計上しております。 

この結果、従来の方法に比較して

売上総利益、営業利益及び経常利益

は9,221千円、税引前当期純利益は、

13,100千円それぞれ減少しておりま

す。 

 

 (4)役員退職慰労引当金 (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、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

７．ヘッジ会計の方法 (1）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。 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  当事業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。 

同左 

 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 (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。 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (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。 

同左 

 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決算日におけ

る有効性の評価を省略しております。 

 

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、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。 

────── 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 税抜方式によっております。 

 なお、控除対象外消費税等は発生事

業年度の期間費用としております。 

同左 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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） 

────── 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）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。 

 

 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（貸借対照表）  

前事業年度まで区分掲記しておりました「長期性預金」

（当事業年度37,000千円）は、当事業年度において資産

の総額の100分の１以下となったため、投資その他の資産

の「その他」に含めて表示することに変更いたしました。 

────── 

 （損益計算書） 

────── 前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示

しておりました「社債発行費」及び「新株発行費」は、

営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記い

たしました。 

なお、前事業年度における「社債発行費」及び「新株

発行費」の金額は、14,000千円及び13,774千円でありま

す。 

（キャッシュ・フロー計算書）  

営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の増加

額」は、前事業年度は「その他」に表示しておりました

が、金額的重要性が増したため区分掲記しております。 

なお、前事業年度の「その他」に含まれている「前受

金の増加額」は、20,029千円であります。 

────── 

 

追加情報 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（外形標準課税）  

法人事業税の付加価値割及び資本割については、実務

対応報告第12号「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」（企

業会計基準委員会（平成16年２月13日））に基づき、「販

売費及び一般管理費」（12,464千円）に計上しておりま

す。 

────── 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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。 

※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 イ）担保に供している資産 
 

販売用不動産 1,936,893千円

仕掛販売用不動産 2,713,060千円

建物 1,510,191千円

土地 1,963,835千円

計 8,123,980千円
  

 
販売用不動産 562,533千円

仕掛販売用不動産 5,111,958千円

建物 993,796千円

土地 1,186,585千円

計 7,854,873千円
  

ロ）上記に対する債務 ロ）上記に対する債務 
 

短期借入金 3,819,000千円

一年以内償還予定社債 

（銀行保証付無担保社債） 
220,000千円

一年以内返済予定長期借入金 1,549,000千円

社債 

（銀行保証付無担保社債） 
880,000千円

長期借入金 944,260千円

計 7,412,260千円
  

 
短期借入金 3,460,000千円

一年以内償還予定社債 

（銀行保証付無担保社債） 
328,000千円

一年以内返済予定長期借入金 144,000千円

社債 

（銀行保証付無担保社債） 
1,254,000千円

長期借入金 800,260千円

計 5,986,260千円
  

※２．       ────── ※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、当事業年度中に仕掛販売用不動産に振り

替えております。 
 
※３．授権株式数 普通株式 76,000株 

発行済株式総数 普通株式 21,004株 
  

 
※３．授権株式数 普通株式 304,000株 

発行済株式総数 普通株式 96,966株 
  

 ４．商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は1,035千円

であります。 

 ４．商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は1,654千円

であります。 

５．       ──────  ５．債務保証 

次の関係会社等について、金融機関からの借入

に対し、債務保証を行っております。 

 
 

保証先 金額（千円） 内容 

SFｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ㈱ 7,430,000 借入債務 
 

 

当事業年度中の発行済株式数の増加 

 発行年月日 発行形態 発行株式数(株) 発行価格(円) 資本組入額(円) 

前事業年度 平成16年11月18日 公募による新株式発行 2,000 500,000 382,500 

平成17年５月20日 株式分割（１：４） 63,012 ― ― 

平成17年９月15日 有償一般募集 11,000 420,010 197,665 

当事業年度 

平成17年10月14日 第三者割当増資 1,950 420,010 197,665 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※１．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

 

 

ソフトウェア 911千円 

計 911千円 

 

 

建物 217千円 

工具器具備品 129千円 

計 347千円 

※２．事務所移転費用の内訳は次のとおりであります。 ※２．       ────── 
 

建物除却損 2,381千円

工具器具備品除却損 248千円

原状回復費用 2,984千円

賃貸借契約解約損 6,476千円

引越費用等 4,873千円

計 16,964千円
 

 
 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

────── 

（平成17年３月31日）  
 
現金及び預金勘定 3,029,376千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △1,576,302千円

現金及び現金同等物 1,453,073千円
  

 
 

 

 
  

 

① リース取引関係 

前事業年度（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。 

 

当事業年度（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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② 有価証券関係 

当事業年度に係る「有価証券関係」（子会社株式で時価のあるのもは除く。）については、

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。 

 

前事業年度（平成17年３月31日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度（平成17年３月31日） 

 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 5,496 1,746 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えるも

の 
小計 3,750 5,496 1,746 

(1）株式 ― ― ― 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

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 5,496 1,746 

（注）減損処理にあたっては、期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。 

 

当事業年度（平成18年３月31日現在） 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 
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③ デリバティブ取引関係 

当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度については連結財務諸表に

記載しております。 

 

１．取引の状況に関する事項 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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、金利スワップ及

び金利キャ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 

 当事業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

いるため決算日における有効性の評価を省略しており

ます。 
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前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

(4)取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ及び金利キャップは、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、総務部

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 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

前事業年度（平成17年３月31日） 

区分 種類 
契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

市場取引以
外の取引 

金利キャップ
取引 

400,000 400,000 910 △7,827 

合計 400,000 400,000 910 △7,827 

（注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

２．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。 

 

④ 退職給付関係 

当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度については連結財務諸表に

記載しております。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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 5,852千円
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⑤ 税効果会計関係 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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 

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） （単位：千円） 
 

繰延税金資産（流動） 

賞与引当金 14,467

未払事業税 31,146

たな卸資産 4,828

預り保証金 2,530

租税公課 11,436

工事保証引当金 5,331

事務所移転費用 6,904

その他 3,957

小計 80,603

繰延税金資産（固定） 

役員退職慰労引当金 25,309

その他 4,998

小計 30,308

繰延税金資産合計 110,911

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額金 710

小計 710

繰延税金負債合計 710

繰延税金資産純額 110,201
  

 
繰延税金資産（流動） 

賞与引当金 22,979

未払事業税 107,418

たな卸資産 15,058

預り保証金 1,282

租税公課 12,170

工事保証引当金 29,792

その他 20,781

小計 209,482

繰延税金資産（固定） 

役員退職慰労引当金 30,356

その他 4,533

小計 34,889

繰延税金資産合計 244,371

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 1,135

繰延税金資産純額 243,236
  

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 

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 0.0％

住民税均等割 0.1％

同族会社の留保金課税 4.4％

その他 0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.0％
  

 
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 4.9％

その他 0.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.9％
  

 

⑥ 持分法損益等 

当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度については記載しておりま

せん。 

 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。 
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⑦ 関連当事者との取引 

当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度については連結財務諸表に

記載しております。 

 

前事業年度（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。 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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 134,327.57円

１株当たり当期純利益 38,141.45円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 38,006.66円

  

 
１株当たり純資産額 100,700.82円

１株当たり当期純利益 20,520.41円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 20,339.14円

  
 （注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後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。 

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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   

当期純利益（千円） 764,835 1,890,018 

普通株主に帰属しない金額（千円） 12,000 25,000 

（うち利益処分による役員賞与金） （12,000） （25,000） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 752,835 1,865,018 

期中平均株式数（株） 19,738 90,886 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額(千円) ― ― 

普通株式増加数(株) 70 810 

(うち新株引受権) （70） （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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

   
１．株式分割 

平成17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。 

Ａ．平成17年５月20日付をもって普通株式１株につき

４株に分割します。 

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式           63,012株 

(2) 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４株の割合をもって分割します。 

Ｂ．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

事業年度における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事業年度における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。 

 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産 

15,406.26円 

１株当たり当期純利益 

5,415.77円 

 

１株当たり純資産 

33,581.89円 

１株当たり当期純利益 

9,535.36円 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 

9,501.67円 

なお、前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

   
１．株式分割 

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。 

Ａ．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。 

Ｂ．配当起算日 

平成18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

事業年度における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事業年度における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。 

 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産 

11,193.96円 

１株当たり当期純利益 

3,178.45円 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 

3,167.22円 

１株当たり純資産 

33,566.94円 

１株当たり当期純利益 

6,840.13円 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 

6,779.71円 
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４.役員の異動 

 

(1)代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

 


