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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 95,707 (42.4) 8,947 (43.0) 8,208 (62.2)
17年３月期 67,209 (24.0) 6,257 (33.7) 5,062 (31.6)

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 4,365 (61.3) 16,872 67 16,670 12 14.0 8.2 8.6
17年３月期 2,706 (23.9) 12,300 65 12,294 31 19.0 7.1 7.5

（注）１．持分法投資損益　 18年３月期 48百万円 17年３月期 ─百万円

２．期中平均株式数（連結） 18年３月期 253,322株 17年３月期 215,146株

３．会計処理方法の変更 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  

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 118,807 45,996 38.7 154,459 87
17年３月期 80,579 16,337 20.3 74,486 99

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 297,201株 17年３月期 218,525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

現金および現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 8,678 △16,938 15,527 17,126
17年３月期 △13,751 619 9,932 9,876

(4）連結範囲および持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ９社 持分法適用非連結子会社数 ─社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲および持分法の適用の異動状況  

連結（新規） １社 （除外） ─社 持分法（新規） １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 25,000 1,900 800
通　期 109,000 10,100 5,400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　18,169円　52銭

※　上記の予想の前提条件その他の関連する事項につきましては、添付資料の７ページを参照してください。
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１．企業集団の状況
　当企業集団は、株式会社ゼファー（当社）、連結子会社９社、関連会社１社および非連結子会社３社、その他の関係

会社１社により構成されております。当社および企業集団各社はグループシナジーを追求し、グループ組織力の極大化

を図っております。

　当企業集団の事業に係わる位置付けおよび事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりです。

(1）事業区分

事業の種類別セグメント 事業の内容

不動産分譲事業 当社は、マンションおよび戸建住宅等の企画・開発・販売を行っております。

不動産流動化事業

当社は、不動産の証券化・流動化の手法を用い、物件の収益力を高めた上で、不

動産投資ファンド等に投資用不動産の販売を行っております。株式会社ゼファー

不動産投資顧問においては、アセットマネジメント、プロパティマネジメント等

を行い、受託資産の運用、管理業務を営んでおります。

ＣＭ事業

当社は、低コスト・高品質を実現するCM方式（※）を活用し、独自の建設事業を

行っております。分譲マンションを中心に商業ビル等の設計、施工も受注してお

ります。

その他事業

当社は、不動産賃貸事業を行っております。

子会社においては、次のような事業を行っております。

株式会社ゼファーコミュニティーは、主に当社が分譲したマンション、不動産流

動化事業において事業化した賃貸マンションや賃貸ビル等の総合管理サービスを

行っております。株式会社ゼファーランコムにおいては、当社で販売する分譲住

宅を中心に不動産の売買・賃貸借およびこれらの媒介・代理業務を営んでおりま

す。株式会社メタルフィットにおいては、木材・建材および建設用部材の販売お

よび輸出入業務、研究開発業務を営んでおります。また、エヴァソンマッコイ

ホームズ株式会社では、注文戸建住宅の販売・建設を行っております。

※ＣＭ（シーエム）方式とは、欧米の建設手法であるコンストラクションマネジメントにプロジェクトマネジメント

の概念を付加したものです。企画・開発段階から全ての検証を行い、最適な設計・施工方法を選択したうえで、設

備業者・建材メーカー・下請専門業者に対して直接発注することにより高品質・低コストの建設を実現する当社独

自のものであります。

（注）当連結会計年度より、従来「資産活性化事業」と表示しておりました事業の種類別セグメントの名称を「不動

産流動化事業」へ変更しております。
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(2）位置付け

 

株
式
会
社
ゼ
フ
ァ
ー 

不動産分譲事業 

<その他事業> 

株式会社ゼファーランコム（100％） 

株式会社ゼファーコミュニティー（100％） 

ＣＭ事業 

ゼファーグループ 

一
般
顧
客
・
得
意
先 

不動産流動化事業 

<不動産流動化事業> 

株式会社ゼファー不動産投資顧問（49.5％） 

その他事業 
<その他事業> 

株式会社メタルフィット（80％） 

               他５社 
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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、平成６年２月設立以来、マンションディベロッパーという枠を超え、「研究開発型マンション

メーカー」として新しい視点をそなえ、時代の要請に応えた住まいの本質を追求してまいりました。

　こうして蓄積した不動産のノウハウ、技術のノウハウを元に、不動産分譲事業、不動産流動化事業、ＣＭ事業とい

う３事業を柱に事業を展開しております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を重要課題と考えており、配当性向等を総合的に考慮しつつ、経営

体質を強化し、株主の皆様への安定的な配当水準を維持することを基本方針としております。内部留保金につきまし

ては、原則として事業拡大に伴う運転資金に充当しております。

(3）投資単位の引き下げに関する考え方および方針等

　当社は、株式の流動性を高め、投資家層の拡大を図ることが重要な課題であると認識しております。　

　今後につきましても、株主構成・株式流動性・利益成長等を勘案し、投資単位の引き下げ等に積極的に取り組んで

いく所存です。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、投資効率を重視した経営を実行しており、良質の商品提供を行うことで、商品回転率を高めて収

益力の更なる強化を図る一方、市場環境を鑑みながらむやみに販売戸数の拡大を図ることなく、適正な資産規模によ

り確固たる財務基盤の確立を目指しております。今後も、利益成長率を重視した経営を目指してまいります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社および企業グループは、不動産分譲事業・不動産流動化事業・ＣＭ事業の３事業を事業の柱とし、グループ企

業とのシナジー効果を図りながら、下記経営戦略によって事業を強化・拡大してまいります。

①　各事業の自主性を重視した経営体制の構築

　各事業（不動産分譲事業・不動産流動化事業・ＣＭ事業）の自主・自立・自己責任の経営体制の構築を行う。

②　資金効率の重視と事業リスク分散のできる事業ポートフォリオの構築

　開発型事業（不動産分譲事業、不動産流動化事業）と受注型事業（ＣＭ事業）のバランスのとれた売上高を構成

することにより事業リスクの分散を行う。また、資金需要の少ない受注型事業の構成比を上げることにより資金効

率を高める。

③　エンジニアリング技術をコアとした新商品開発・新ビジネスへの展開

　エンジニアリング技術をコアとして、グループ企業内の各種技術・ノウハウを蓄積・統合・融合し、新商品開発

による商品力の向上や住宅・不動産関連の新ビジネスへの展開を行う。

④　ハード面だけでなくソフト面でのサービスの提供

　顧客満足度の向上を図るべく、商品面だけでなくアフターサービスの充実などのソフト面でのサービスを提供す

る体制を構築する。

(6）会社の対処すべき課題

　今後の市場環境は、地価の上昇に伴い用地の確保がより困難になるとともに、顧客の物件選別もさらに厳しくなる

ことが予想されます。このような状況のもと、商品の競争力を高め、既存３事業を強化・拡大することにより、リス

ク分散を図り、収益力を向上させるべく以下のように対処してまいります。

　不動産分譲事業につきましては、マンションおよび戸建住宅において、独自の商品による競争力の向上を図り、

マーケット調査を綿密に行い、消費者ニーズを重視した商品の供給を行ってまいります。

　不動産流動化事業につきましては、事業エリアを拡大するとともに、より多様な事業化手法を駆使し、投資家ニー

ズに合った収益不動産の供給を行ってまいります。また、連結子会社の株式会社ゼファー不動産投資顧問において、

アセットマネジメント、プロパティマネジメント等を行い、受託資産の運用、管理に対するフィー収入の増大を図っ

てまいります。

　ＣＭ事業につきましては、同業他社からのマンション施工工事や、商業ビル等の受注活動をより積極的に行うとと

もに、設計・購買・施工監理等の業務の効率化により、収益力の向上を図ってまいります。
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(7）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の議決権の所

有割合（％）

親会社等が発行する株券が上場されてい

る証券取引所等

SBIホールディングス

株式会社

上場会社が他の会社の関連

会社である場合における当

該他の会社

21.4
株式会社東京証券取引所　市場第一部

株式会社大阪証券取引所　市場第一部

②　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

 当社は、株式会社加ト吉の持分法適用会社でありましたが、平成17年６月８日付けで同社が保有する当社株式を

他へ譲渡したことにより、株式会社加ト吉は当社の「親会社等」に該当しなくなっております。

　また、当社は当連結会計年度において、SBIホールディングス株式会社との業務提携を強化すべく資本提携を行

ない、同社は当社が行なった平成17年９月28日を払込期日とする第三者割当増資の引受および当社自己株式の譲

渡により63,622株を取得しました。これにより同社は当社発行済株式の議決権総数の21.4％を保有する筆頭株主

となり、当社は同社の持分法適用会社となっております。なお同時に当社は同社の株式347,861株を128億94百万

円にて取得しております。当社は同社グループ会社より事業資金として50億円の資金を借り入れしており、今後、

協力関係を保ちながら事業展開を行う方針ではありますが、事業上の依存関係はなく、事業運営上は十分な独立

性を確保しております。

③　親会社等との取引に関する事項

　連結財務諸表注記の「関連当事者との取引」をご参照ください。
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３．経営成績および財政状態
(1）経営成績

当期の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業業績が高水準で推移し、設備投資の回復、個人消費の改善等、景気

回復がより着実なものとなりました。

 不動産業界におきましては、三大都市圏において商業地の公示地価が15年ぶりに上昇するなど、長期にわたった

資産デフレからの脱却期を迎えつつある一方で、昨年11月に発覚した「耐震強度偽装事件」の影響により、顧客の

物件選別もさらに厳しい状況となっております。

　このような事業環境の中、不動産分譲事業、不動産流動化事業、ＣＭ事業の３事業を中心に活動を展開いたしま

した結果、当連結会計年度の売上高は957億７百万円（前期比42.4%増）、営業利益は89億47百万円（同43.0%増）、

経常利益は82億８百万円（同62.2%増）、当期純利益は43億65百万円（同61.3%増）となりました。

　事業別の状況は次のとおりであります。

（不動産分譲事業）

　不動産分譲事業につきましては、「ゼファー浦安ブライトシティ」（販売戸数120戸）をはじめ、マンショ

ン1,345戸、戸建６戸、土地196区画の引渡しを達成いたしました。また、期末完成済み販売在庫のうち未契

約在庫は、マンション82戸、戸建２戸となっております。

　この結果、当セグメントの売上高は463億91百万円（同69.5%増）、営業利益は29億18百万円（同6.5%減）と

なりました。

（不動産流動化事業）

　不動産流動化事業につきましては、投資家向け収益物件の開発・販売を行い、25物件の引渡しを行いました。

また、連結子会社である株式会社ゼファー不動産投資顧問のアセット・マネジメント等によるフィー収入等は

６億18百万円となりました。

　この結果、当セグメントの売上高は353億円（同56.1%増）、営業利益は81億69百万円（同74.2%増）となり

ました。

（ＣＭ事業）

　ＣＭ事業につきましては、当社分譲物件以外の受注活動を積極的に行い、当期受注高は96億48百万円となり

ました。

　この結果、当セグメントの売上高は95億16百万円（同14.3%減）、営業利益は２億94百万円（同40.0%減）と

なりました。

（その他事業）

　その他事業につきましては、主な子会社である株式会社ゼファーコミュニティーの不動産管理事業等による

収入は１億74百万円、株式会社ゼファーランコムの販売代理事業等による収入は８億60百万円、株式会社メタ

ルフィットの住宅建材の販売収入等は24億11百万円、エヴァソンマッコイホームズ株式会社の輸入注文住宅の

販売収入等は21億52百万円となりました。

　この結果、当セグメントの売上高は61億86百万円（同7.4%減）、営業損失は74百万円（前期は３億１百万円

の営業損失）となりました。

　なお、当連結会計年度より、従来「資産活性化事業」と表示しておりました事業の種類別セグメントの名称を

「不動産流動化事業」へ変更しております。

(2）財政状態

キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ72億

49百万円増加し、171億26百万円となりました。

　活動別のキャッシュ・フローは以下のとおりであります。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は86億78百万円となりました（前期は137億51百万

円の使用）。これは主として、税金等調整前当期純利益が83億20百万円、前受金の増加額が48億30百万円、

売上債権の減少額が21億59百万円となり資金が流入した反面、販売用不動産出資金等の増加額が64億８百万

円となり資金が流出したことによるものであります。
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②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度における投資活動の結果、使用した資金は169億38百万円となりました（前期は６億19百万

円の獲得）。これは主として、関係会社株式の取得による支出が155億47百万円となったことによるものであ

ります。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度における財務活動の結果、得られた資金は155億27百万円となりました（前期比56.3%増）。

これは主として、新株発行による収入が128億４百万円、社債の発行および償還による収支の純額が８億６百

万円、コマーシャルペーパーの発行による収入が25億円となったことによるものであります。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成14年12月期 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 

自己資本比率 20.6％ 18.7％ 19.7％ 20.3％ 38.7％ 

時価ベースの自己資本比率 19.9％ 15.4％ 36.2％ 46.1％ 81.3％ 

債務償還年数 1,272.26年 －年 －年 －年 4.11年 

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ
0.04倍 － － －  8.78倍

各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。

自己資本比率（％）＝自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率（％）＝株式時価総額／総資産

債務償還年数（年）＝有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）＝営業キャッシュ・フロー／利払い

　（注）　平成15年３月期～平成17年３月期については、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数およ

びインタレスト・カバレッジ・レシオの記載をしておりません。

(3）次期の見通し

　経済情勢につきましては、企業収益の好調さにより国内経済は資産デフレ状態を脱するものと思われます。

　不動産業界におきましても、「耐震強度偽装事件」により、顧客の企業・商品選別がより一層進み、優勝劣敗が

はっきり表れてくると思われます。また、三大都市圏を中心に地価が上昇に転じている地点が増加しており、用地取

得への影響が懸念されます。

　このような環境下、当社グループではグループ企業とのシナジー効果を得ながら、住宅を中心とした不動産に関す

る技術・ノウハウを蓄積・統合し、各事業（不動産分譲事業・不動産流動化事業・ＣＭ事業）の強化・拡大、新規事

業の開発を図り企業価値を高めてまいります。

　不動産分譲事業につきましては、単なるマンション供給会社に留まらず、マンションメーカーを目指し、顧客に支

持される商品開発をすすめるとともに、ＣＭ方式による施工によるコスト削減、販売時における販売経費の削減など

に努め収益力の強化を図ってまいります。

　不動産流動化事業につきましては事業化手法・ノウハウの蓄積を図り、投資家ニーズに合った商品の供給を行い事

業規模の拡大を図ってまいります。

　ＣＭ事業につきましては受注活動を進め、高品質・低コストの施工を行うべく、設計・購買・施工監理の業務の見

直し・効率化を行い、事業規模の拡大・収益力の強化を図ってまいります。

　また、通期の業績見通しにつきましては、売上高1,090億円、経常利益101億円、当期純利益54億円を見込んでおり

ます。

　（注）　本資料および添付資料記載の業績予想に関しましては、本資料発表日現在において入手可能な情報および将来

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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 (4) 事業等のリスク

 　当社グループの経営成績および財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクについて、主な事項を記載しており

ます。なお、本文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したもので

あります。

①法的規制等について

　当社グループの属する不動産業界は、国土利用計画法、宅地建物取引業法、都市計画法、建築基準法等により法的

規制を受けております。当社は不動産業者として、「宅地建物取引業法」に基づく免許を受け、不動産販売および不

動産賃貸の事業を行っております。このため、将来におけるこれらの法的規制の大幅な改廃や新たな法的規制が設け

られる場合には当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があります。

②業績変動要因について

　当社グループの業績は、売上高が比較的低水準となった場合は、販管費の固定費や支払利息等を賄うだけの売上総

利益を計上できず、経常損失を計上する場合もあります。また、当社グループの収益は事業年度後半に多額に計上さ

れる傾向にあり、工事遅延等により顧客への引渡時期が翌期にずれ込んだ場合等には期間損益が悪化する可能性があ

ります。

③金利の変動について

　将来において金利が上昇した場合には、資金調達コストの増加や不動産への投資期待利回りの上昇、また住宅購入

顧客の購買意欲の減退等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④不動産関連税制の変更について

　将来において、不動産関連税制が変更された場合には、資産保有および取得・売却時のコスト増加、また住宅購入

顧客の購買意欲減退等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ＳＢＩホールディングス株式会社への出資に伴うリスクについて

　当社は、ＳＢＩホールディングス株式会社との資本提携に伴い、同社株式347,861株を128億94百万円にて取得して

おります。同社株式は現在、東京証券取引所市場第一部に上場しており、同社の経営成績の悪化や株式市場の動向等

により、同社株式の価格が著しく低下した場合、同社株式の減損処理により、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．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）
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．現金および預金   9,962,868   17,170,662   

２．受取手形および売掛金   5,402,910   3,242,911   

３．有価証券   100,054   200,064   

４．たな卸資産 ※２  39,888,599   38,022,809   

５．販売用不動産出資金等 ※６  6,680,438   13,078,061   

６．前渡金 ※２  12,754,498   11,968,450   

７．繰延税金資産   257,514   390,054   

８．その他   2,340,576   4,778,153   

９．貸倒引当金   △146,820   △29,823   

流動資産合計   77,240,641 95.9  88,821,345 74.8 11,580,704

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1)建物および構築物 ※２ 795,107   752,048    

減価償却累計額  273,499 521,607  252,152 499,896   

(2)土地 ※２  482,261   231,509   

　　 (3)建設仮勘定   1,380   2,332   

(4)その他  720,689   504,906    

減価償却累計額  308,536 412,153  200,095 304,810   

有形固定資産合計   1,417,402 1.7  1,038,548 0.9 △378,853

２．無形固定資産         

　(1)連結調整勘定   572,565   403,186   

　(2)その他   131,451   394,157   

　　無形固定資産合計   704,017 0.9  797,344 0.6 93,327

３．投資その他の資産         

(1)関係会社株式 ※1,2  －   26,352,086   

(2)その他 ※２  1,282,491   1,953,906   

貸倒引当金   △65,018   △155,599   

投資その他の資産合計   1,217,472 1.5  28,150,393 23.7 26,932,920

固定資産合計   3,338,892 4.1  29,986,287 25.2 26,647,394

資産合計   80,579,533 100.0  118,807,632 100.0 38,228,098
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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）
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）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形および工事未
払金

  16,558,741   16,111,289   

２．短期借入金 ※２  7,000,000   9,705,500   

３．コマーシャルペーパー   －   2,500,000   

４．１年以内に返済予定の
長期借入金

※２  10,224,598   15,573,850   

５．１年以内に償還予定の
社債

※２  5,180,000   6,880,000   

６．未払法人税等   2,131,070   3,128,815   

７．前受金   2,041,358   6,872,246   

８．その他   2,974,696   6,080,296   

流動負債合計   46,110,464 57.2  66,851,998 56.3 20,741,533

Ⅱ　固定負債         

１．社債 ※２  7,420,000   540,000   

２．長期借入金 ※２  10,087,871   442,051   

３．繰延税金負債   －   4,120,619   

４．退職給付引当金   57,939   57,312   

５．役員退職慰労引当金   114,387   114,387   

６．その他   400,101   158,280   

固定負債合計   18,080,300 22.5  5,432,650 4.6 △12,647,649

負債合計   64,190,765 79.7  72,284,648 60.9 8,093,883

（少数株主持分）         

少数株主持分   51,500 0.0  526,356 0.4 474,856

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  3,937,765 4.9  13,385,199 11.2 9,447,434

Ⅱ　資本剰余金   4,137,047 5.1  14,580,378 12.3 10,443,331

Ⅲ　利益剰余金   8,252,113 10.2  11,889,739 10.0 3,637,625

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  6,566 0.0  6,155,812 5.2 6,149,246

Ⅴ　為替換算調整勘定   3,776 0.0  △13,948 △0.0 △17,724

Ⅵ　自己株式 ※４  － －  △554 △0.0 △554

資本合計   16,337,268 20.3  45,996,627 38.7 29,659,358

負債、少数株主持分
および資本合計

  80,579,533 100.0  118,807,632 100.0 38,228,098
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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）

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   67,209,086 100.0  95,707,255 100.0 28,498,169

Ⅱ　売上原価   54,261,861 80.7  78,457,720 82.0 24,195,859

売上総利益   12,947,225 19.3  17,249,535 18.0 4,302,309

Ⅲ　販売費および一般管理費 ※１  6,689,803 10.0  8,301,828 8.6 1,612,025

営業利益   6,257,421 9.3  8,947,706 9.4 2,690,284

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  12,154   202,991    

２. 受取配当金  3,264   3,484    

３．持分法による投資利益  －   48,160    

４．解約違約金収入  25,450   36,597    

５．受取地代  9,653   7,469    

６．為替差益  －   45,833    

７．その他  44,132 94,655 0.1 36,606 381,141 0.4 286,486

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  930,245   988,332    

２．社債発行費  168,120   13,091    

３．その他  191,674 1,290,039 1.9 119,295 1,120,719 1.2 △169,320

経常利益   5,062,037 7.5  8,208,128 8.6 3,146,091

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※２ 158,139   －    

２．投資有価証券売却益  －   89,875    

３．関係会社出資金売却益  269   －    

４．関係会社株式売却益  － 158,408 0.2 485,253 575,128 0.6 416,719

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※３ 215,748   114,785    

２．固定資産除却損 ※４ 1,208   112,597    

３．関係会社株式評価損  49,999   －    

４．販売用不動産評価損  29,797   －    

５．減損損失 ※５ －   135,409    

６．訴訟和解金  － 296,754 0.4 100,000 462,793 0.5 166,038

税金等調整前当期純利
益

  4,923,692 7.3  8,320,464 8.7 3,396,772

法人税、住民税および事
業税

 2,236,773   3,799,270    

法人税等調整額  7,445 2,244,219 3.3 △223,917 3,575,352 3.7 1,331,133

少数株主利益または損
失（△）

  △26,963 △0.0  379,892 0.4 406,855

当期純利益   2,706,435 4.0  4,365,219 4.6 1,658,783
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   3,068,927  4,137,047 1,068,120

Ⅱ　資本剰余金増加高       

 １. 増資による新株の発行  1,068,120  9,447,425   

 ２．自己株式処分差益  － 1,068,120 995,906 10,443,331 9,375,211

Ⅲ　資本剰余金期末残高   4,137,047  14,580,378 10,443,331

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   6,168,153  8,252,113 2,083,959

Ⅱ　利益剰余金増加高       

１．当期純利益  2,706,435 2,706,435 4,365,219 4,365,219 1,658,783

Ⅲ　利益剰余金減少高       

１．配当金  543,574  667,593   

２．役員賞与  42,000  60,000   

３．連結子会社の増加に伴
う減少額

 36,901 622,475 － 727,593 105,118

Ⅳ　利益剰余金期末残高   8,252,113  11,889,739 3,637,625
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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  4,923,692 8,320,464  

減価償却費  168,539 200,570  

減損損失  － 135,409  

連結調整勘定償却額  169,378 169,378  

貸倒引当金の増減額
（△減少額）

 78,339 △26,416  

退職給付引当金の増減額（△
減少額）

 8,116 △627  

役員退職慰労引当金の増減額（△
減少額）

 △133,160 －  

受取利息および受取配当金  △15,419 △206,475  

支払利息  930,245 988,332  

社債発行費  168,120 13,091  

新株発行費  23,015 90,251  

持分法による投資利益  － △48,160  

固定資産売却益  △158,139 －  

固定資産売却損  215,748 114,785  

固定資産除却損  1,208 112,597  

関係会社出資金売却益  △269 －  

投資有価証券売却益  － △89,875  

関係会社株式売却益  － △485,253  

関係会社株式評価損  49,999 －  

売上債権の増減額
（△増加額）

 △5,042,161 2,159,999  

たな卸資産の増減額
（△増加額）

 △5,942,623 1,879,249  

販売用不動産出資金等の増減額
（△増加額）

 △5,743,288 △6,408,326  

前渡金の増減額
（△増加額）

 △6,545,468 786,048  

仕入債務の増減額
（△減少額）

 4,793,161 △22,080  

未払消費税等の増減額
（△減少額）

 1,266 311,368  

前受金の増減額
（△減少額）

 △111,681 4,830,888  

未収消費税等の増減額
（△増加額）

 △85,153 82,425  

役員賞与の支払額  △42,000 △60,000  
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

その他  1,288,598 △332,471  

小計  △10,999,934 12,515,175 23,515,109

利息および配当金の受取額  23,696 225,435  

利息の支払額  △895,250 △1,010,577  

法人税等の支払額  △1,880,164 △3,051,077  

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △13,751,652 8,678,956 22,430,609

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

    

 定期預金の払戻しによる収入  － 42,052  

有形固定資産の取得による支
出

 △247,688 △215,075  

有形固定資産の売却による収
入

 1,193,567 128,984  

無形固定資産の取得による支
出

 △44,464 △357,003  

無形固定資産の売却による収
入

 14,390 －  

有価証券の取得による支出  － △100,000  

投資有価証券の取得による支
出

 △98,000 △589,145  

投資有価証券の売却による収
入

 40,000 106,875  

子会社株式の取得による支出  △489,620 －  

子会社株式の売却による収入  － 92,285  

関係会社株式の取得による支
出

 － △15,547,454  

連結範囲の変更を伴う子会社株
式の取得による収入

※２ 471,622 －  

連結範囲の変更を伴う子会社出
資金の売却による収入

 269 －  

貸付による支出  △580,000 △399,500  

貸付金の回収による収入  405,100 300,700  

その他  △45,345 △401,140  

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 619,832 △16,938,421 △17,558,254
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

短期借入金の純増減額（△
減少額）

 68,000 2,705,500  

コマーシャルペーパーの純
増減額（△減少額）

 △1,000,000 2,500,000  

長期借入れによる収入  15,904,000 10,228,000  

長期借入金の返済による支出  △12,751,524 △14,524,568  

社債の発行による収入  17,331,880 5,986,908  

社債の償還による支出  △11,190,000 △5,180,000  

株式の発行による収入  2,113,224 12,804,608  

 自己株式の取得による支出  － △6,707,554  

 自己株式の売却による収入  － 8,381,747  

配当金の支払額  △543,574 △667,593  

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 9,932,005 15,527,047 5,595,041

Ⅳ　現金および現金同等物に係る
換算差額

 3,864 △17,724 △21,589

Ⅴ　現金および現金同等物の
増減額（△減少額）

 △3,195,949 7,249,857 10,445,807

Ⅵ　現金および現金同等物の期首
残高

 13,020,768 9,876,686 △3,144,082

Ⅶ　連結範囲の変更を伴う現金お
よび現金同等物の増加額

 51,867 － △51,867

Ⅷ　現金および現金同等物の期末
残高

※１ 9,876,686 17,126,544 7,249,857
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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

 
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 (1)連結子会社の数　　８社

　　連結子会社の名称

㈱ゼファーコミュニティー

㈲ゼットワン

㈱ゼファー不動産投資顧問

㈱ゼファーランコム

㈱メタルフィット

㈱ハウジングアカデミー

エヴァソンマッコイホームズ㈱

MF Technologies,Inc.

(1)連結子会社の数　　９社

　　連結子会社の名称

㈱ゼファーコミュニティー

㈲ゼットワン

㈱ゼファー不動産投資顧問

㈱ゼファーランコム

㈱メタルフィット

㈱ハウジングアカデミー

エヴァソンマッコイホームズ㈱

MF Technologies,Inc.

㈱ゼファー沖縄

(2)非連結子会社の数　３社

　　非連結子会社の名称

　　　㈱ゼファーファシリティー

　　　Zephyr USA Investment Inc.

　　　Zephyr USA Development Inc.

(2)非連結子会社の数　３社

　　非連結子会社の名称

　　　㈱ゼファーファシリティー

　　　Zephyr USA Investment Inc.

　　　Zephyr USA Development Inc.

　（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、合計の

総資産、売上高、当期純利益（持分に見合

う額）および利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためであります。

新規連結子会社２社のうち、エヴァソン

マッコイホームズ㈱は株式の取得により子

会社となったため、MF Technologies, 

Inc.は重要性が増したため、連結の範囲に

含めております。

　なお、前連結会計年度において連結子会

社でありました㈲パネルフィットは売却し

たため、連結の範囲から除いております。

　（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、合計の

総資産、売上高、当期純利益（持分に見合

う額）および利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためであります。

上記のうち、㈱ゼファー沖縄については、

当連結会計年度において新たに設立された

ため、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  (1)持分法を適用した関連会社

 ──────

 (1)持分法を適用した関連会社　１社

 　近藤産業㈱

　新たに株式を取得したことにより、当連

結会計年度から持分法適用の範囲に含めて

おります。
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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)持分法を適用していない非連結子会社

および関係会社

 　持分法を適用していない非連結子会

社（㈱ゼファーファシリティー、

Zephyr USA Investment Inc.、Zephyr 

USA Development Inc.）および持分法を

適用していない関係会社（㈱ホテルシス

テム研究所）は、連結純損益および利益

剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため持分

法の適用範囲から除外しております。

 (2)持分法を適用していない非連結子会社

および関係会社

　持分法を適用していない非連結子会

社（㈱ゼファーファシリティー、

Zephyr USA Investment Inc.、Zephyr 

USA Development Inc.）は連結純損益

および利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲から除外

しております。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

 　連結子会社のうち、MF 

Technologies,Inc.の決算日は12月31日

であります。連結財務諸表の作成にあたっ

ては、決算日現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、１月１日から連結決

算日３月31日までの期間に発生した重要

な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

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

および評価方法

 

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算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）

 

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　販売用不動産出資金等は個別法に

よる原価法、その他は移動平均法に

よる原価法

時価のないもの

同左

②デリバティブ

時価法

②デリバティブ

同左

③たな卸資産

販売用不動産、仕掛販売用不動産、未

成業務支出金および未成工事支出金

個別法による原価法

③たな卸資産

販売用不動産、仕掛販売用不動産、未

成業務支出金および未成工事支出金

同左

商品

総平均法による原価法

商品

同左

（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

　定額法

なお、主な耐用年数は下記のとおりで

あります。

　建物および構築物　６～47年

その他　　　　　  ２～17年

①有形固定資産

　定額法

 なお、主な耐用年数は下記のとおり

であります。

 　建物および構築物　３～39年

 その他　　　　  　２～17年
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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）

 

 

 

 （3）重要な引当金の計上基

準

 ②無形固定資産

 定額法

 　ただし、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

 ①貸倒引当金

　債権の貸倒れに備えるため、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無形固定資産

同左

 

 ①貸倒引当金

同左

②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

（自己都合退職による要支給額）の見

込額に基づき計上しております。

②退職給付引当金

同左

③役員退職慰労引当金

　連結子会社の一部は、役員の退職慰

労金の支給に備えるため、役員退職慰

労金内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

　なお、平成16年６月25日の連結財務

諸表提出会社の株主総会において、役

員退職慰労金制度廃止に伴う精算支給

が決議され、当連結会計年度において

これに基づく支給が行われております。

③役員退職慰労引当金

　連結子会社の一部は、役員の退職慰労

金の支給に備えるため、役員退職慰労金

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

（4）重要な外貨建の資産ま

たは負債の本邦通貨へ

の換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社の資産および負

債は、決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益および費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換算差額

は少数株主持分および資本の部におけ

る為替換算調整勘定に含めて計上して

おります。

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
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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）

（6）重要なヘッジ会計の方

法

①ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

また金利スワップについて特例処理の

条件を充たしている場合には、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…借入金利息

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

　　

③ヘッジ方針

　当社の内部規程に基づき金利変動リス

クをヘッジしております。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

　　ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎として判定してお

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

　　税抜方式によっております。ただし、

資産に係る控除対象外消費税等は、発

生年度の期間費用として処理しており

ます。

①消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産および

負債の評価に関する事項

連結子会社の資産および負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

同左

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、５年間

の均等償却を行っております。

同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分(または損失処理)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。

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

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金および現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金および容易に

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。

同左
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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））および

「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。これにより税金等調整前当期純利益は135,409

千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。　

 

表示方法の変更

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）

────── 　　前連結会計年度まで「投資その他の資産」の「その他」

に含めて表示しておりました「関係会社株式」は区分掲記

することに変更いたしました。なお、前連結会計年度にお

ける「関係会社株式」の金額は、479,620千円であります。

 

－ 20 －



追加情報

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）

(法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算書

上の表示方法）

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）が公表され

たことに伴い、当連結会計年度から同実務対応報告に基

づき、法人事業税の付加価値割および資本割50,255千円

を販売費および一般管理費として計上しております。

──────
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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．非連結子会社および関連会社に対するものは次の

とおりであります。

※１．非連結子会社および関連会社に対するものは次の

とおりであります。

投資有価証券(株式) 479,620千円 関係会社株式 3,184,543千円

※２．担保に供している資産およびこれに対応する

債務

（1）担保に供している資産

※２．担保に供している資産およびこれに対応する

債務

（1）担保に供している資産

たな卸資産 9,695,149千円

前渡金 10,974,834

建物および構築物 288,681

土地 159,395

投資その他の資産（投資有価

証券）

126,133

計 21,244,195

たな卸資産 18,702,719千円

前渡金 5,075,615 

建物および構築物 248,557 

土地 213,719 

関係会社株式 5,794,200 

投資その他の資産（投資有価

証券）

134,199

計 30,169,011

(2)上記に対する債務 (2)上記に対する債務

短期借入金 2,300,000千円

１年以内に返済予定の長期借

入金
10,224,598

長期借入金 10,087,871

社債※ 200,000

計 22,812,470

短期借入金 9,535,500千円

１年以内に返済予定の長期借

入金
15,550,010 

1年以内に償還予定の社債 200,000 

長期借入金 168,070

計 25,453,580

※社債の銀行保証に対する担保として供しております。  

 ※３．当社の発行済株式総数は、普通株式218,525株で

あります。

 ※３．当社の発行済株式総数は、普通株式297,203.08

株であります。

 ※４．　　　　　　──────  ※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式2.08

株であります。

　５．偶発債務（保証債務）

顧客の住宅ローンに関して抵当権設定登記完了までの間、

金融機関等に対して連帯債務保証を行っております。

　５．偶発債務（保証債務）

顧客の住宅ローンに関して抵当権設定登記完了までの間、

金融機関等に対して連帯債務保証を行っております。

一般顧客 3,623,830千円 一般顧客 5,818,267千円

※６．販売用不動産出資金等

特定目的会社等を活用して不動産開発事業を行ってい

る物件のうち、開発完了後、当該開発物件を直接また

は間接に販売することを予定している物件に係わるエ

クイティ（優先出資証券や匿名組合出資金等）であり

ます。

　内訳は以下のとおりであります。

※６．販売用不動産出資金等

特定目的会社等を活用して不動産開発事業を行ってい

る物件のうち、開発完了後、当該開発物件を直接また

は間接に販売することを予定している物件に係わるエ

クイティ（優先出資証券や匿名組合出資金等）であり

ます。

　内訳は以下のとおりであります。

優先出資 780,350千円

匿名組合出資 5,900,088千円

優先出資 919,545千円

匿名組合出資 12,158,516千円
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（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．販売費および一般管理費のうち主要な費目およ　

び金額は次のとおりであります。

※１．販売費および一般管理費のうち主要な費目および

金額は次のとおりであります。

販売手数料 594,144 千円

販売促進費 2,134,970  

広告宣伝費 197,669  

役員報酬 205,512  

給与および賞与 1,121,624  

退職給付費用 17,031  

役員退職慰労引当金繰入額 6,670  

支払手数料 924,176  

減価償却費 82,135  

貸倒引当金繰入額 8,802  

販売手数料 720,499 千円

販売促進費 2,937,888  

広告宣伝費 220,871  

役員報酬 225,770  

給与および賞与 1,347,370  

退職給付費用 26,389  

支払手数料 592,288  

減価償却費 124,444  

貸倒引当金繰入額 11,325  

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※２．　　　　　　　──────

建物および構築物 67,192 千円

土地 90,946 千円

計 158,139 千円

※３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

土地 131,953 千円

建物および構築物 83,668 千円

その他（工具器具備品) 126 千円

計 215,748 千円

土地 98,366 千円

建物および構築物 366  

その他（機械他) 16,052  

計 114,785  

※４．　　　　 　────── ※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物および構築物 75,867 千円

その他（機械他） 36,730  

 計 112,597  
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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）

※５．　　　　　──────  ※５．減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類
減損損失

(千円）

東京都港区 ホテル 工具器具備品等 97,896

島根県

荒島町他

賃貸用

住宅他 
土地・建物 37,513

　当社および連結子会社はキャッシュフローを生み出す最

小単位として、物件ごとに資産のグルーピングを行ってお

ります。

　収益性の低下および地価の継続的な下落により、上記の

資産グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失（工具器具備品

91,147千円、その他44,262千円）に計上しております。

　回収可能価額は使用価値および正味売却価額により測定

しております。なお、使用価値については将来キャッシュ

フローを６％で割り引いて算定しており、正味売却価額に

ついては主に処分見込価額から処分見込費用を控除した額

により評価しております。
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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）

※１．現金およ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17年３月31日現在）

（千円）

※１．現金およ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）

（千円）

現金および預金勘定 9,962,868

有価証券勘定 100,054

預入期間が３ケ月を超える定期

預金
△186,236

現金および現金同等物 9,876,686

現金および預金勘定 17,170,662

有価証券勘定 100,064

預入期間が３ケ月を超える定期

預金
△144,182

現金および現金同等物 17,126,544

※２．1）株式の取得により新たに連結子会社となった会

社の資産および負債の主な内容

　　　株式の取得により新たにエヴァソンマッコイホーム

ズ㈱を連結したことに伴う連結開始時の資産および

負債の内訳ならびにエヴァソンマッコイホームズ株

式の取得価額とエヴァソンマッコイホームズ㈱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。

※２．（1）株式の取得により新たに連結子会社となった

会社の資産および負債の主な内容

                   ──────

（千円）

流動資産 900,264

固定資産 38,792

流動負債 △853,018

固定負債 △56,025

連結調整勘定 △12

エヴァソンマッコイホームズ㈱

の取得価額
30,000

エヴァソンマッコイホームズ㈱

の現金同等物
501,622

差引：エヴァソンマッコイホー

ムズ㈱取得による収入
471,622

（2）当連結会計年度に株式の売却により連結子会社

でなくなった会社の資産および負債の主な内容

重要性がないため、記載を省略しております。

（2）当連結会計年度に株式の売却により連結子会社

でなくなった会社の資産および負債の主な内容

                   ──────

　３．　　　　　　　────── 　３.　重要な非資金取引の内容

　新株予約権の行使による増加額および減少額は次

のとおりであります。

資本金の増加額 3,000,004千円

資本剰余金の増加額 2,999,995  

新株予約権付社債の減少額 6,000,000  
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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）

　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

　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

および期末残高相当額

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額および期末残高相当額

 
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)

建物および
構築物 59,239 31,735 27,503

有形固定資

産「その

他」（工具

器具および

備品）

25,758 3,598 22,160

無形固定資

産「その

他」（ソフ

トウェア）

55,984 34,234 21,749

合計 140,982 69,567 71,414

 
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)

建物および
構築物 59,239 40,198 19,041

有形固定資

産「その

他」（工具

器具および

備品）

25,758 8,750 17,008

無形固定資

産「その

他」（ソフ

トウェア）

55,984 44,897 11,086

合計 140,982 93,845 47,136

  

(2)未経過リース料期末残高相当額

 

（千円）

(2)未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

（千円） 

１年以内 24,638

１年超 49,909

合計 74,548

 

１年以内 19,121

１年超 30,787

合計 49,909

 

(3)支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額

 

（千円）

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額および減損損失

（千円）

支払リース料 25,485

減価償却費相当額 23,020

支払利息相当額 2,596

支払リース料 26,776

減価償却費相当額 24,277

支払利息相当額 2,137

  

(4)減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

 

(4)減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　　　　　　同左

 

(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

 

 

 （減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はありません。
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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）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの

（1）株式 23,229 37,223 13,994

（2）債券    

　　①国債・地方債等 100,218 100,521 302

　　②社債 ― ― ―

　　③その他 ― ― ―

（3）その他 ― ― ―

小計 123,447 137,744 14,296

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの

（1）株式 ― ― ―

（2）債券    

　　①国債・地方債等 ― ― ―

　　②社債 ― ― ―

　　③その他 ― ― ―

（3）その他 25,962 17,053 △8,908

小計 25,962 17,053 △8,908

合計 149,410 154,798 5,388

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

40,000 ― ―

３．時価評価されていない主な有価証券

 連結貸借対照表計上額（千円）

(1)その他の有価証券  

　①非上場株式 230,862

　②マネー・マネージメント・ファンド 100,054

合計 330,916

 ４．その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的債券の今後の償還予定額

種類
1年以内
（千円）

1年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債券     

　(1)国債・地方債等 ― 100,000 ― ―

　(2)社債 ― ― ― ―

　(3)その他 ― ― ― ―

２．その他 ― ― ― ―

合計 ― 100,000 ― ―
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当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの

（1）株式 13,027,134 23,399,985 10,372,851

（2）債券    

　　①国債・地方債等 ― ― ―

　　②社債 ― ― ―

　　③その他 ― ― ―

（3）その他 25,962 25,968 6

小計 13,053,096 23,425,954 10,372,857

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの

（1）株式 ― ― ―

（2）債券    

　　①国債・地方債等 100,170 99,980 △190

　　②社債 ― ― ―

　　③その他 ― ― ―

（3）その他 ― ― ―

小計 100,170 99,980 △190

合計 13,153,266 23,525,934 10,372,667

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

2,490,680 575,128 ―

３．時価評価されていない主な有価証券

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

　①非上場株式 693,962

　②無担保社債 100,000

　③マネー・マネージメント・ファンド 100,064

合計 894,026

４．その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的債券の今後の償還予定額

種類
1年以内
（千円）

1年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債券     

　(1)国債・地方債等 ― 100,000 ― ―

　(2)社債 100,000 ―   

　(3)その他 ― ― ― ―

２．その他 ― ― ― ―

合計 100,000 100,000 ― ―
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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 金利スワップ取引を利用しております。 同左

(2）取引に対する取組方針お

よび利用目的

将来の金利変動リスクをヘッジすること

を目的として、デリバティブ取引を利用す

ることとしております。

同左

(3）取引に係るリスクの内容 金利関連のデリバティブ取引は、市場リ

スクおよび信用リスクを有しております。

当社グループは、デリバティブ取引を

ヘッジ目的で利用しているため、市場リス

クは貸借対照表に計上された借入金に係る

リスクと相殺されます。このためデリバ

ティブ取引に係る評価損益は当社の損益に

重要な影響を与えるものではありません。

また、信用度の高い金融機関を相手方と

して取引を行っており、信用リスクはほと

んどないものと判断しております。

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。

同左

①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

また金利スワップについて特例処理の

条件を充たしている場合には、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

ヘッジ手段 … 金利スワップ

ヘッジ対象 … 借入金利息

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針

当社の内部規程に基づき金利変動リ

スクをヘッジしております。

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

ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎として判定してお

ります。

同左

(4）取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引は、社内規程に基

づき稟議決裁を行い、重要性により社

長または取締役会の承認を経て、財務

部が実行しております。

同左

(5）取引の時価等に関する事

項についての補足説明

「契約額等」は名目的な契約額または計

算上の想定元本であり、当該金額がそのま

ま市場リスク量または信用リスク量を表す

ものではありません。

同左
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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、時価および評価損益

該当事項はありません。

なお、金利スワップを行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いてお

ります。

④　退職給付

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．採用している退職給

付制度の概要
退職一時金

当社および一部の連結

子会社については、社員

退職金規程に基づく退職

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
退職一時金

当社および一部の連結子

会社については、社員退職

金規程に基づく退職一時金

制度を採用しております。

２．退職給付債務に関す

る事項
退職給付債務 57,939千円

２．退職給付債務に関す

る事項
退職給付債務 57,312千円

 退職給付引当金 57,939千円  退職給付引当金 57,312千円

３．退職給付費用に関す

る事項
退職給付費用 17,031千円

３．退職給付費用に関す

る事項
退職給付費用 26,389千円

４．退職給付債務等の計

算の基礎に関する事

項

退職給付債務の算定にあたり、簡便法

（自己都合退職による要支給額を計上する

方法）を採用しております。

４．退職給付債務等の計

算の基礎に関する事

項

退職給付債務の算定にあたり、簡便法

（自己都合退職による要支給額を計上する

方法）を採用しております。
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⑤　税効果会計

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．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

（繰延税金資産）   

未払事業税 157,528 千円

子会社の繰越欠損金 250,559  

消費税等繰延額 2,249  

長期前払費用償却超過否認額 81  

退職給付引当金超過額 7,605  

貸倒引当金損金算入限度超過額 75,905  

棚卸資産評価損 12,127  

投資有価証券評価損 20,349  

その他 23,092  

繰延税金資産小計 549,499  

評価性引当額 △281,044  

繰延税金資産合計 268,455  

（繰延税金負債）   

特別償却準備金認定損 △1,159 千円

その他有価証券評価差額金 △2,207  

繰延税金負債合計 △3,366  

繰延税金資産の純額 265,088  

（繰延税金資産）   

未払事業税 256,366 千円

子会社の繰越欠損金 307,863  

消費税等繰延額 6,475  

退職給付引当金超過額 9,413  

貸倒引当金損金算入限度超過額 72,798  

棚卸資産評価損 7,039  

投資有価証券評価損 20,349  

減損損失 50,595  

仲介手数料前受金 92,199  

その他 27,010  

繰延税金資産小計 850,113  

評価性引当額 △358,899  

繰延税金資産合計 491,213  

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △4,221,777  

繰延税金負債合計 △4,221,777  

繰延税金負債の純額 △3,730,564  

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）   

欠損金子会社の未認識税務利益 0.8  

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目
0.2

 

役員賞与金損金不算入額 1.0  

評価性引当額増減 1.0  

連結調整勘定償却額 1.4  

その他 0.5  

税効果会計適用後の法人税等

の負担率
45.6 ％ 

法定実効税率 40.7％ 

（調整）   

欠損金子会社の未認識税務利益 0.4  

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目
0.1  

評価性引当額増減 0.9  

持分法による投資利益 △0.2  

連結調整勘定償却額 0.8  

その他 0.3  

税効果会計適用後の法人税等

の負担率
43.0 ％
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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）

 
不動産
分譲事業
（千円）

資産活性
化事業
（千円）

ＣＭ事業

（千円）

その他
事業

（千円）

計

（千円）

消去または
全社

（千円）

連結

（千円）

Ⅰ売上高および営業利益        

売上高        

(1)外部顧客に対する売

上高
27,374,565 22,610,268 11,104,430 6,119,822 67,209,086 ― 67,209,086

(2)セグメント間の内部

売上高または振替高
― ― ― 563,362 563,362 △563,362 ―

計 27,374,565 22,610,268 11,104,430 6,683,185 67,772,449 △563,362 67,209,086

営業費用 24,252,545 17,921,221 10,614,407 6,984,957 59,773,132 1,178,532 60,951,664

営業利益 3,122,019 4,689,047 490,022 △301,772 7,999,316 △1,741,894 6,257,421

Ⅱ資産、減価償却費

　および資本的支出
       

資産 42,214,380 18,997,153 5,211,755 4,165,770 70,589,059 9,990,474 80,579,533

減価償却費 7,898 44,616 16,524 88,523 157,563 10,975 168,539

資本的支出 10,366 18,438 22,675 242,533 294,013 13,447 307,461

（注）１．事業の性質、損益集計区分および関連資産等に照らし、事業区分を行なっております。

２．各事業の主な内容

不動産分譲事業…………中高層住宅、戸建住宅および土地・建物の販売

資産活性化事業…………投資用不動産の販売、不動産コンサルタント等

ＣＭ事業…………………中高層住宅および商業ビルの設計施工

その他事業………………不動産管理、自社所有物件および一括借上事業（サブリース）の賃貸、建設用部材等

の販売および輸出入業務等

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,588,275千円であり、その

うち主なものは、連結財務諸表提出会社の一般管理部門にかかる費用であります。

４．資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は、10,357,889千円であり、そのうち主なもの

は、連結財務諸表提出会社の預金、投資有価証券等であります。
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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）

 
不動産
分譲事業
（千円）

不動産流
動化事業
（千円）

ＣＭ事業
 
（千円）

その他
事業

（千円）

計
 

 （千円）

消去また
は全社
（千円）

連結

（千円）

Ⅰ売上高および営業利益        

売上高        

(1)外部顧客に対する

売上高
46,391,238 35,300,896 8,959,198 5,055,921 95,707,255 ― 95,707,255

(2)セグメント間の内

部売上高または振

替高

― ― 557,508 1,130,625 1,688,134 △1,688,134 ―

計 46,391,238 35,300,896 9,516,707 6,186,547 97,395,389 △1,688,134 95,707,255

営業費用 43,472,847 27,131,470 9,222,472 6,261,534 86,088,325 671,223 86,759,549

営業利益 2,918,390 8,169,425 294,235 △74,987 11,307,063 △2,359,357 8,947,706

Ⅱ 資産、減価償却費

 および資本的支出
       

資産 43,800,964 22,836,306 5,372,490 7,184,351 79,194,112 39,613,519 118,807,632

減価償却費 46,647 20,521 19,149 98,720 185,039 15,530 200,570

資本的支出 367,141 90,137 10,871 8,997 477,146 89,521 566,668

（注）１．事業の性質、損益集計区分および関連資産等に照らし、事業区分を行なっております。

２．各事業の主な内容

不動産分譲事業……………中高層住宅、戸建住宅および土地・建物の販売

不動産流動化事業…………投資用不動産の販売、不動産コンサルタント等

ＣＭ事業……………………中高層住宅および商業ビルの設計施工

その他事業…………………不動産管理、自社所有物件および一括借上事業（サブリース）の賃貸、建設用部材

等の販売および輸出入業務等

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、2,360,027千円であり、その

うち主なものは、連結財務諸表提出会社の一般管理部門にかかる費用であります。

４．資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は、40,201,550千円であり、そのうち主なもの

は、連結財務諸表提出会社の預金、投資有価証券等であります。

（注）事業区分の名称の変更

　当社事業に対し株主・投資家ならびに不動産・建設業界からよりご理解いただくため、従来使用しておりま

した「資産活性化事業」という当社独自の呼称を、一般的な呼称である「不動産流動化事業」へ改めました。

なお、名称の表示が変更となりましたが、事業区分の方法については変更しておりません。

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）

　本邦の売上高および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額

に占める割合がいずれも90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

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）

　本邦の売上高および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額

に占める割合がいずれも90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

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）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の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）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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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）

（１）親会社および法人主要株主等

　　　　　　　当連結会計年度において、該当事項はありません。

（２）役員および個人主要株主等

　　　　　　　当連結会計年度において、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）

（１）親会社および法人主要株主等

　　　　　　　当連結会計年度において、該当事項はありません。

（２）役員および個人主要株主等

 

属性 氏名 住所

資本金
または
出資金
（千円）

事業の
内容また
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 飯岡隆夫 － －
当社
代表取締役

(被所有)
直接 5.3

－ －
関係会社
株式の売却

92,285
関係会社
株式

 

－

 （注）取引条件および取引条件の決定方針等

 　　　　関係会社株式：純資産価額を基準に、売却価額を決定しております。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 74,486円99銭 154,459円87銭

１株当たり当期純利益金額 12,300円65銭 16,872円67銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

12,294円31銭 16,670円12銭

  当社は、平成16年11月19日付で普

通株式１株を５株とする株式分割を

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  　　　　

 59,296円36銭

 １株当たり当期純利益金額

 11,249円00銭

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額

 

 　　　　―─────  

（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、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)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 2,706,435 4,365,219

普通株主に帰属しない金額（千円） 60,000 91,000

　（うち利益処分による役員賞与金） (60,000) （91,000）

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,646,435 4,274,219

期中平均株式数（株） 215,146 253,322

   

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） 111 3,078

（うち、ストックオプション） (111) (2,018)

（うち、第1回無担保転換社債型新株

　予約権付社債）
(－) (1,060)
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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）

　　当社は、平成17年６月７日開催の取締役会において、

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行する

ため、商法第211条ノ３第１項第２号の規定に基づき、自

己株式を取得することおよびその具体的な取得方法につ

いて決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたし

ました。

　１. 当社は、商法第280条ノ20および商法280条ノ21の規

定に基づき、平成17年6月29日開催の第12期定時株主総会

および平成18年4月28日開催の取締役会においてストック

オプションとして新株予約権の発行を決議し、平成18年4

月28日付で当該新株予約権を発行しております。

　(1) 自己株式取得に関する取締役会の決議内容

　　①取得する株式の種類

　　　当社普通株式

　　②取得する株式の総数

　　　29,500株（上限）

　　③取得価額の総額

　　　5,605百万円（上限）

　　④取得の方法

　　　東京証券取引所の立会時間外取引であるToSTNeT-2(終

値取引）による取得

　(2)　取得日

　　　平成17年６月８日

　(3)　その他

上記ToSTNeT-2による取得の結果、当社普通株式28,300

株（取得価額5,377,000,000円）を取得いたしました。

 

また、当社の連結子会社である㈱ゼファー不動産投資

顧問は、平成17年６月８日開催の取締役会において当社

株式を取得することを決議し、同日付けで当社株式を取

得いたしました。

(1) 取得した株式の種類

　　　当社普通株式

(2) 取得した株式の総数

　　　7,000株

(3) 取得価額の総額

　　 1,330,000,000円

　(4) 取得の方法

　　 市場外での相対取引による取得

　(5) 取得日

　　 平成17年６月８日

なお、当社主要株主でありました㈱加ト吉は平成17年

６月８日付けで当社全株式を売却しております。

(1) 発行した新株予約権の数

4,435個

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類および数

当社普通株式4,435株

(3) 新株予約権の発行価額

無償

(4) 新株予約権の行使時の払込金額

371,000円

(5) 新株予約権の行使による株式を発行する場合の株式の

発行価格および資本組入額

発行価格

371,000円

　　資本組入額

185,500円

(6) 新株予約権の行使期間

平成19年6月30日から平成24年6月29日まで

(7) 新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社

または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地

位にあることを要す。ただし、任期満了による退任およ

び定年退職の場合(会社の事前の承認なくして、同業他

社または同業他社の提携企業への就職ならびに会社と同

一または類似する事業の経営を行う場合を除く。)、そ

の他取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限

りでない。

②上記の他、新株予約権の行使の制限その他に関して定

めるものとする。

 

２. 当社は、当社の連結子会社である㈱メタルフィットの

株式をナイス㈱に譲渡する旨の株式売買契約書を、平成18

年５月１日付けで締結いたしました。

 (1) 株式譲渡の理由

 当社のグループ事業戦略の一環として譲渡を決定したも

　のです。

 (2) 売却する相手先の名称

 ナイス株式会社

 (3) 売却時期

 平成18年５月31日（予定）
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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）

(4) 売却する子会社の名称および事業内容

 商号　　株式会社メタルフィット

 事業内容

木材・建材および建築用部材の販売および輸出入業務・研

究開発業務

(5) 売却する株式数、売却価額、売却損益および売却後の

持分比率

 売却株数　　1,634,000株　　

 売却価額　　400,084千円

 売却損益　　未定

 異動前持分比率　　80.02%

 異動後持分比率       ―%
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５．生産、受注および販売の状況
(1）生産実績

該当事項はありません。

(2）売上高および引渡戸数

当連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

事業部門
会計上の
セグメント

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計

不動産

分譲事業

不動産

分譲事業

（千円） 4,193,696 10,816,476 2,786,823 28,594,241 46,391,238

マンション（戸） (162) (378) (82) (723) (1,345)

戸建（戸） － － (2) (4) (6)

土地（区画） (3) (29) (16) (148) (196)

不動産

流動化事業

（不動産売却）

不動産

流動化事業

（千円） 8,271,358 3,255,305 659,840 17,623,279 29,809,782

一棟（棟） (2) (5) (2) (10) (19)

土地（区画） － － (1) (5) (6)

不動産

流動化事業

（賃料収入）

不動産

流動化事業
（千円） 97,810 36,322 94,808 85,656 314,598

不動産

流動化事業

（その他）

不動産

流動化事業
（千円） 871,160 438,857 1,305,347 2,561,149 5,176,514

ＣＭ事業 ＣＭ事業 （千円） 249,040 3,709,814 1,894,301 3,106,043 8,959,198

その他事業（賃

料）

その他

事業
（千円） 83,707 81,521 83,172 82,215 330,617

その他事業（管

理受託）

その他

事業
（千円） 34,199 38,857 47,753 59,280 180,090

その他事業（販

売受託）

その他

事業
（千円） 4,396 150 18,497 22,678 45,722

その他事業（そ

の他）

その他

事業
（千円） 1,019,610 832,663 1,291,510 1,355,707 4,499,491

合計

（千円） 14,824,979 19,209,967 8,182,055 53,490,252 95,707,255

マンション（戸） (162) (378) (82) (723) (1,345)

戸建（戸） － － (2) (4) (6)

一棟（棟） (2) (5) (2) (10) (19)

土地（区画） (3) (29) (17) (153) (202)

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．（　）は引渡戸数を記載しております。

３．共同事業物件の戸数表示については、事業比率に応じた記載としております。

４. セグメント間の取引については相殺消去しております。 
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(3）受注および契約の状況

①　不動産販売における契約残高の状況

当連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

事業部門 期首残高
契約高

（②の合計）
不動産販売高 契約残高

不動産分譲事業

（千円） 13,591,653 68,366,474 46,083,615 35,874,511

マンション（戸） (447) (2,037) (1,345) (1,139)

戸建（戸） － (6) (6) －

土地（区画） － (197) (196) (1)

不動産流動化事業

（不動産売却）

（千円） － 29,809,782 29,809,782 －

一棟（棟） － (19) (19) －

土地（区画） － (6) (6) －

合計

（千円） 13,591,653 98,176,257 75,893,398 35,874,511

マンション（戸） (447) (2,037) (1,345) (1,139)

戸建（戸） － (6) (6) －

一棟（棟） － (19) (19) －

土地（区画） － (203) (202) (1)

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．（　）は契約戸数および引渡戸数を記載しております。

        ３．共同事業物件の戸数表示については、事業比率に応じた記載としております。

        ４. セグメント間の取引については相殺消去しております。 

 

②　不動産販売における契約高の状況

当連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

事業部門 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計

不動産分譲事業

（千円） 16,982,095 16,591,332 11,170,319 23,622,728 68,366,474

マンション（戸） (560) (580) (338) (559) (2,037)

戸建（戸） － (1) (3) (2) (6)

土地（区画） (5) (38) (7) (147) (197)

不動産流動化事業

（不動産売却）

（千円） 9,583,663 2,566,199 254,445 17,405,476 29,809,782

一棟（棟） (5) (4) － (10) (19)

土地（区画） － － (2) (4) (6)

合計

（千円） 26,565,758 19,157,531 11,424,764 41,028,205 98,176,257

マンション（戸） (560) (580) (338) (559) (2,037)

戸建（戸） － (1) (3) (2) (6)

一棟（棟） (5) (4) － (10) (19)

土地（区画） (5) (38) (9) (151) (203)

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．（　）は契約戸数を記載しております。

        ３．共同事業物件の戸数表示については、事業比率に応じた記載としております。

 　　　 ４. セグメント間の取引については相殺消去しております。 
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③　ＣＭ事業における受注残高の状況

当連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

事業部門 期首残高（千円）
受注高（千円）
（④の合計）

完成工事高（千円） 受注残高（千円）

ＣＭ事業 22,156,153 9,648,316 8,959,198 22,845,271

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 　　 ２. セグメント間の取引については相殺消去しております。 

④　ＣＭ事業における受注高の状況

当連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

事業部門 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計

ＣＭ事業（千円） 457,458 3,426,615 603,562 5,160,682 9,648,316

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 　　　 ２. セグメント間の取引については相殺消去しております。 
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(4）在庫の状況（実績）

当連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

不動産分譲事業

販売用

不動産残高
（千円） 7,194,351 7,914,709 6,150,336 2,289,457

 販売用

不動産戸数

マンション（戸）

 戸建（戸）

 土地（区画）

(267)

(4)

(16)

(324)

(4)

(7)

(258)

(2)

(3)

(101)

(2)

－

うち

契約済残高 

（千円） 916,401 1,612,432 1,377,146 448,675

うち

契約済戸数

マンション（戸）

戸建（戸）

土地（区画）

(35)

－

(1)

(67)

(1)

(3)

(55)

(2)

(2)

(19)

－

－

不動産流動化事業

（不動産売却）

販売用

不動産残高
（千円） － － － －

販売用

不動産戸数

マンション（戸）

一棟（棟）

－

－

－

－

－

－

－

－

うち

契約済残高
（千円） － － － －

うち

契約済戸数

マンション（戸）

一棟（棟）

－

－

－

－

－

－

－

－

合計

販売用

不動産残高
（千円） 7,194,351 7,194,709 6,150,336 2,289,457

販売用

不動産戸数

マンション（戸）

戸建（戸）

一棟（棟）

土地（区画）

(267)

(4)

－

(16)

(324)

(4)

－

(7)

(258)

(2)

－

(3)

(101)

(2)

－

 

うち

契約済残高
（千円） 916,401 1,612,432 1,377,146 448,675

うち

契約済戸数

マンション（戸）

戸建（戸）

一棟（棟）

土地（区画）

(35)

－

－

(1)

(67)

(1)

－

(3)

(55)

(2)

－

(2)

(19)

－

－

－

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．（　）は契約戸数を記載しております。

        ３．共同事業物件の戸数表示については、事業比率に応じた記載としております。

        ４. セグメント間の取引については相殺消去しております。 
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