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１．18年３月中間期の連結業績（平成17年10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 ％
1 8年3月中間期 3,533 （ △10.7 ） 957 （ 0.9 ） 623 （ △22.2 ）

1 7年3月中間期 3,956 （ 3.0 ） 949 （ 52.1 ） 800 （ 40.2 ）

1 7 年 9 月 期 5,883  1,340 970  
  

 中間（当期）純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり
中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

 百万円 ％ 円 銭 円 銭
1 8 年 3月中 間期 333 （ △21.5 ） 3,161.84 3,059.83 

1 7 年 3 月中 間期 425 （ 46.6 ） 276,540.25 － 

1 7 年 9 月 期 546    17,362.39 17,240.26  

（注）１．持分法投資損益 18年3月中間期 －百万円  17年3月中間期 －百万円 17年9月期 －百万円 
   ２．期中平均株式数（連結） 18年3月中間期  105,550株  17年3月中間期 1,537株 17年9月期 31,479株 
   ３．会計処理の方法の変更  無 
   ４．売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であり

ます。 
   ５．平成17年５月６日付で、１株を20株に株式分割を行っております。また、平成17年11月18日付で、１株を３

株に株式分割を行っております。 

(2) 連結財政状態              （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。 

 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
1 8年3月中間期 36,667 8,075 22.0 69,347.99 
1 7年3月中間期 17,709 1,383 7.8 893,216.68 
1 7 年 9 月 期 20,535 2,486 12.1 72,124.45 

(注) 期末発行済株式数（連結） 18年3月中間期 116,444株 17年3月中間期 1,549株 17年9月期 34,480株 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況       （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。 

 
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月中間期 △9,232 △917 15,251 8,192 

1 7年3月中間期 △4,429 △180 5,101 2,251 

1 7 年 9 月 期 △7,171 180 8,323 3,091 

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

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結(新規)   －社  (除外)  －社      持分法(新規)  －社  (除外)  －社 

２．18年９月期の連結業績予想（平成17年10月1日～平成18年9月30日） 

 売  上  高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 10,240 2,720 1,496 

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）13,479円36銭（※期中平均株式数を111,026株として算定しております。） 
※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん
でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

  なお、上記予想に関する事項は添付資料の6ページを参照して下さい。
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１．企 業 集 団 の 状 況 

 
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、平成18年3月31日現在、当社及び連結子会社1社により構成されており

ます。（なお、当社は当該連結子会社を平成18年4月1日付にて吸収合併しております。） 

「美しく安全で長期にわたり社会を支える街づくり」を事業運営の理念に、「都市にヨーロッパの光と風」をデザ

インコンセプトに据えて、不動産に係る開発、売買、賃貸、建設、設計・施工監理及びこれらに関する調査・企画

ならびにコンサルティングを主たる業務として、以下のとおり、デザインクリエイティブ事業、インカムマネジメ

ント事業、グロースインベストメント事業、ニューデベロップメント事業を展開しております。 

（1）デザインクリエイティブ事業（コンサルティング、設計監理、建築事業） 

 不動産所有者に対し、当社グループ創業からのノウハウを提供し不動産の有効活用をサポートするコンサル

ティング事業、当社設計部隊による建物のディテールまでこだわったものづくりを実践している設計監理事業

及び建築事業からなります。 

 効率的で機能的な建物をつくることを大原則としつつ、美しさと豊かな感性のコラボレーションで、建物の

ディテールまでこだわることにより、深みのある建物を創造し、安全で美しい街づくりを実現することにより、

社会に貢献しております。 

 また、当事業のノウハウを他の事業に注入し、各事業のプロフィットにも貢献しております。 

（2）インカムマネジメント事業（不動産賃貸事業、アセットマネジメント業務受託事業） 

 当社グループにおける収益の安定的基盤を支える不動産賃貸事業及びアセットマネジメント業務受託事業で

あります。 

 不動産所有者の方には、安定した収益と所有する誇りをお持ちいただけるように、また居住者の方にはお住

まいいただくことに、利用者の方にはご利用いただくことに、それぞれ満足を享受していただけるように、共

用部にゆとりのある空間を提供するなど、ホスピタリティ「おもてなしの心」を持って、賃貸業務や建物管理

業務等の提供を行っております。 

（3）グロースインベストメント事業（オフィスビル・商業施設及び不動産関連資産への投資事業） 

 当社グループにおける収益の大きな柱である事業用不動産及び不動産関連資産への投資事業であります。 

 オフィスビル、商業施設などの既存建物を取得して、長年培ったリニューアル及びリフォームのノウハウを

活かし、合理的なコストで美しく快適な建物にリビルドし、建物の持つバリューの 大化を目指す事業方式に

加え、新規に用地を取得しオフィスビル・商業施設を提供する開発型の事業方式を推進しております。 

（4）ニューデベロップメント事業（マンション・戸建等の開発販売事業） 

 グロースインベストメント事業に加えて、当社グループにおける更なる柱となるマンション・戸建等の開発

販売事業であります。 

 デザインクリエイティブ事業での約１００棟もの供給実績を活かし、マンションでは「ラナイヘリテイジ」

シリーズ、戸建では「ハオス」シリーズを中心に美しく堅牢な２１世紀のスタンダードとなる住宅開発を行い、

一般顧客向けの分譲及び投資家向けの一棟売り等の販売手法にて事業展開を行っております。 
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 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
  

 

 

［事業系統図］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社グループ

当社

コンサル・設計、建築工事受注
デザインクリエイティブ事業

インカムマネジメント事業

アセットマネジメント業務受託 賃貸

不動産購入 賃貸

不動産購入
グロースインベストメント事業

　販売

土地購入
ニューデベロップメント事業 分譲・販売

株式会社インタープラネット（連結子会社）

インカムマネジメント事業

（自己所有）

グロースインベストメント事業

不
動
産
所
有
者

投
資
家
・
購
入
者

（他人所有）

（自己所有）

テ
ナ
ン
ト
・
入
居
者

 (注)２．

 (注)２．

 (注)１．

（注）１．グロースインベストメント事業では、不動産購入から販売までの間に、賃貸収益を享受する場合があり

ます。 

   ２．取引先との取引は当社と同様であります。 

   ３．各事業におけるリニューアル工事や新築工事、また賃貸・売買仲介などの業務は、施工会社や仲介会社

などへ外注しております。 

   ４．株式会社インタープラネットを平成18年4月1日付にて吸収合併しております。 

 

［関係会社の状況］ 

名称 住所 
資本金 
(百万円)

主要な事業の内容 
議決権の 
所有割合 
(％) 

関係内容 

（連結子会社）     

株式会社インタープラネット 東京都中央区 30

インカムマネジメント
事業及び 
グロースインベストメ
ント事業 

100 役員兼任4名 

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

    ２．株式会社インタープラネットを平成18年4月1日付にて吸収合併しております。 
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２．経  営  方  針 

 
（1）経営の基本方針 

当社グループは、「①成熟社会に向かう我が国に、美しい街・美しい建物、そして安心の生活を提供する。②

良い商品・良いサービスをつくり続けることにより顧客との信頼関係の継続と増幅を獲得する。③伝統と知性を

融合した美しいデザインの建物を提供し社会に貢献する。」を経営理念とし、「①業界の想念にとらわれない本

質的な情報を収集・分析する。②長期にわたり高い収益が見込める事業を選択し、経営資源を集中する。③基本

戦略を立て、ことに当たっては常に的確な戦術をもって行う。④信念をもって計画をたて、社会の変化には素早

く対応する。⑤常に変革を考える。」を社員の行動規範として、主力事業であるグロースインベストメント事業

を中心に高品質・高付加価値な不動産事業を展開しております。 

 

（2）利益配分に関する基本方針 

当社グループは、安定的・継続的な配当政策をとることで株主に対する長期的な利益還元を行うことを経営の

重要目標の１つとして位置付けております。 

急速に変化する市場構造に的確に対応し競争力と収益力を強化させるために積極的な先行投資をはかるととも

に、経営の効率化を通じ経営基盤の安定的確保を目指しております。かかる方針のもと、中長期的な事業計画に

基づき、再投資のための内部資金の確保を念頭におきながら、業績、財政状態及び配当性向等を総合的に勘案し

検討することとしております。 

 

（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、株式の流動性の向上や株主数の増加を図るうえで、投資単位の引下げを資本政策上の重要な

施策として認識しております。こうした認識の下、平成17年11月18日に1株につき3株の株式分割を行いましたが、

今後とも株価動向等を総合的に勘案しながら引き続き検討してまいります。 

 

（4）目標とする経営指標 

当社グループは、株主価値の持続的な向上を重要な経営課題と位置付け、株主資本利益率（ROE）等の指標を参

考としながら経営を行っております。 

  

（5）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループを取り巻く環境は、金融機関を中心とした不良債権処理、減損会計の導入による資産リストラの

進展を背景に不動産投資市場が拡大し、金融商品として位置付けられた不動産に注目が集められております。こ

のような環境下において、当社グループの専門性および創造性を発揮しながら、積極的な姿勢でグロースインベ

ストメント事業に取り組んでまいります。 

また、住宅分譲開発市場は長期に亘り高水準の供給状態が続いており、用地取得における競争が激化している

状況にあります。そのような環境下において、当社グループは引き続き慎重な姿勢を崩さず、近い将来の当社グ

ループの第二の柱とすべく、マーケットの変化を注視しながらニューデベロップメント事業を積極化し始める時

期を探っていく所存です。 
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（6）会社の対処すべき課題 

不動産投資市場が活況を呈するに伴い、投資適格不動産の価格は上昇傾向にあり、金利上昇懸念が高まる中に

おいても不動産投資利回りは低下傾向にあります。しかし、不動産の金融商品としての位置付けの確立などに基

づき、当該市場の中長期的な拡大基調は続くものと予想されることより、不動産取得に対する積極的姿勢は崩さ

ないものの、これまで以上に慎重に且つ厳選のうえ取得活動にあたることといたします。また、建物を新築する

開発型投資事業や既存建物をリニューアルするバリューアップ型投資事業において、当社の強みである匠の技を

活かしたデザイン力に一層の磨きをかけ、他社との差別化を図ってまいります。 

また、将来の事業環境の変化に向けた布石を打っておく為、不動産投資信託(リート)の組成についても不動産

投資市場の動向を注視しながら検討を継続してまいります。 

なお、連結子会社である株式会社インタープラネットは、オフィスビルと商業施設を保有し賃貸事業を行って

おりましたが、今後予想される事業環境下においては、当社の主力事業であるグロースインベストメント事業に

おける物件収益力の強化を図るために当該事業のきめ細かな管理ノウハウを活かすことが得策と判断されること

より、これまでの検討に基づき、同社を平成18年４月１日付けで吸収合併いたしております。 

 

（7）その他、経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

 

３．経営成績及び財政状態 

 
（1）経営成績 

a．当中間期の概況 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績の改善や設備投資の増加に加え個人消費にも増加傾向が見

られるなどデフレ経済脱却の進展が見え始めており、全般的に景気の回復が続きました。 

 当社グループの属する不動産業界においては、金融機関の不良債権の 終処理や好調な企業業績を背景として不

動産取引が活発化し、地価の下げ止まりは全国的に広がり始めました。特に不動産投資市場においては、恒常化す

る運用難等を背景として、上場不動産投資法人（リート）や不動産私募ファンドのほか、年金基金や生損保などの

機関投資家が不動産への投資を活発化させており、投資用収益不動産需要は更に拡大を見せてまいりました。 

 このような事業環境下、当社グループは創業以来変わらない「美しく安全で長期にわたり社会を支える街創り」

を事業運営の理念として、また「都市にヨーロッパの光と風」をデザインコンセプトに据えて、主にグロースイン

ベストメント事業（オフィスビル・商業施設等への投資事業）を引き続き拡大させ、積極的に当該事業用不動産の

取得を行うと共に、取得済不動産に対して建物の建築やリニューアル等による価値創造を行ってまいりました。 

 以上の結果、当中間連結会計年度の営業成績としては、売上高は3,533百万円（前年同期比10.7%減）、経常利益

は623百万円（同22.2%減）、中間純利益は333百万円（同21.5%減）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。 

［デザインクリエイティブ事業］ 

 当中間期は、新規受注工事（オフィスビルリニューアル工事）の完成により、売上高762百万円（前年同期比

33.4%減）、営業利益158百万円（同47.3%増）となりました。 

［インカムマネジメント事業］ 

 当中間期は、リーシング業務の強化により既存物件の稼働率の改善を図った結果、売上高751百万円（前年同

期比2.9%減）営業利益108百万円（同1.3%減）となりました。 

［グロースインベストメント事業］ 

 当中間期は、事業用不動産等の売却により、売上高1,544百万円（前年同期比15.4%減）、営業利益609百万円

（同24.9%減）となりました。 

［ニューデベロップメント事業］ 

 当中間期は、一戸建て等の売却により、売上高474百万円（前年同期比124.7%増）、営業利益80百万円（前年

同期は営業損失80百万円）となりました。 
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b．通期の見通し 

 今後の経済情勢につきましては、原油価格の高騰や米国及び中国経済の動向等の懸念要因はありますが、引き続

き着実な回復が見込まれるものと考えます。また、当社グループの属する不動産業界においても、特に不動産投資

市場は引き続き堅調に推移することが予想されます。 

 このような事業環境下、当社グループは引き続きグロースインベストメント事業に注力し、更なる成長を図って

まいる所存であり、今後の業績も順調に推移することを予想しております。 

 以上により、通期の業績につきましては、売上高10,240百万円（前期比75.1%増）、経常利益2,720百万円（同

180.4%増）、当期純利益1,496百万円（同173.8%増）を見込んでおります。 

 

（2）財政状態  
a．中間連結貸借対照表 

 総資産は、前連結会計年度末の20,535百万円から36,667百万円と16,132百万円増加しました。これは主に、現金

及び預金の増加5,190百万円、来期以降のグロースインベストメント事業用を中心とした販売用不動産の積み上げ

によるたな卸資産の増加9,989百万円などによります。 

 負債は、前連結会計年度末の18,048百万円から28,592百万円と10,544百万円増加しました。主な要因は、上記不

動産取得のための資金調達により、有利子負債（借入金及び社債）が16,186百万円から26,234百万円と10,047百万

円増加したためであります。 

 株主資本は、前連結会計年度末の2,486百万円から8,075百万円と5,588百万円増加しました。これは、公募増資

による資本金及び資本剰余金の増加5,354百万円と中間純利益333百万円計上にともなう利益剰余金の増加233百万

円によります。 

 

b．中間連結キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、販売用不動産取得等によるたな卸資産の増加9,989

百万円及び長期借入金の返済1,027百万円などの支出があったものの、税金等調整前中間純利益623百万円、金融機

関からの長期借入れ6,625百万円及び社債発行1,074百万円などの収入により、期首より5,100百万円増加し、8,192

百万円となりました。 

 当中間連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、9,232百万円の支出超過（前年同期は4,429百万円の支出超過）となり

ました。これは主に、収入項目としては税金等調整前中間純利益623百万円などがあったものの、支出項目とし

てたな卸資産の増加9,989百万円、法人税等の支払額339百万円などがあったことによります。 

 

（投資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・フローは、917百万円の支出超過（前年同期は180百万円の支出超過）となりまし

た。これは主に、匿名組合出資金の払込による支出740百万円、その他投資の取得78百万円及び定期預金の増加

90百万円によります。 

 

（財務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・フローは、15,251百万円の収入超過（前年同期は5,101百万円の収入超過）とな

りました。これは、長期借入金の返済1,027百万円、社債の償還218百万円及び配当金98百万円などの支出があっ

たものの、金融機関からの長期借入れ6,625百万円、短期借入金の増加3,569百万円、新株発行5,327百万円及び

社債発行1,074百万円（いずれも諸費用控除後）などの収入があったためであります。 
 

 

－  － 
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ｃ．キャッシュ・フロー指標のトレンド 

平成16年9月期 平成17年9月期 平成18年9月期  

中間 通期 中間 通期 中間 

自己資本比率(%) 10.5 8.6 7.8 12.1 22.0

時価ベースの自己資本比率(%) － － － 77.6 137.8

債務償還年数(年) － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) － － － － －

（注）１．指標の算出方法 

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 ： 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 ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

２．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

４．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ･フロー計算書に計上されているキャッシュ・フローを利

用しております。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全

ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の

支払額を利用しております。 

５．平成17年3月中間期以前においては、当社株式は非上場であるため、時価ベースの自己資本比率は算出

しておりません。また、各期において、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年

数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは算出しておりません。 

 

－  － 
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４．中間連結財務諸表等 

(1）中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金   2,301,615 8,332,603  3,141,702

２．営業未収入金   545,979 36,525  29,858

３．たな卸資産 ※１  10,553,166 23,297,596  13,308,384

４．その他   231,959 512,614  366,574

貸倒引当金   △1,933 △127  △466

流動資産合計   13,630,787 77.0 32,179,212 87.8  16,846,053 82.0

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※２   

(1）建物及び構築物 ※１ 1,110,010 1,028,128   1,047,778   

(2）土地 ※１ 1,453,865 1,418,427   1,418,427   

(3）その他  22,990 18,674   20,194   

有形固定資産合計   2,586,867 14.6 2,465,230 6.7  2,486,400 12.1

２．無形固定資産   318,920 1.8 322,524 0.9  320,115 1.6

３．投資その他の資産   1,172,622 6.6 1,700,752 4.6  882,625 4.3

固定資産合計   4,078,410 23.0 4,488,507 12.2  3,689,141 18.0

資産合計   17,709,197 100.0 36,667,719 100.0  20,535,194 100.0

           

 

－  － 
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前中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．営業未払金   730,861 83,872  12,286

２．短期借入金 ※１  1,129,000 5,237,000  1,668,000

３．１年以内返済予定 
長期借入金 

※１  547,066 2,351,102  785,297

４．１年以内償還予定 
社債 

※１  297,000 725,000  297,000

５．未払法人税等   393,425 300,596  351,994

６．賞与引当金   9,036 11,933  12,130

７．その他   414,311 709,654  493,234

流動負債合計   3,520,702 19.9 9,419,157 25.7  3,619,944 17.6

Ⅱ 固定負債    

１．社債 ※１  1,763,000 2,138,000  1,684,500

２．長期借入金 ※１  10,194,000 15,782,926  11,751,333

３．退職給付引当金   5,394 7,279  6,292

４．受入敷金保証金   834,503 1,242,367  980,581

５．その他   8,003 2,829  5,691

固定負債合計   12,804,902 72.3 19,173,404 52.3  14,428,399 70.3

負債合計   16,325,604 92.2 28,592,562 78.0  18,048,343 87.9

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   114,700 0.6 3,193,614 8.7  516,325 2.5

Ⅱ 資本剰余金   66,200 0.4 3,323,601 9.1  646,325 3.1

Ⅲ 利益剰余金   1,202,692 6.8 1,557,941 4.2  1,324,201 6.5

資本合計   1,383,592 7.8 8,075,157 22.0  2,486,851 12.1

負債及び資本合計   17,709,197 100.0 36,667,719 100.0  20,535,194 100.0

           

－  － 
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(2）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   3,956,214 100.0 3,533,251 100.0  5,883,549 100.0

Ⅱ 売上原価   2,717,276 68.7 2,211,364 62.6  3,919,534 66.6

売上総利益   1,238,938 31.3 1,321,887 37.4  1,964,014 34.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  289,915 7.3 364,732 10.3  623,151 10.6

営業利益   949,022 24.0 957,155 27.1  1,340,863 22.8

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  467 144 168 

２．受取配当金  175 －  1,315   

３．デリバティブ評価益  － 2,862  －   

４．その他  787 1,430 0.0 1,088 4,094 0.1 1,613 3,098 0.1

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  110,002 177,172 240,092 

２．新株発行費  － 27,048   16,748   

３．社債発行費  11,855 25,481   11,855   

４．調達手数料  16,312 87,856   64,654   

５．その他  11,420 149,590 3.8 20,384 337,943 9.6 24,051 373,548 6.4

経常利益   800,863 20.2 623,305 17.6  970,413 16.5

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※２ － － 1,347 

２．貸倒引当金戻入益  － － － 338 338 0.0 191 1,539 0.0

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※３ 220 －   532 

２．固定資産除却損 ※４ － 220 0.0 － － － 40 573 0.0

税金等調整前中間 
（当期）純利益 

  800,642 20.2 623,644 17.6  971,379 16.5

法人税、住民税及び 
事業税 

 388,004 288,579   436,014   

法人税等調整額  △12,404 375,600 9.5 1,332 289,912 8.2 △11,186 424,828 7.2

中間（当期）純利益   425,042 10.7 333,732 9.4  546,550 9.3

    

 

－  － 
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(3）中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高  63,625 646,325  63,625

Ⅱ 資本剰余金増加高    

1. 増資による新株発行  2,575 2,575 2,677,276 2,677,276 582,700 582,700

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期末）残
高  66,200 3,323,601  646,325

   

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  792,890 1,324,201  792,890

Ⅱ 利益剰余金増加高    

1. 中間（当期）純利益  425,042 425,042 333,732 333,732 546,550 546,550

Ⅲ 利益剰余金減少高    

1. 配当金  15,240 15,240 99,992 99,992 15,240 15,240

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残
高  1,202,692 1,557,941  1,324,201

      

 

－  － 
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日
至 平成17年３月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） （自 平成16年10月１日

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 

至 平成17年９月30日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

 税金等調整前中間（当期）純利益  800,642 623,644 971,379

 減価償却費  28,737 26,965 57,096

 貸倒引当金の増減額（減少：△）  1,275 △338 △191

 賞与引当金の増減額（減少：△）  731 △197 3,825

 退職給付引当金の増減額（減少：△）  897 987 1,795

 受取利息及び受取配当金  △642 △144 △1,484

 支払利息  110,002 177,172 240,092

 固定資産売却益  － － △1,347

 固定資産除却損  － － 40

 固定資産売却損  220 － 532

 売上債権の増減額（増加：△）  △438,852 △6,666 77,268

 たな卸資産の増減額（増加：△）  △5,199,796 △9,989,212 △7,955,014

 仕入債務の増減額（減少：△）  636,608 71,586 △81,967

 その他  △74,591 383,542 23,708

 小計  △4,134,767 △8,712,662 △6,664,265

 利息及び配当金の受取額  642 144 1,484

 利息の支払額  △102,828 △180,207 △232,298

 法人税等の支払額  △192,467 △339,978 △276,487

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △4,429,420 △9,232,704 △7,171,566

－  － 
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前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日
至 平成17年３月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） （自 平成16年10月１日

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 

至 平成17年９月30日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

 定期預金の純増減額（増加：△）  △3 △90,003 △6

 有形固定資産の取得による支出  △10,490 △5,443 △18,222

 有形固定資産の売却による収入  11 － 81,149

 無形固定資産の取得による支出  － △2,760 △1,500

 有価証券の償還による収入  － 2,000 －

 投資有価証券の取得による支出  － △3,000 －

 匿名組合出資金の払込による支出  △374,488 △740,000 △374,488

 匿名組合出資金の払戻による収入  337,250 － 513,527

 その他投資の取得による支出  △132,290 △78,282 △20,227

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △180,011 △917,489 180,231

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：△）  △882,000 3,569,000 △343,000

 長期借入れによる収入  7,571,000 6,625,000 9,646,000

 長期借入金の返済による支出  △2,184,421 △1,027,602 △2,463,857

 社債の発行による収入  638,145 1,074,518 638,145

 社債の償還による支出  △30,000 △218,500 △108,500

 新株発行による収入  4,078 5,327,517 970,001

 配当金の支払額  △15,240 △98,842 △15,240

 財務活動によるキャッシュ・フロー  5,101,562 15,251,091 8,323,548

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  492,130 5,100,897 1,332,214

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,759,475 3,091,689 1,759,475

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高 
 

2,251,605 8,192,587 3,091,689

     

 

－  － 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数    １社 同 左 同 左 

 連結子会社の名称   

 株式会社インタープラネッ

ト 

  

２．持分法の適用に関する事項  該当事項はありません。 同 左 同 左 

３．連結子会社の中間決算日（決

算日）等に関する事項 

 連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致し

ております。 

同 左  連結子会社の決算日は連結

決算日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する事項    

① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 (1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 満期保有目的債券 満期保有目的債券 満期保有目的債券 

 償却原価法 同 左 同 左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価の無いもの 時価の無いもの 時価の無いもの 

 移動平均法による原

価法 

同 左 

 

 なお、投資事業有限責任

組合及びこれに類する組合

への出資(証券取引法第２条

第２項により有価証券とみ

なされるもの)については、

匿名組合の財産の持分相当

額を「投資有価証券」とし

て計上しております。匿名

組合への出資時に「投資有

価証券」を計上し、匿名組

合の営業により獲得した損

益の持分相当額について

は、「営業損益」に計上す

るとともに同額を「投資有

価証券」に加減し、営業者

からの出資金（営業により

獲得した損益の持分相当額

を含む）の払い戻しについ

ては、「投資有価証券」を

減額しております。 

 

同 左 

 ② デリバティブ ② デリバティブ ② デリバティブ 

 時価法 同 左 同 左 

 ③ たな卸資産 ② たな卸資産 ② たな卸資産 

 販売用不動産、仕掛販売

用不動産及び建築事業等

支出金 

販売用不動産、仕掛販売

用不動産及び建築事業等

支出金 

販売用不動産、仕掛販売

用不動産及び建築事業等

支出金 

 個別法による原価法 同 左 同 左 

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 (2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 定率法。 同 左 同 左 

  但し、平成10年４月１日

以降取得した建物（建物付

属設備を除く）について

は、定額法によっておりま

す。なお、耐用年数及び残

存価額については法人税法

に規定する方法と同一の基

準によっております。 

  

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

 自社利用ソフトウェア 同 左 同 左 

  社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法 

  

 ③ 長期前払費用 ③ 長期前払費用 ③ 長期前払費用 

 定額法 同 左 同 左 

① 新株発行費 ① 新株発行費 ① 新株発行費 (3）重要な繰延資産の処理方法

 支出時に全額費用として

処理しております。 

同 左 同 左 

 ② 社債発行費 ② 社債発行費 ② 社債発行費 

  支出時に全額費用処理し

ております。 

同 左 同 左 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 (4）重要な引当金の計上基準 

 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 同 左 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支

給に備えるため、賞与支給

見込額の当中間連結会計期

間負担額を計上しておりま

す。 

同 左  従業員に対する賞与の支

給に備えるため、賞与支給

見込額の当連結会計年度負

担額を計上しております。 

 ③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 ③ 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の見

込額に基づき、当中間連結

会計期間末において発生し

ていると認められる額を計

上しております。 

同 左  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の見

込額に基づき計上しており

ます。 

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

① 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 (5）重要なヘッジ会計の処理方

法  金利スワップの特例処理

の要件を満たすものについ

ては、特例処理を採用して

おります。 

同 左 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 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワッ

プ 

ヘッジ手段…金利スワッ

プ及び金利キャップ 

ヘッジ手段…同 左 

 ヘッジ対象…借入金 ヘッジ対象…同 左 ヘッジ対象…同 左 

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

  金利リスク低減のため対

象債務の範囲内で、ヘッジ

を行っております。 

同 左 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 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

  金利スワップの特例処理

の要件を満たしている場合

は、有効性の判定を省略し

ております。 

同 左 同 左 

① 消費税等の会計処理  消費税等の会計処理  消費税等の会計処理 (6）その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）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。控除対象外消費税等に

ついては、販売費及び一般

管理費に計上しておりま

す。 

 なお、固定資産に係る控

除対象外消費税等は長期前

払費用に計上し、５年間で

均等償却しております。 

同 左 同 左 

 ② 匿名組合出資金の会計処

理 

  

  当社は匿名組合出資を

行っており、匿名組合の財

産の持分相当額を「投資有

価証券」として計上してお

ります。匿名組合の営業に

より獲得した損益の持分相

当額については、営業損益

に計上するとともに同額を

「投資有価証券」に加減

し、営業者からの出資金

（営業により獲得した損益

の持分相当額を含む）の払

戻しについては、「投資有

価証券」を減額しておりま

す。 

  

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 至 平成18年３月31日） 

５．中間連結キャッシュ・フロー

計算書（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、随時引き出し可

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。 

同 左 同 左 

 

中間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 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

（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） 

──────  当中間連結会計期間から、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計審議会 平成15年10月31日 

企業会計基準適用指針第６号）を適用して

おります。これによる損益に与える影響は

ありません。 

 当連結会計年度から、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計審議会 平成15年10月31日 企

業会計基準適用指針第６号）を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

 

追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

（外形標準課税） 

 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、当中間連結会計期間から同

実務対応報告に基づき、法人事業税の付加

価値割及び資本割5,420千円を販売費及び一

般管理費として処理しております。 

 （外形標準課税） 

──────  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

割及び資本割9,681千円を販売費及び一般管

理費として処理しております。 

 

 

－  － 

 

17

 



 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前連結会計年度末 

（平成17年９月30日） 

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 
 

たな卸資産 10,026,572千円 

建物 737,232千円 

土地 1,453,865千円 

合計 12,217,671千円 
  

 
たな卸資産 20,561,643千円

建物 992,938千円

土地 1,418,427千円

合計 22,973,009千円
  

 
たな卸資産 12,874,525千円

建物 698,364千円

土地 1,418,427千円

合計 14,991,317千円
  

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 
 

短期借入金 450,000千円 

１年以内返済予定 

長期借入金 512,362千円 

長期借入金 10,128,338千円 

合計 11,090,701千円 
  

 
短期借入金 3,459,000千円

１年以内返済予定

長期借入金 666,102千円

長期借入金 15,707,926千円

１年以内償還予定

社債 111,000千円

社債 1,184,000千円

合計 21,128,028千円
  

 
短期借入金 1,194,000千円

１年以内返済予定

長期借入金 635,297千円

長期借入金 11,601,333千円

合計 13,430,631千円
  

※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 
 

 124,909千円 
  

 
 175,939千円

  

 
 149,325千円

  

 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額 
 

役員報酬 50,910千円 

給与手当 42,368 

賞与引当金繰入額 6,905 

租税公課 62,218 
  

 
役員報酬 68,852千円

給与手当 58,681 

賞与引当金繰入額 10,535 

租税公課 79,798 

地代家賃 38,782 
  

 
役員報酬 104,400千円

給与手当 113,676 

賞与引当金繰入額 9,057 

採用費 70,476 

租税公課 98,355 
  

※２． 

────── 

※２． 

────── 

※２．固定資産売却益の内容は、次のとお

りであります。 

土地 554千円

建物 792千円

合計 1,347千円
 

※３．固定資産売却損の内容は、次のとお

りであります 

有形固定資産「その他」 220千円
 

※３． 

────── 

※３．固定資産売却損の内容は、次のとお

りであります。 

機械装置及び運搬具 220千円

有形固定資産「その他」 312千円

合計 532千円
 

※４． 

────── 

※４．固定資産除却損の内容は、次のとお

りであります。 

※４． 

────── 
     

有形固定資産「その他」 40千円
 

 

－  － 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） （平成17年９月30日現在）
 
 （千円） 

現金及び預金勘定 2,301,615 

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 △50,009 

現金及び現金同等物 2,251,605 
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 8,332,603

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 △140,016

現金及び現金同等物 8,192,587
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 3,141,702

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 △50,012

現金及び現金同等物 3,091,689
  

  

（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30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 

 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 

 リース取引の内容の重要性が乏しく、か

つ、契約１件当たりの金額が少額であるた

め、中間連結財務諸表規則第15条の規定に

従い、記載を省略しております。 

 同 左  リース取引の内容の重要性が乏しく、か

つ、契約１件当たりの金額が少額であるた

め、連結財務諸表規則第15条の３の規定に

従い、記載を省略しております。 

 
 

（有価証券関係） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

前中間連結会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前連結会計年度末 

（平成17年９月30日） 
 

中間連結貸借対照表計上額（千円） 中間連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券    

非上場社債 2,000 3,000 2,000 

(2）その他有価証券    

① 非上場株式 51,500 56,500 51,500 

② 投資事業有限責任組合

に類する組合への出資 
588,488 1,036,640 296,640 

 

－  － 
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（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年３月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

金利 スワップ取引 665,000 △8,003 △8,003 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

当中間連結会計期間末（平成18年３月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

金利 スワップ取引 630,000 △2,829 △2,829 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

金利 スワップ取引 647,500 △5,691 △5,691 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日） 

 

デザインク
リエイティ
ブ事業 
（千円） 

インカムマネ
ジメント事業
（千円） 

グロースイ
ンベストメ
ント事業
（千円） 

ニューデベ
ロップメン
ト事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高 1,143,808 774,576 1,826,492 211,337 3,956,214 － 3,956,214

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － － －

計 1,143,808 774,576 1,826,492 211,337 3,956,214 － 3,956,214

営業費用 1,036,252 664,646 1,014,275 292,017 3,007,191 － 3,007,191

営業利益（△営業損失） 107,556 109,929 812,217 △80,680 949,022 － 949,022

 （注）１．事業区分の方法 

市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主な事業内容 

 区分 主要事業 

 デザインクリエイティブ事業 コンサルティング、設計監理、建築事業 

 インカムマネジメント事業 不動産賃貸事業、アセットマネジメント業務受託事業 

 グロースインベストメント事業 オフィスビル・商業施設及び不動産関連資産への投資事業 

－  － 
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 ニューデベロップメント事業 マンション・戸建等の開発販売事業 

 

 



 

当中間連結会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日） 

 
デザインクリ
エイティブ事
業（千円） 

インカムマネ
ジメント事業

（千円） 

グロースイン
ベストメント
事業（千円）

ニューデベ
ロップメント
事業（千円）

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売
上高 

762,134 751,849 1,544,428 474,838 3,533,251 － 3,533,251

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 762,134 751,849 1,544,428 474,838 3,533,251 － 3,533,251

営業費用 603,722 643,347 934,848 394,177 2,576,096 － 2,576,096

営業利益 158,412 108,501 609,580 80,661 957,155 － 957,155

 （注）１．事業区分の方法 

市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主な事業内容 

 区分 主要事業 

 デザインクリエイティブ事業 コンサルティング、設計監理、建築事業 

 インカムマネジメント事業 不動産賃貸事業、アセットマネジメント業務受託事業 

 グロースインベストメント事業 オフィスビル・商業施設及び不動産関連資産への投資事業 

 ニューデベロップメント事業 マンション・戸建等の開発販売事業 

 

前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

 

デザインク
リエイティ
ブ事業 
（千円） 

インカムマ
ネジメント
事業 
（千円） 

グロースイ
ンベストメ
ント事業 
（千円） 

ニューデベ
ロップメン
ト事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益    

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 1,367,177 1,516,551 2,507,044 492,776 5,883,549 － 5,883,549

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － － －

計 1,367,177 1,516,551 2,507,044 492,776 5,883,549 － 5,883,549

営業費用 1,274,957 1,333,358 1,336,801 597,568 4,542,685 － 4,542,685

営業利益（△営業損失） 92,220 183,192 1,170,242 △104,791 1,340,863 － 1,340,863

 （注）１．事業区分の方法 

市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主な事業内容 

 区分 主要事業 

 デザインクリエイティブ事業 コンサルティング、設計監理、建築事業 

 インカムマネジメント事業 不動産賃貸事業、アセットマネジメント業務受託事業 

 グロースインベストメント事業 オフィスビル・商業施設及び不動産関連資産への投資事業 

－  － 

 

21

 ニューデベロップメント事業 マンション・戸建等の開発販売事業 

 

 



 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在

する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事

項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 

１株当たり純資産額 893,216.68円 

１株当たり中間純利益金額 276,540.25円 

  

 

１株当たり純資産額 69,347.99円 

１株当たり中間純利益金額 3,161.84円 

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 
3,059.83円 

  

 

１株当たり純資産額 72,124.45円 

１株当たり当期純利益金額 17,362.39円 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
17,240.26円 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、新株予約権の残高はあり

ますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭

登録もしておらず、期中平均株価の把握がで

きないため記載しておりません。 

 当社は、平成17年５月６日付で株式１株に

つき20株の株式分割を、また、平成17年11月

18日付で株式１株につき３株の株式分割を

行っております。 

 これらの株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前中間連結会計期間における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 14,886.94円 

１株当たり中間純利益金額 4,609.00円 

 なお、前中間連結会計期間の潜在株式調整

後１株当たり中間純利益金額については、新

株引受権及び新株予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録

もしておらず、期中平均株価の把握ができな

いため記載しておりません。 

 また、平成17年11月18日付の株式分割が前

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 24,041.48 

１株当たり当期純利益金額 5,787.46 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
5,746.75 

 

 当社は、平成17年５月６日付で株式１株に

つき20株の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前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 31,782.00円 

１株当たり当期純利益金額 13,481.97円 

 なお、前連結会計年度の潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額については、新株引

受権及び新株予約権の残高はありますが、当

社株式は非上場であり、かつ店頭登録もして

おらず、期中平均株価の把握ができないため

記載しておりません。 

 

－  － 
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 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 至 平成18年３月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 425,042 333,732 546,550 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 425,042 333,732 546,550 

期中平均株式数（株） 1,537 105,550 31,479 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 

   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） － 3,519 223 

（うち新株予約権） － (3,519) (223) 

 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 

 新株予約権の数   72個 

 その概要は「第４ 提出会

社の状況、１ 株式等の状

況、(2）新株予約権等の状

況」に記載のとおりでありま

す。 

― ― 

 

－  － 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

（株式の分割） 

 平成17年9月13日開催の当社取締役会決議

により、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17年11月18日付けで、普通株式1

株につき3株の割合をもって分割する。 

（1）分割により増加する株式数 

普通株式   68,960株 

（2）分割方法 

  平成17年９月30日 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1株につき3株の割合をもって分割す

る。 

２．配当起算日 

平成17年10月1日 

 当該株式分割（平成17年５月６日付け

の株式分割も含む）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株当たり情報並びに当期首に行われた

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、それぞれ以下のとお

りとなります。 

（株式の分割） 

 当社は、平成17年４月12日開催の取締役会

決議により、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17年５月６日付けで、普通株式１株

につき20株の割合をもって分割する。 

(1）分割により増加する株式数 

普通株式   29,431株 

(2）分割方法 

 平成17年５月６日 終の株主名簿に記載さ

れた株主の所有株式数を、１株につき20株の

割合をもって分割する。 

２．配当起算日 

平成17年４月１日 

 当該株式分割が当期首に行われたと仮定し

た場合の当中間連結会計期間における１株当

たり情報は、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額          44,660.83円 

１株当たり中間純利益金額    13,827.01円 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、新株予約権の残高はあり

ますが、当社株式は非上場であり、期中平均

株価の把握ができないため記載しておりませ

ん。 

（新株予約権の発行） 

 平成17年12月20日開催の当社定時株主総会

及び平成18年４月14日開催の取締役会決議に

基づき、次のようにストックオプションを目

的とする新株予約権を発行いたしました。 

新株予約権の発行日 平成18年４月14日

新株予約権の数 4,000個 

新株予約権の目的とな

る株式の種類 
普通株式 

新株予約権の目的とな

る株式の数 
4,000株 

新株予約権行使時の１

株当たり払込金額 
440,190円（注） 

新株予約権を行使す

ることができる期間 

平成19年12月21

日から平成24年

12月20日まで 

(注）新株予約権の行使時の１株当たりの

払込金額は、新株予約権を発行する日の

属する月の前月の各日のジャスダック証

券取引所における当社普通株式の普通取

引の終値の平均値に1.05を乗じた金額を

適用して決定したものです。 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

10,594.00円 24,041.48円

１株当たり当期純利

益金額 

１株当たり当期純利

益金額 

4,493.99円 5,787.46円

 なお、潜在株式調

整後１株当たり当期

純利益金額について

は、新株引受権及び

新株予約権の残高は

ありますが、当社株

式は非上場であり、

かつ店頭登録もして

おらず、期中平均株

価の把握ができない

ため記載しておりま

せん。 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

5,746.75円

  

 

－  － 
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前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 

 （ストック・オプション（新株予約権）の付

与） 

 当社は、当社の役員及び従業員の業務向上

に対する意欲や士気を一層高めるとともに、

優秀な人材を確保することを狙いとして、商

法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に

基づき、平成17年12月20日開催の当社定時株

主総会において、ストック・オプションの付

与を目的として、当社の役員及び従業員に対

し、無償で新株予約権を発行することを決議

しました。 

 当該ストック・オプション（新株予約権）

制度の概要は次のとおりであります。 

１．新株予約権の目的たる株式の種類および

数  当社普通株式4,000株を上限とする。

２．発行する新株予約権の総数 

 総数は4,000個とする。 

 なお、新株予約権１個当たりの目的たる株

式の数（以下、「付与株式数」という。）は

１株の割合で発行する。 

 ただし、新株予約権発行日以降に当社が株

式分割または株式併合を行う場合、各発行対

象者の１個当たりの新株予約権の行使により

発行される株式の数は、次の算式により調整

されるものとする。なお、かかる調整は、当

該時点においてその者が新株予約権を行使し

ていない目的たる株式の数についてのみ行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の株式につい

ては、これを切り捨てるものとする。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 

分割・併合の比率 

３．新株予約権の行使に際して払込みをなす

べき金額 各新株予約権の行使に際して払込

みをなすべき金額は、各新株予約権の行使に

より発行または移転する株式1株当たりの払

込金額（以下、「行使価額」という。）に付

与株式数を乗じた金額とする。 行使価額

は、発行日の属する前の月の各日（取引が成

立しない日を除く）におけるジャスダック証

券取引所が公表する当社普通株式の普通取引

の終値の平均値（終値のない日を除く）にお

ける1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切

り上げ）、または、発行日の終値（取引が成

立しない場合は、それに先立つ直近日の終

値）のいずれか高い金額とする。 

－  － 
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前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

  

 なお、以下の事由が生じた場合は、行使価

額をそれぞれ調整する。 

（1）当社が時価を下回る価額で当社普通株

式につき、新株を発行または当社が保有する

自己株式を移転する場合（新株予約権の行使

によるものを除く）は、次の算式により行使

価額を調整するものとする（１円未満の端数

は切り上げる）。 

     

   

新規発行

株式数 
×

１株当たり

の払込金額既発行

株式数 
＋ 

新株発行前の株価調整後

行使価額
＝

調整前 

行使価額 
× 

既発行株式数＋新規発行株式数

 上記の算式において、「既発行株式数」と

は当社の発行済株式数から当社が保有する自

己株式を控除した数とし、当社が保有する自

己株式の移転を行う場合には、「新規発行株

式数」を「移転する自己株式数」に読み替え

るものとする。 

（2）当社が当社普通株式の分割または併合

を行う場合には、次の算式により行使価額を

調整するものとし、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。 

１ 
調整後行使

価額 
＝
調整前行使

価額 
×分割・併合の

比率 

４．新株予約権の行使期間 

平成19年12月21日より平成24年12月20日まで

５．新株予約権の行使の条件 

（1）権利行使時において当社の役員または

従業員の地位にあることを要する。 

（2）新株予約権者が死亡した場合は、相続

人がこれを行使することができる。 

（3）その他の権利行使条件については取締

役会において決定するものとする。 

６．新株予約権の消却事由および条件 

（1）当社が消滅会社となる合併または当社

が完全子会社となる株式交換もしくは株式移

転が行われるときは、本新株予約権を無償で

消却することができる。 

（2）当社は、新株予約権の付与を受けた者

が、５．（1）に規定する条件に該当しなく

なったときまたは５．（2）に至ったとき

は、本新株予約権を無償で消却することがで

きる。 

－  － 
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前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 至 平成17年９月30日） 

（3）当社は、いつでも、当社が取得し保有

する未行使の新株予約権を、無償にて消却す

ることができるものとする。 
  

７．新株予約権の譲渡制限 新株予約権を譲

渡するには、取締役会の承認を要するものと

する。 

－  － 
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５．生産、受注及び販売の状況 

 
（1）生産実績 

 
該当事項はありません。 
  

（2）受注状況 

 

前中間連結会計年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年３月31日）

当中間連結会計年度 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年３月31日）

前連結会計年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日）事業の種類別セグメントの

名称 
受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

受注高 受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） （千円） 

デザインクリエイティ
ブ事業 

63,626 192,600 774,434 12,300 94,396 － 

 

（3）販売実績 
 

前中間連結会計年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年３月31日）

当中間連結会計年度 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年３月31日）

前連結会計年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日）

事業の種類別セグメントの名称 

金額（千円）
構成比 

金額（千円）
構成比 
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） （％） 

デザインクリエイティブ事業 1,143,808 28.9 762,134 21.6 1,367,177 23.2

インカムマネジメント事業 774,576 19.6 751,849 21.3 1,516,551 25.8

グロースインベストメント事業 1,826,492 46.2 1,544,428 43.7 2,507,044 42.6

ニューデベロップメント事業 211,337 5.3 474,838 13.4 492,776 8.4

合計 3,956,214 100.0 3,533,251 100.0 5,883,549 100.0

 （注）１．前中間連結会計年度及び当中間連結会計年度における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。 

（デザインクリエイティブ事業） 

前中間連結会計年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計年度 
（自 平成17年10月 1日 

－  － 
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至 平成18年３月31日） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

個人顧客 1,082,830 27.4 － － 

住友信託銀行株式会社 － － 748,000 21.2 

 

（グロースインベストメント事業） 

前中間連結会計年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計年度 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年３月31日） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

株式会社ケイアイ 1,200,000 30.3 － － 

有限会社オメガプロパティーズ 539,961 13.6 － － 

Amtec Solutions Ltd. － － 1,300,190 36.8 

 



 

（ニューデベロップメント事業） 

前中間連結会計年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計年度 
（自 平成17年10月 1日 

－  － 
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至 平成18年３月31日） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

ヴァイタルプラス株式会社 － － 405,834 11.5 

 

２． 上記金額には消費税等は含まれておりません。 
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