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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                                 (百万円未満を切捨て) 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 
１８年３月期 
１７年３月期 

百万円   ％

22,474（  11.1）
20,226（  29.3）

百万円   ％

1,444（ 67.0）
865（ 87.9）

百万円   ％

1,136（  92.6）
590（  94.6）

 
 

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

 
１８年３月期 
１７年３月期 

百万円   ％

         599（  92.5）
         311（ 124.8）

円 銭

153 08
79 71

円 銭

 － 
78  78

％ 

35.0 
24.7 

％ 

6.4 
4.6 

％

5.1
2.9

(注) 1．持分法投資損益     １８年３月期          －百万円     １７年３月期      －百万円 
   2．期中平均株式数   １８年３月期   3,913,865 株        １７年３月期 3,905,000 株 
   3．会計処理の方法の変更   有 ・ 無 
   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) 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 

 
１８年３月期 
１７年３月期 

円 銭 
15  00   
 10  00 

円 銭
－ 
－ 

円 銭
15  00  
10  00  

百万円
59 
39 

％ 
9.8 

    12.5 

％
2.9

     2.8 

(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

 
１８年３月期 
１７年３月期 

百万円 

19,954 
15,648 

百万円

2,016
1,403 

％ 

10.1 
9.0 

円  銭
509  38 
359   45 

(注) 1．期末発行済株式数 １８年３月期  3,959,000 株   １７年３月期 3,905,000 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

 
１８年３月期 
１７年３月期 

百万円 

△1,453       
△2,849       

百万円

△198      
△161      

百万円 

  3,905       
  2,913       

百万円

4,514 
2,260 

 
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  

 
中 間 期 
通  期 

百万円 

 9,968 
25,730 

百万円

    △7 
   1,200 

百万円

    △19 
      633 

円 銭

― 
― 

円 銭 

― 
15 00  

円 銭

― 
15  00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）   159 円 89 銭 
    ※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、 業績の変化等により、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４ページを参照してください。 

中間期末日及び期末日以外の日を基準日とする現金配当：無 
 ※なお、配当に関して、平成１８年６月２９日開催予定の株主総会において、会社法第 459 条第 1 項に基づき
「剰余金の配当等を取締役会が決定する」旨の定款の変更を付議する予定です。 
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１．企業集団の状況 

当社は、平成 18 年 3 月 31 日現在では親会社及び子会社は存在しておりません。 
 

２．経営方針 

 (1) 会社の経営の基本方針 

当社は「オーナーの利益第一主義」を基本理念に、“土地の有効利用を通じ、地域社会の「価

値」の創造に貢献することを経営理念として掲げております。 
そのため、土地活用の企画をはじめ、賃貸マンションの設計・施工・運営・入居斡旋・管理ま

での全ての業務を行う“総合一環システム”により、不動産事業全般へのサービスの提供を中心と

した住環境創造総合企業を目指し、さらなる業容の拡大と安定した経営を図って参ります。 
 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の１つとして認識いたしております。このため、長

期的な経営基盤の強化、地域社会への貢献、従業員への成果配分に留意しつつ、安定的な利益配当を基

本方針としております。 

 当期の配当金につきましては、過去 高の収益を達成したことから、１株当たりの配当金を、前期の

普通配当７円50銭、特別配当２円50銭から普通配当15円とすることといたしました。この結果、第16期

の配当性向は9.8％となりました。 

 なお、内部留保金は運転資金に充当し、今後の事業拡大に努めてゆく所存であります。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

    平成 14 年 2 月 1 日に１単元の株式数を 1,000 株から 100 株に変更しており、今後も当社の株

式の流通性を高め、個人投資家の拡大を図るため、投資単位に留意してまいります。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社は、安定した収益力を維持するのみならず、常に先行投資的な経費支出を行いつつ業績の

拡大を図ることを目標としております。このことを踏まえ、中期的な経営指標としては、売上高

経常利益率を５％としております。 

平成 18 年 3 月期については、売上高経常利益率が 5.1％と、この指標を達成することができま

した。 

今後、継続的にこの利益水準を維持するべく、収益力の強化に努めてまいります。 

 

  (5) 中長期的な経営戦略 

  金融市場では、若干の金利水準の上昇が予想され、構造計算書の偽装等の問題が報じられてい

るなかで、不動産への投資は、投資収益、建築物としての品質の両面で、従来より選別色が強ま

ると考えられますが、J-REIT の資産総額が数年のうちに 10 数兆円まで拡大すると見られること

や、年金資金のポートフォリオにおいて代替投資商品への配分が依然として極小であることなど

から、収益不動産への投資は、今後とも高水準で推移するものと考えております。 

このような環境のなか、当社が開発する賃貸マンションについても、関連業界から熱い視線が

注がれております。これは、当社が開発する個々の物件の企画に対する評価であるとともに、当

社の調査・企画力に対する信頼の現れであると考えております。 

また今後想定される金利の緩やかな上昇局面では、適正な利回りの賃貸マンションを開発でき

ることが差別化の 大の要因であると考えております。 

これらの点を踏まえ、当社といたしましては、さらに、物件供給の拡大に努めてまいります。

つきましては、下記の３点を重点施策として取り組んでまいります。 
① 福岡都市圏・東京圏・九州主要都市での積極的な物件開発に加え、不動産ファンドのニーズ

に対応し、名古屋市・大阪市・その他政令指定都市等での開発の強化。 
② 賃貸マンションの開発を主軸としながらも、ビジネスホテル・商業ビル等の非レジデンシャ
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ル物件の開発を手がけ、ノウハウを蓄積。 
③ 物件供給の増加に伴って増加する管理物件に対応するための、賃貸管理部門の機能充実。と

りわけ、入居募集及び機関投資家向けプロパティマネジメントの強化。 
 

(6) 会社の対処すべき課題 

① 現状の認識及び当面の対処すべき課題の内容 

わが国の景況が上昇基調に転じていることに加えて、地価動向も跛行状態にあるとは言

え全般的な基調は、下げ止まりから強含みに転じつつあります。このため、仕入物件価格

や金利水準の上昇が予想されます。また、構造計算書偽装問題の発生により、マンション

等の建築物に対する施工監理の厳正さに目が向けられております。 

また、会社法の施行や証券取引法の大幅な改正に見られるように、企業にはより一層の

コンプライアンスの拡充が求められております。 

② 対処方針 

当社は、これらの課題に取り組んでいくには、組織体制の拡充と、人材の拡充及び活性

化が必要であると考えております。 

③ 具体的な取組状況 

このため、当事業年度においては、取締役の人数を４名から７名へ拡充し、各部門の経

営責任体制の明確化と強化を図ると伴に、組織体制の見直しを行っております。これは、

営業関連部署のみならず管理部門においても内部管理体制を強化するために規程、マニュ

アルの見直しや内部監査の強化を行っております。 

また、構造計算書偽装問題に関しては、直ちに再検証を行い、その結果を速やかに開示

する等、経営リスクに対して迅速な対処を行っております。 

今後ともこうした動きを引き続き実施していくと伴に、人材育成・研修体制の強化を行

ってまいります。 

 

(7) 親会社等に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

(8) 内部管理体制の整備・運用状況 

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

管理体制の整備の状況 

当社は、少人数体制を基本とした効率的な組織運営を重視している一方で、組織内に内部牽

制の仕組みを取り込むことにより、内部管理体制を整えております。 

当社においては、業務分掌・決裁権限規程において業務部門（営業部門）と管理部門を明確

に区分し、内部牽制を図っております。また、これとは別に内部監査規程に基づき、社長室（平

成 18 年４月１日付にて経営企画室と改称）に内部監査の担当者を置き、定期的に業務監査等

を行っております。 

② 内部管理体制の充実に向けた取組みの 近１年間における実施状況 

かねてよりコンプライアンスについて、会議等で徹底を図っております。 

当期においては、対処すべき課題の項と重複いたしますが、取締役の拡充と各部門の経営責

任体制の明確化、規程、マニュアルの見直し、専任者１名を配置しての内部監査の強化等を行

っております。このほか、コンプライアンス施策の一環として、社員向けの内部通報・相談窓

口を開設いたしております。 

 

(9) 役員との間の重要な取引に関する事項等 

平成 18 年 3 月期において当社は、当社役員、当社役員黒木透の近親者及び法人主要株主との間

に賃貸不動産の管理料に係る取引がございます。また、当社役員板倉雅明との間に社宅使用料の

受入れがございます。これらの取引に関する詳細につきましては、当決算短信添付資料の関連当
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事者の項をご参照ください。 

これら関連当事者取引については、都度、取締役会にて事前に取引条件の妥当性を審議し承認

のうえ取引を行い、法令等の定めるところにより開示することとしております。また、これらの

関連当事者取引について当社は、その必要性を精査し、やむを得ない 小限度のものを除き、漸

次解消を図ってゆく所存です。 
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３．経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

① 当期の概況 

当事業年度におけるわが国経済は、輸出の増加を背景に企業の設備投資が好調に推移したこ

とに加え、個人消費も堅調に推移いたしました。また消費物価指数の上昇率が水面上に浮上す

る等、デフレ経済脱却の動きが見え始め、全般的には景気回復の動きがみられました。 
一方公示地価も、未だ下落している地点が多い一方で首都圏のみならず地方主要都市におい

て上昇に転ずる地点が増加しておりますが、こうした地価の動きの背景には、不動産投資ファ

ンドを中心とした賃貸マンション投資が少なからず影響しているものと見られております。 
 こうしたなか当社は、地盤である福岡県福岡市に加え、東京都内、鹿児島市内など広範囲に

投資対象物件の受注・開発を進めてまいりました。 
 この結果、不動産販売売上高 15,464,425 千円(前年同期比 10.9％増)、不動産管理売上高

5,373,942 千円(前年同期比 9.1％増)、建築請負事業 1,636,354 千円(前年同期比 20.3％増)と

なり、全体の売上高は 22,474,722 千円(前年同期比 11.1％増)と好調に推移いたしました。 

 また利益面では、経常利益 1,136,398 千円(前年同期比 92.6％増)、当期純利益 599,172 千

円(前年同期比 92.5％増)と前期に引き続き大幅な増益となりました。 

 

② 次期の見通し 

不動産市場は、J-REIT の累計資産残高が４兆円を越えるなど、活況を呈しております。一方

で、足元で予想される金利上昇により、機関投資家による不動産投資の動向は、より選別色の

強いものとなることが予想されます。このことは、賃貸マンションを主軸とし、工事監理にこ

だわりを持つ当社にとっての強みとなると考えております。 

個人富裕層についても、安定した賃料収入を見込める賃貸マンションへの投資への関心は強

いものがあります。 

このような環境の下、不動産販売事業は、当事業年度までに着工した東京都江東区の超高層

賃貸マンションや名古屋市内の複数の物件が相次いで竣工する予定であることから、売上高は

当事業年度を大きく上回る見込みです。 

建設請負事業は、30 階建の超高層賃貸マンションを開発型証券化手法で取組み、ＳＰＣより

2,920 百万円の工事を受注し、進行基準にて売上が計上される予定であるものの、他の受注物

件が小型であるため、売上高は、当事業年度を若干下回る見込みです。 

不動産管理事業は、管理件数が不動産販売物件及び建設請負物件の管理受注により確実に増

加しており、売上高は昨年度を上回る見込みです。 

以上の状況を踏まえた業績は、売上高 25,730 百万円、経常利益 1,200 百万円、当期利益 633

百万円を予想しております。 

 

(2) 財政状態 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、仕入の増加に伴うたな卸資

産の増加といった要因はあったものの、当期純利益の増加により前事業年度に比べ2,254,050千円増

加し、4,514,440千円となりました。 

当事業年度におけるキャッシュ・フロー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) 

当事業年度において営業活動の結果使用した資金は、1,453,208千円(前年同期比1,396,450千円

減)と前期に比べ減少いたしました。これは、売上債権450,665千円の増加、たな卸資産2,569,007

千円の増加及び仕入債務の減少884,798千円となったものの、税引前当期純利益が1,133,378千円と

なったことや担保提供預金の解約1,359,600千円によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、198,596千円(前年同期比36,761千円増)と、

ほぼ前期並みの水準でありました。これは主に、投資有価証券の取得が増加したことによるもので
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あります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当事業年度において財務活動の結果得られた資金は、3,905,854 千円(前年同期比 992,801 千円

増)となりました。これは主に、長短借入金の返済が進捗する一方、今後竣工する物件の増加に伴

うたな卸資産の増加に対応するため短期借入金が増加したためであります。 

 

(3) 事業等のリスク 

 当社の事業等に係る、経営成績、財政状態、株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクについて

は、下記のようなものがあります。当社といたしましては、これらのリスクを認識し、リスクの予

防・分散・回避・発生時の適切な対応に努める所存です。 

① 事業に係る関係法令・規制の改廃・新設、取引慣例に対する司法や業績の判断に変更が生

じること等により業績に影響が生じるリスク。 

② 売上割合の下半期集中傾向により中間期損益が低位もしくは損失となるリスクや、サブリ

ース取引が収益に影響を与える可能性など、当社特有の事業形態に起因して経営成績が変

動するリスク。 

③ 仕入価格の上昇や、金利上昇に伴う不動産市況の悪化等、不動産市況の変化によって業績

に影響が生じるリスク。 

④ 当社は、過去５年間に企画・開発・建築請負した物件のすべてについて構造計算書の再検

証を行い、耐震基準を満たしていることを確認しているものの、構造計算書偽造問題が拡

大するなどして、投資マインド冷え込み等により業績に影響が生じるリスク。 

⑤ 事業活動上重要な役割を果たしている、当社代表取締役である黒木 透に依存しているこ

とによるリスク。 

⑥ 人材獲得の不調・在籍社員の流失などによって必要な人材を確保できなくなるリスク。 

⑦ 不動産の取得資金を有利子負債に依存しているため、金利変動により業績に影響を受ける

こと及び、資金調達が不十分な場合、事業展開に支障が生じること等のリスク。 

⑧ 当社役員、役員の近親者及び法人主要株主との関連当事者取引が存在しているリスク。 

⑨ 入退去時の顧客とのトラブル等に起因する訴訟その他請求が発生するリスク。 

⑩ 個人情報が漏洩し、損害賠償及び信用低下によって業績に影響が生じるリスク。 
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４．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) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※5 3,619,990  4,514,440

２ 不動産事業未収入金  608,985  191,493

３ 完成工事未収入金  329,028  1,295,998

４ 仕掛販売用不動産 ※1 8,931,085  11,481,031

５ 未成工事支出金    483  17,661

６ 仕掛品  14,700  14,700

７ 貯蔵品  5,463  7,345

８ 前渡金  10,458  100,180

９ 前払費用  45,728  59,256

10 立替金  51,928  37,731

11 繰延税金資産  52,604  64,227

12 その他  8,774  3,348

13 貸倒引当金  △19,600  △23,600

流動資産合計  13,659,629 87.3  17,763,815 89.0

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 ※1 99,216 99,216 

減価償却累計額  32,246 66,970 36,449 62,767

(2) 構築物 ※1 5,301 5,301 

減価償却累計額  319 4,982 884 4,417

(3) 器具及び備品 ※1 6,095 3,215 

減価償却累計額  4,903 1,192 842 2,372

(4) 土地 ※1 65,800  65,800

有形固定資産合計  138,945 0.9  135,357 0.7
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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) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  26,934  25,901

(2) 電話加入権  3,070  3,070

(3) その他  1,160  1,100

無形固定資産合計  31,165 0.2  30,072 0.2

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  196,107  321,152

(2) 出資金  7,530  7,530

(3) 長期売掛債権 ※3 109,337  10,525

(4) 長期前払費用  35,127  39,292

(5) 敷金保証金  1,375,828  1,517,397

(6) 繰延税金資産  44,125  65,588

(7) その他  52,117  64,848

(8) 貸倒引当金  △1,400  △1,500

投資その他の資産合計  1,818,773 11.6  2,024,835 10.1

固定資産合計  1,988,884 12.7  2,190,265 11.0

資産合計  15,648,514 100.0  19,954,080 100.0
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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) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債   

１ 不動産事業未払金  3,850,335  2,623,270

２ 完成工事未払金  838,023  1,180,290

３ 短期借入金 ※1,6 2,430,000  5,296,000

４ 一年以内償還予定社債  180,000  200,000

５ 一年以内返済予定 

    長期借入金 
※1,6 3,816,724  1,775,200

６ 未払金  38,815  49,800

７ 未払費用  21,446  26,465

８ 未払法人税等  324,971  584,134

９ 未払消費税等  ─  40,373

10 未成工事受入金  ─  49,000

11 前受金  322,372  388,834

12 預り金  215,761  314,597

13 賞与引当金  36,251  42,322

14 工事補償引当金  424  2,875

流動負債合計  12,075,126 77.1  12,573,164 63.0

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  380,000  180,000

２ 長期借入金 ※1 1,064,022  4,336,600

３  退職給付引当金  14,210  15,844

４ 役員退職慰労引当金  103,671  138,866

５ 預り敷金  607,824  692,970

固定負債合計  2,169,728 13.9  5,364,280 26.9

負債合計  14,244,854 91.0  17,937,444 89.9

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※2 325,450 2.1  350,020 1.7

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  249,945 274,515 

資本剰余金合計  249,945 1.6  274,515 1.4

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  10,293 10,293 

２ 任意積立金   

(1)別途積立金  400,000 600,000 

３ 当期未処分利益  408,579 768,701     

利益剰余金合計  818,873 5.2  1,378,995 6.9

Ⅵ その他有価証券評価差額金  9,389 0.1  13,103 0.1

資本合計  1,403,659 9.0  2,016,635 10.1

負債資本合計  15,648,514 100.0  19,954,080 100.0
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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) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高   

１ 不動産関連売上高  18,865,646 20,838,368 

２ 完成工事高  1,360,605 20,226,251 100.0 1,636,354 22,474,722 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 不動産関連売上原価  16,869,775 18,230,014 

２ 完成工事原価  1,181,110 18,050,885 89.2 1,444,590 19,674,604 87.5

売上総利益  2,175,365 10.8  2,800,118 12.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 役員報酬  79,062 111,750 

２ 給料手当  257,033 280,659 

３ 賞与  33,757 69,921 

４ 賞与引当金繰入額  33,176 39,051 

５ 退職金  ─          933 

６ 役員退職慰労引当金 

繰入額 
 13,234 35,195 

７ 退職給付引当金繰入額  6,006 4,260 

８ 法定福利費  43,684 53,068 

９ 福利厚生費  31,313 33,762 

10 貸倒引当金繰入額  11,898 6,081 

11 通信交通費  49,214 60,541 

12 広告宣伝費  90,083 75,077 

13 販売手数料  208,086 103,552 

14 交際費  79,352 68,919 

15 地代家賃  30,219       36,496 

16 支払手数料  52,326 68,473 

17 支払報酬  36,804 51,837 

18 減価償却費  2,189 3,437 

19 リース料  67,158 43,580 

20 保険料  9,176 11,139 

21 租税公課  53,136 62,010 

22 その他   123,314 1,310,229 6.5 135,869 1,355,619 6.0

営業利益  865,136 4.3  1,444,498 6.5
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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) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  2,799 1,207 

２ 受取配当金  815 1,031 

３ 匿名組合出資分配金  4,029 17,887 

４ 雑収入  3,193 10,838 0.0 5,792 25,918 0.1

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  217,888 287,607 

２ 社債利息  4,647 3,824 

３ 支払保証料  6,270 4,942 

４ 支払手数料 ※1 44,721 28,349 

５ 新株発行費  ─ 320 

６ 社債発行費  3,300 ─ 

７ その他  8,966 285,794 1.4 8,974 334,018 1.5

経常利益  590,180 2.9  1,136,398 5.1

Ⅵ 特別利益   

１ 投資有価証券売却益  3,154 ─ 

２ 受取解約違約金  8,000 ─ 

３ 和解金収入  2,000 ─ 

４ 過年度保険積立金修正益  18,054 31,208 0.1 ─ ─ ─

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※2 ─ 331 

２ 投資有価証券評価損  6,300 ─ 

３ 減損損失 ※3 ─ 6,300 0.0 2,688 3,020 0.0

税引前当期純利益  615,089 3.0  1,133,378 5.1

法人税、住民税 

及び事業税 
 314,953 569,810 

過年度法人税、住民税 

及び事業税 
 14,765 ─ 

法人税等調整額  △25,890 303,828 1.5 △35,604 534,206 2.4

当期純利益  311,260 1.5  599,172 2.7

前期繰越利益  97,319  169,529

当期未処分利益  408,579  768,701
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売上原価明細表 

① 不動産関連売上原価明細表 
 

  

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) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

Ⅰ 不動産販売売上原価   

土地建物  6,347,056 37.6 6,417,394 35.2

外注費  5,882,002 34.9 6,846,099 37.6

経費  52,293 0.3 55,988 0.3

(うち人件費)  (28,696) (20,615) 

(うち減価償却費)  (  209) (  61) 

不動産販売売上原価  12,281,352 72.8 13,319,481 73.1

Ⅱ 不動産管理等売上原価   

外注費  889,661 5.3 943,868 5.2

賃借料  3,498,192 20.7 3,762,087 20.6

経費  200,569 1.2 204,575 1.1

(うち減価償却費)  ( 3,352) ( 8,115) 

不動産管理売上原価  4,588,423 27.2 4,910,532 26.9

合計  16,869,775 100.0 18,230,014 100.0

 (注) 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。なお、当社はすべての施工を協力会社に部分発注してい

るため、材料費は発生いたしません。 

 

② 完成工事原価明細表 
 

  

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) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

外注費  1,172,756 99.3 1,435,712 99.4

経費  8,353 0.7 8,877 0.6

(うち人件費)  ( 1,864) ( 6,306)

(うち減価償却費)  (    13) (    18)

合計  1,181,110 100.0 1,444,590 100.0

  (注) 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。なお、当社はすべての施工を協力会社に部分発注している

ため、材料費は発生いたしません。 
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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)

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益  615,089 1,133,378 

減価償却費  5,765 11,670 

減損損失  ─ 2,688 

貸倒引当金の増加額  4,600 4,100 

賞与引当金の増加額  2,063 6,071 

退職給付引当金の増加額  6,603 1,633 

工事補償引当金の増加額又は減少額(△)  △199 2,451 

役員退職慰労引当金増加額  13,234 35,195 

投資有価証券売却益  △3,154 ─ 

投資有価証券評価損  6,300 ─ 

固定資産除却損  ─ 331 

過年度保険積立金修正益  △18,054 ─ 

受取利息及び受取配当金  △3,614 △2,238 

支払利息及び社債利息  222,535 291,432 

支払手数料  44,721 28,349 

新株発行費  ─ 320 

社債発行費  3,300 ─ 

担保提供預金の預入  △1,359,600 ─ 

担保提供預金の解約  ─ 1,359,600 

売上債権の増加額  △163,030 △450,665 

たな卸資産の増加額  △4,122,226 △2,569,007 

その他流動資産の増加額(△)又は減少額  83,303 △78,846 

仕入債務の増加額又は減少額(△)  2,714,950 △884,798 

未払消費税等の増加額又は減少額(△)  △30,851 40,373 

未成工事受入金の増加額又は減少額(△)  △175,578 49,000 

前受金の増加額又は減少額(△)  △334,630 66,461 

その他流動負債の増加額  45,840 114,369 

小計  △2,442,630 △838,130 

利息及び配当金の受取額  3,541 2,154 

利息の支払額  △217,582 △303,918 

法人税等の支払額  △192,986 △313,312 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,849,658 △1,453,208 
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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)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △35,680 △1,257 

無形固定資産の取得による支出  △23,050 △5,205 

投資有価証券の取得による支出  △60,030 △140,500 

投資有価証券の売却等による収入  20,163 21,686 

出資金の払込による支出  △4,000 ─ 

出資金の戻入れによる収入  20 ─ 

貸付金の回収による収入  54,146 ─ 

その他投資活動による支出  △114,528 △73,320 

その他投資活動による収入  1,124 ─ 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △161,835 △198,596 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入  7,718,800 9,942,000 

短期借入金の返済による支出  △7,330,800 △6,001,000 

長期借入れによる収入  5,178,000 4,932,000 

長期借入金の返済による支出  △2,548,254 △4,775,946 

社債の発行による収入  96,700 ─ 

社債の償還による支出  △120,000 △180,000 

株式の発行による収入  ─ 48,819 

配当金の支払額  △29,303 △39,036 

その他  △52,089 △20,982 

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,913,053 3,905,854 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)  △98,441 2,254,050 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,358,831 2,260,390 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  2,260,390 4,514,440 
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 (4)  利益処分計算書 
 

  
前事業年度 

(平成17年６月29日) 

当事業年度 

(平成18年６月29日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  408,579  768,701

合計  408,579  768,701

Ⅱ 利益処分額   

１ 配当金  39,050 59,385 

２ 任意積立金   

別途積立金  200,000 239,050 400,000 459,385

Ⅲ 次期繰越利益  169,529  309,316

 (注) 日付は株主総会承認年月日であります。 
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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) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末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) その他有価証券 

    時価のあるもの 

同左 

   

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合及び

そ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、組合契

約に規定される決算報告日に応じて

入手可能な 近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。 

 

 (表示方法の変更) 

「証券取引法等の一部を改正する

法律」(平成16年法律第97条)が平成

16年６月９日に公布され、平成16年

12月１日より適用となること及び

「金融商品会計に関する実務指針」

（会計制度委員会報告第14号）が平

成17年２月15日付けで改正されたこ

とに伴い、当事業年度から投資事業

有限責任組合及びそれに類する組合

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)

を「投資有価証券」として表示する

方法に変更いたしました。 

なお、当事業年度の「投資有価証

券」に含まれる当該出資の金額は、

116,936千円であります。前事業年度

における「出資金」に含まれている

当該出資の金額は、89,000千円であ

ります。 

    時価のないもの 

同左 

 

 

２ たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

(1) 販売用不動産、仕掛販売用不動産、

未成工事支出金、仕掛品 

個別法による原価法 

(1) 販売用不動産、仕掛販売用不動産、

未成工事支出金、仕掛品 

同左 

 (2) 貯蔵品 

終仕入原価法 

(2) 貯蔵品 

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) 

３ 固定資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

定率法 

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。 

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備を除く)

については、定額法によっておりま

す。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

ソフトウェア(自社利用分)につい

ては、社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

――――― 

(1) 新株発行費 

 支出時に全額費用処理しており

ます。 

 (2) 社債発行費 

支出時に全額費用処理しておりま

す。 

(2) 社債発行費 

――――― 
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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 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員に対し支給する賞与の支出

に備えるため、将来の支給見込額の

うち当期の負担額を計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 工事補償引当金 

完成工事にかかる瑕疵担保の費用

に備えるため、決算の直近２年間の

完成工事高と補償工事高とから算定

された工事補償率に当期引渡物件の

請負金額を乗じた価額を引当計上し

ております。 

(3) 工事補償引当金 

完成工事及び不動産関連売上高の

建物部分に係る瑕疵担保の費用に備

えるため、過去の完成工事高及び不

動産販売高に係る補償費等の実績率

を基に算出した金額を計上しており

ます。 

 

（追加情報） 

従来、完成工事に係る瑕疵担保の

費用に備えるため、工事補償引当金

として決算の直近２年間の完成工事

高と補償工事高とから算出された工

事補償率に当期引渡物件の請負金額

を乗じた価額を計上しておりました

が、当事業年度より、不動産販売高

の増加に対応し、より実態に即した

算定を行うため、過去の完成工事高

及び不動産販売高を対象に過去の補

償費等の実績率を基に算出した金額

を計上する方法に変更しておりま

す。 

この変更により、従来の方法によ

った場合と比べ、売上原価が2,357

千円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益が同額減少して

おります。 

 (4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務の見込

額に基づき、当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。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

 (5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払いに備え

るため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

 



－18－ 

 

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 収益及び費用の計上基準  完成工事高の計上は、原則として

工事完成基準によっております。た

だし、請負金額２億円以上かつ工期

１年以上の工事については工事進行

基準を採用しております。 

 工事進行基準によった完成工事高

及び完成工事原価は次のとおりで

す。 

完成工事高 299,884千円

完成工事原価 262,073千円 

 完成工事高の計上は、原則として工

事完成基準によっております。ただ

し、請負金額２億円以上かつ工期１年

以上の工事については工事進行基準

を採用しております。 

 工事進行基準によった完成工事高

及び完成工事原価は次のとおりです。

完成工事高 1,518,400千円

完成工事原価 1,337,067千円 

７ リース取引の処理方法  リース物件の所有者が借主に移転

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 

８ キュッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヵ月以内に満期日の到来する

流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない短期的な投

資。 

同左 

９ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしている

金利スワップ及び金利キャップに

ついては、特例処理によっており

ます。 

(1) ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしている

金利スワップについては、特例処理

によっております。  

 (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

したヘッジ対象とヘッジ手段は以

下の通りであります。 

ヘッジ手段 ・・ 金利スワップ

及び金利キャッ

プ 

ヘッジ対象 ・・ 借入金 

(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

したヘッジ対象とヘッジ手段は以

下の通りであります。 

ヘッジ手段 ・・ 金利スワップ 

ヘッジ対象 ・・ 借入金 

 

 (3) ヘッジ方針 

変動金利借入金利息の将来の金

利上昇による増加を軽減すること

を目的に、変動金利受取固定金利

支払の金利スワップ取引及び金利

キャップ取引を行っております。 

(3) ヘッジ方針 

変動金利借入金利息の将来の金

利上昇による増加を軽減すること

を目的に、変動金利受取固定金利支

払の金利スワップ取引を行ってお

ります。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップ及び金利キャップ

の特例処理の要件に該当するた

め、その判定をもって有効性の判

定に代えております。 

(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

に該当するため、その判定をもって

有効性の判定に代えております。 

10 その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっており、控除対

象外の消費税及び地方消費税につい

ては、販売費及び一般管理費に計上

しております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 
 

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) 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用しております。これによる影響は軽微であり

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) 

 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律

第９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が

導入されたことに伴い、当事業年度から「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」(平成16年２月13日企業会計基準

委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加

価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に

計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が7,119千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が同額減少し

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、次のとおりです。 

  (イ)担保に供している資産 

仕掛販売用不動産 5,445,105千円

建物 57,430千円

構築物 2,326千円

器具及び備品 309千円

土地 65,800千円

計 5,570,971千円 

※１  担保に供している資産とこれに対応する債務

は、次のとおりです。 

  (イ)担保に供している資産 

仕掛販売用不動産 10,421,190千円

建物 44,501千円

器具及び備品 210千円

土地 57,000千円

計 10,522,902千円 

  (ロ)上記に対する債務 

短期借入金 1,920,000千円

長期借入金 3,790,746千円

(一年内返済予定長期借入金3,563,524千円を含む)

計 5,710,746千円 

  (ロ)上記に対する債務 

短期借入金 5,296,000千円

長期借入金 5,275,000千円

(一年内返済予定長期借入金1,522,000千円を含む)

計 10,571,000千円 
※２ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 13,600,000株

   発行済株式の総数 

普通株式  3,905,000株 

※２ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 13,600,000株

   発行済株式の総数 

    普通株式  3,959,000株 
※３    長期売掛債権は、不動産事業未収入金及び完成

工事未収入金のうち、回収条件が１年超の債権で

あります。 

※３  同左 

４ 配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産額が9,389

千円増加しております。 

なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充当することが制限されてお

ります。 

４ 配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産額が13,103

千円増加しております。 

なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充当することが制限されてお

ります。 

※５  現金及び預金のうち通知預金1,359,600千円に

ついて販売先との間で質権を設定しております。

なお、平成17年７月31日までに質権は解消する

予定であります。 

※５  

――――――― 

 

※６   当社は、機動的な販売用不動産の仕入を行うた

め取引銀行１行とコミットメント契約を締結し

ております。これら契約に基づく当事業年度末の

借入未実行残高は次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 1,500,000千円 

借入実行残高 210,000千円 

差引額 1,290,000千円  

※６    

 

 

     ――――――― 

 

７  シンジケートローン契約(契約期間平成17年２月

17日～平成21年９月28日)に下記の条項が付され

ております。 

①本契約期間中の各年度の決算期の末日におい

て、貸借対照表における資本の部の金額を平成

16年３月期末における同額の75%以上に、それぞ

れ維持する。 

②経常損益を２期連続損失としない。 

７  シンジケートローン契約(契約期間平成17年２月

17日～平成21年９月28日)に下記の条項が付され

ております。 

①       同左 

 

 

 

②       同左 
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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) 

※１ 営業外費用に計上されている「支払手数料」に

は、コミットメントライン設定手数料、融資手数

料、シンジケートローンにかかるアレンジメント

手数料等を計上しております。 

※２       ――――――― 

 

 

 

 

※１          

同左 

 

 

※２ 固定資産除却損の内訳は、器具及び備品331千円

であります。 

※３ 減損損失 

   当社は、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。 

用途 場所 種類及金額 

遊休 本社(福岡市) リース資産     2,688千円

   当社は、減損会計の適用にあたり管理会計上の事
業別資産のグルーピングを行っておりますが、賃貸
用自社保有不動産及び遊休資産については個々の
物件又は資産単位でグルーピングを行っておりま
す。 

遊休資産のうち将来の使用見込みのないものに
ついて、回収可能価額を零として減損損失の認識
を行っております。 

 
 
(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記

載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 3,619,990千円

担保提供預金 △1,359,600千円

現金及び現金同等物  2,260,390千円
  

１  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記

載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 4,514,440千円

現金及び現金同等物  4,514,440千円
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(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) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

Ⅰ  リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引 

 １ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

Ⅰ  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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当

額 

 

取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却累 

計額相当額 

(千円) 

期末残高

相当額 

(千円) 

建物 1,089 744 345

構築物 135 104 31

機械及び装置 8,470 7,398 1,071

車輌運搬具 25,681 21,576 4,105

器具及び備品 151,953 95,505 56,448

ソフトウェア 39,115 19,228 19,887

合計 226,447 144,558 81,889
 

 
取得価額

相当額

(千円)

減価償却

累計額相

当額 

(千円) 

減損損失

累計額相

当額 

(千円) 

期末残高

相当額

(千円)

建物 1,089 962 ─ 127

車輌運搬具 21,591 5,509 ─ 16,082

器具及び備品 152,669 102,451 ─ 50,217

ソフトウェア 38,063 26,302 ─ 11,761

合計 213,414 135,226 ─ 78,188
 

 ２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 38,101千円

１年超 50,476千円

合計 88,577千円 

 ２ 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産

減損勘定期末残高 

１年内 28,665千円

１年超 45,813千円

合計 74,478千円

リース資産減損勘定期末残高  ─千円 
３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 67,219千円

減価償却費相当額 61,237千円

支払利息相当額 7,156千円 

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、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 43,874千円

リース資産減損勘定の取崩額 2,688千円

減価償却費相当額 40,115千円

支払利息相当額 3,068千円

減損損失 2,688千円 
 ４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

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との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

 ５ 利息相当額の算定方法 

同左 
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 (有価証券関係) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 
取得原価 

(千円) 

貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 

株式 9,995 26,611 16,615

その他 ─ ─ ─

小  計 9,995 26,611 16,615

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 

株式 24,531 23,670 △861

その他 ─ ─ ─

小  計 24,531 23,670 △861

合  計 34,526 50,281 15,754

 

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 
 

売却額 

(千円) 

売却益の合計額 

(千円) 

売却損の合計額 

(千円) 

7,160 3,154 ─

 

３ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他の有価証券 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 28,890

 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 116,936

合  計 145,826
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当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 
取得原価 

(千円) 

貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 

株式 9,995 32,762 22,767

その他 ─ ─ ─

小  計 9,995 32,762 22,767

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 

株式 24,531 23,750 △781

その他 ─ ─ ─

小  計 24,531 23,750 △781

合  計 34,526 56,512 21,986

 

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 
 

売却額 

(千円) 

売却益の合計額 

(千円) 

売却損の合計額 

(千円) 

─ ─ ─

 

３ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他の有価証券 

 非上場株式 31,890

 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 225,249

 その他 7,500

合  計 264,639
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 
 

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) 取引の内容及び利用目的 

当社は、借入金について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金利

スワップ取引及び金利キャップ取引を行っており

ます。 

(1) 取引の内容及び利用目的 

当社は、借入金について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金利

スワップ取引を行っております。 

(2) 取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動に

よるリスク回避を目的としており、投機的な取引は

行わない方針であります。 

(2) 取引に対する取組方針 

同左 

(3) 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引及び金利キャップ取引は市場

金利の変動によるリスクを有しております。なお、

当社のデリバティブ取引の契約先は信用度の高い

国内の銀行であるため、相手方の契約不履行による

リスクはほとんどないものと認識しております。 

(3) 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリス

クを有しております。なお、当社のデリバティブ取

引の契約先は信用度の高い国内の銀行であるため、

相手方の契約不履行によるリスクはほとんどない

ものと認識しております。 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

これらデリバティブ取引は、社内規定に基づき執

行され、管理部において取引の実行、取引内容の確

認、リスク管理が行われております。また、必要の

都度、当該取引状況を取締役会に報告することとし

ております。 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

同左 

 

２ 取引の時価等に関する事項 
前事業年度 

(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) 

当社の利用しているデリバティブ取引はすべてヘッ

ジ会計を適用しているため、取引の時価等に関する事項

の記載を省略しております。 

同左 
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(退職給付関係) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は退職一時金制度を設けています。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数

理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。 

 
２ 退職給付債務及びその内訳 

 

 

前事業年度 

(平成17年３月31日) 

(千円) 

 (1) 退職給付債務 14,210 

 (2) 退職給付引当金 14,210 

 

３ 退職給付費用の内訳 
 

 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

(千円) 

 勤務費用 6,603 

 
 

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は退職一時金制度を設けています。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数

理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。 

 

２ 退職給付債務及びその内訳 
 

 

当事業年度 

(平成18年３月31日) 

(千円) 

 (1) 退職給付債務 15,844 

 (2) 退職給付引当金 15,844 

 

３ 退職給付費用の内訳 
 

 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

(千円) 

 勤務費用 6,022 
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(税効果会計関係) 
 

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  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別内訳 

 (流動資産及び流動負債) 

賞与引当金損金算入限度超過額 14,645千円

未払事業税損金不算入 23,432千円

その他 14,526千円

小計 52,604千円

 

(固定資産及び固定負債)  

役員退職慰労引当金損金不算入 41,883千円

その他有価証券評価差額金 △6,364千円

その他 8,607千円

小計 44,125千円

繰延税金資産の純額 96,729千円
  

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別内訳 

   (流動資産及び流動負債) 

賞与引当金損金算入限度超過額 17,098千円

未払事業税損金不算入 39,673千円

その他 7,456千円

小計 64,227千円

 

(固定資産及び固定負債) 

役員退職慰労引当金損金不算入 56,101千円

その他有価証券評価差額金 △8,882千円

減価償却超過額 6,297千円

その他 12,071千円

小計 65,588千円

繰延税金資産の純額 129,816千円
  

 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.4％

(調整) 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 7.3％

 住民税均等割 0.2％

留保金課税 1.6％

情報機器取得特別控除 △0.3％

 その他 0.2％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.4％
  

 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.4％

(調整) 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 2.7％

 住民税均等割 0.1％

留保金課税 3.2％

 その他 0.7％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.1％
  

 

(持分法損益等) 
 

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) 

当社には、関連会社が存在しておりませんので、記載し

ておりません。 
同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（関連当事者との取引） 
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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) 

１ 親会社及び法人主要株主等 
 

関係内容 
属性 氏名 住所 資本金 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

 
法人
主要
株主 

 
福岡県
福岡市
南区 

 
10,000 

 
不動産賃貸
業 

 
(被所有) 
直接17.9 

 
なし 

管理料 863 
不動産事
業未収入
金 

197

 

 
(株 )リョ
ウ・コーポ
レ ー シ ョ
ン      借上家賃原

価 
1,512 ― ─

       

 
当社が一
般契約及
び借上契
約により
建物の賃
貸管理を
行ってい
る。 

敷金の差入
れ 

─ 
敷金保証
金 

480

           

(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 管理料は、(株)リョウ・コーポレーションが所有する建物の賃貸管理を当社が行っているため発生しており

ます。(株)リョウ・コーポレーションに対する管理料は、一般オーナーの契約基準と同一であります。 

３ (株)リョウ・コーポレーション借上家賃原価、敷金の差入れは、当社が借上契約により建物の賃貸管理を行

っているため発生しております。(株)リョウ・コーポレーションに対する借上家賃原価、敷金の差入れは、

一般オーナーの契約基準と同一であります。 

 

２ 役員及び個人主要株主等 
 

関係内容 
属性 氏名 住所 資本金 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員 黒木 透 ― ― 
当社 
代表取締役

(被所有) 
直接24.3 

― ― 管理料 1,575 
不動産事
業未収入
金 

38

 板倉雅明 ― ― 
当社 
専務取締役

(被所有) 
直接 1.8 

― ― 管理料 1,612 
不動産事
業未収入
金 

76

        
社宅使用料
の受入れ 

240 預り金 20

 
江崎 
憲太郎 

― ― 
当社 
常務取締役

(被所有) 
直接 1.3 

― ― 
社宅使用料
の受入れ 

1,200 預り金 100

役員黒
木透の
近親者 

黒木信和 ― ― 不動産業 
(被所有) 
直接   ―

― 管理料 1,698 
不動産事
業未収入
金 

78

      

当社が借
上契約に
より建物
の賃貸管
理を行っ
ている。
 

借上家賃原
価 

15,367 ― ─

      
敷金の差入
れ 

─ 
敷金保証
金 

6,600

      仲介手数料 8,895 ― ─

(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 管理料は、各々が所有する建物の賃貸管理を当社が行っているため発生しております。黒木透及び板倉雅明

並びに黒木信和に対する管理料は、一般オーナーの契約基準と同一であります。 

３ 役員に対する借上社宅については、社宅管理規程に基づき原則として月額家賃の半額( 高支給額で福岡地区

40,000円、東京地区100,000円)を負担しております。各々の役員に対する会社の負担額(月額)は、板倉雅明

20,000円、江崎憲太郎100,000円となっております。 

４ 借上家賃原価、敷金の差入れは、当社が借上契約により建物の賃貸管理を行っているため発生しております。

黒木信和に対する借上家賃原価、敷金の差入れは、一般オーナーの契約基準と同一であります。 

５ 黒木信和に対する不動産の仲介手数料は、一般仲介者と同一基準(宅地建物取引業法第46条第１項の規定によ

る平成９年１月17日建設省告示第37号の範囲内)であります。 
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当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 
 

関係内容 
属性 

会社等の 
名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

 
法人
主要
株主 

 
福岡県
福岡市
南区 

 
10,000 

 
不動産賃貸
業 

 
(被所有) 
直接17.7 

 
なし 

管理料 346 ― ─

 

 
(株 )リョ
ウ・コーポ
レ ー シ ョ
ン      借上家賃原

価 
1,512 ― ─

       

 
当社が一
般契約及
び借上契
約により
建物の賃
貸管理を
行ってい
る。 

敷金の差入
れ 

─ 
敷金保証
金 

480

           

(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 管理料は、(株)リョウ・コーポレーションが所有する建物の賃貸管理を当社が行っているため発生しており

ます。(株)リョウ・コーポレーションに対する管理料は、一般オーナーの契約基準と同一であります。 

３ (株)リョウ・コーポレーション借上家賃原価、敷金の差入れは、当社が借上契約により建物の賃貸管理を行

っているため発生しております。(株)リョウ・コーポレーションに対する借上家賃原価、敷金の差入れは、

一般オーナーの契約基準と同一であります。 

 

２ 役員及び個人主要株主等 
 

関係内容 
属性 氏名 住所 資本金 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員 黒木 透 ― ― 
当社 
代表取締役

(被所有) 
直接23.9 

― ― 管理料 1,155 ― ―

 板倉雅明 ― ― 
当社 
専務取締役

(被所有) 
直接 2.0 

― ― 管理料 2,301 
不動産事
業未収入
金 

44

        
社宅使用料
の受入れ 

963 ─ ─

役員黒
木透の
近親者 

黒木信和 ― ― 不動産業 
(被所有) 
直接 ─ 

― 管理料 1,614 ― ―

      

当社が借
上契約に
より建物
の賃貸管
理を行っ
ている。
 

借上家賃原
価 

15,367 ― ―

      
敷金の差入
れ 

 
敷金保証
金 

6,600

(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 管理料は、各々が所有する建物の賃貸管理を当社が行っているため発生しております。黒木透及び板倉雅明

並びに黒木信和に対する管理料は、一般オーナーの契約基準と同一であります。 

３ 役員に対する借上社宅については、社宅管理規程に基づき原則として月額家賃の半額( 高支給額で福岡地区

40,000円、東京地区100,000円)を負担しております。各々の役員に対する会社の負担額(月額)は、板倉雅明

80,000円となっております。 

４ 借上家賃原価、敷金の差入れは、当社が借上契約により建物の賃貸管理を行っているため発生しております。

黒木信和に対する借上家賃原価、敷金の差入れは、一般オーナーの契約基準と同一であります。 
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(１株当たり情報) 
 

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株当たり純資産額 359円45銭 509円38銭

１株当たり当期純利益  79円71銭 153円08銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
78円78銭

なお、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益については、

潜在株式が存在していない

ため記載しておりません。

(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) 311,260 599,172 

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) 311,260 599,172 

 普通株式の期中平均株式数(千株) 3,905 3,913 

   

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(千株) 11 ─ 

  (うち新株引受権) ( 11) (  ─)

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 

― ─ 

 

 

(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) 

  

――― 

 

 

――― 
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５.受注、販売、請負及び管理の状況 

(1) 受注実績 
 

(注) 金額には消費税等は含まれておりません。 

区分 件数(件) 金額(千円) 前年同期比(％) 

不動産販売事業 22 16,194,475 106.9 

不動産管理事業 ─ ─ ─ 

建設請負事業 1 131,928 4.0 

計 23 16,326,404 88.4 

 

(2) 販売実績 
 

区分 件数(件) 金額(千円) 前年同期比(％) 

不動産販売事業 (注２)              24 15,464,425 110.9 

不動産管理事業 (注３)        ─ 5,373,942 109.1 

建設請負事業 1 1,636,354 120.3 

計 25 22,474,722 111.1 

(注) １ 金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 不動産管理事業の管理件数の内容は次のとおりであります。 

区分 棟(ヶ所)数 戸(件)数 

居住用 340棟  8,496戸  

テナント 22ヶ所  434件  

駐車場 ※１   19ヶ所  ※１   2,361件  

※１ 駐車場のヶ所表示は駐車場単独での事業個所を示し、駐車場の件数表示には事業ビルに付随した駐車

場台数(2,025台)を含んでおります。 

 

(3) 期末受注残 
 

区分 件数(件) 金額(千円) 前年同期比(％) 

不動産販売事業 4 7,914,050 110.2 

不動産管理事業 ─ ─ ─ 

建設請負事業 2 1,233,644 45.1 

計 6 9,147,694 92.2 

(注)  金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 

 

 

 



－32－ 

６．役員の異動 

  (1) ４月１日付異動 

新 役 職 名 氏      名 旧 役 職 名 

常務取締役 経営企画室担当 水 元 良 孝 常務取締役 管理担当 

取締役 総務経理担当 

兼 総務部長 
石  井  献 取締役 社長室長 

 

 

(2) 新任監査役候補(平成 18 年 6 月 29 日付) 

     非常勤取締役  山 内  良 輝  （現 弁護士） 

 （注）新任監査役候補者 山内 良輝氏は、会社法第 2条第１６号に定める社外監査役であります。 
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