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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                  （注）記載金額の百万円未満は切捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％
6,260  (19.4) 
5,242  (51.4) 

百万円   ％
 497  (50.8) 
329  (98.7) 

百万円   ％
380  (46.9)  

  258  (143.8) 
 

 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
232  (53.1)  
151  (147.0)  

円  銭
16,604.12
37,198.62

円  銭
― 
― 

％
37.1 
39.7 

％ 
7.4  
6.8  

％
6.1 
4.9 

(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  14,014株     17年３月期  4,085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
250 00 
500 00 

円  銭 
―  
―  

円  銭
250 00 
500 00 

百万円
3 
3 

％ 
1.5  
1.3  

％
0.6 
0.8 

(注)①18年３月期期末配当金の内訳 
 

(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 
5,656  
4,623  

百万円
764 
489 

％ 
13.5  
10.6  

円   銭
48,870 61 
81,293 19 

(注)①期末発行済株式数   18年３月期 15,648株   17年３月期  6,022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 
714  

△1,457  

百万円
△70 
△96 

百万円 
74  

1,783  

百万円
1,092 
374 

 
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 
3,353  
8,000  

百万円
183 
500 

百万円
106 
289 

円 銭
――― 
――― 

円 銭 
――― 
250 00  

円 銭
――― 
250 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 17,359円44銭 

 

※ 上期の予想につきましては、現状で判断しうる一定の前提、仮定に基づいております。今後発生する状

況の変化によっては異なる業績結果となることも予想されますのでご了解下さい。なお、上記業績予想に関

する事項は、11ページをご参照下さい。 



                            

1 1

 

（添付資料） 

1.企業集団の状況 

 当社は、親会社・子会社・関連会社及びその他の関連会社を有しておりませんので該当事項はありません。 

 なお、当社の事業は、主に「不動産販売事業」、「不動産管理事業」、「ゴルフ会員権事業」及び「その他

事業」の４つに大別されます。「不動産販売事業」はさらに細分化されますが、事業区分等を整理すると以下

のようになります。 

事業区分 部門区分 業務区分 

ａ デベロップメント業務 

ｂ ランドプロジェクト業務 ①新築物件売上部門 

ｃ 新築マンション販売業務 

ａ リニューアルマンション販売業務 

ｂ リノベーション分譲業務 

（1）不動産販売事業 

②再生不動産売上部門 

ｃ インベストメントプロジェクト業務 

（2）不動産管理事業 

（3）ゴルフ会員権事業 

（4）その他事業 

 

2.経営方針 

 (1) 会社の経営の基本方針 

 当社は、魅力ある商品の創作によって社会貢献を行うことを基本方針としております。 

 当社では、新築のマンション・戸建住宅・タウンハウス等の住まいを開発し、豊かな住環境の提供に努める

だけでなく、中古不動産を再生させることによって建物の寿命の長期化、遊休不動産の有効活用等に貢献して

いきたいと考えております。 

 また、当社は特定の事業領域に集中するのではなく、「脱・特化」により、新築から中古まで、マンション

からタウンハウス、戸建住宅、社宅、オフィスビル等まで、戸別分譲から一棟販売まで、幅広い事業領域を持

っております。当社は「特化」によるナンバーワンではなく、「脱・特化」によるオンリーワン企業となるこ

とを目指しております。また、１都３県に密着集中したドミナント戦略をもって事業展開しております。それ

によって地域に根ざした活動を行い、さまざまな顧客のニーズに応え、もって地域社会に受け入れられる会社

になることを目指しております。 

 また、経営理念として「①既成の概念にとらわれず、新しい時代の新しい経済環境に即応し斬新で革新的な

経営を考えることにより社員の叡智と想像力を高め、もって自由闊達な社風作りと安定した成長を図るととも

に社会との共存共栄を目指す」、「②“住まいは人の心を創り人の生活を創る”ことを常に意識し、住まい本

来の機能性や居住性の追及はもちろんのこと、地域社会や環境と調和し、時代や流行の変化を先取りする洗練

された魅力的な商品を提供することにより、お客様のご要望に的確にお応えする経営を目指す」、「③地域社

会の生活を尊重したクリーンでフェアーな企業活動を通じて“心豊かになるような住まい”を提供することに

より、地域の住環境創りに寄与する経営を目指す」、「④共に働く人々が、努力と研鑽を重ねることによって

自分の能力を 大限に発揮することができ、生き生きと輝き夢のある楽しい人生を送れるような職場環境作り

を目指す」、「⑤“お客様の満足度と社員の意欲が企業を支えるものである”ことを念頭に、利益の適切な還

元を図ることによって社会との調和のある経営を目指す」を掲げ、社会と社員の生活環境の向上を目指してお

ります。 

 

 (2) 会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は株主の皆様への利益還元を経営の重要な政策の一つと考えており、配当については、企業体質の強化

と将来の事業展開のため内部留保の充実に努めるとともに、業績に応じた配当を実施していくことを基本方針

としております。 

 平成18年３月期の配当は１株当たり250円を予定しております。なお、内部留保金については今後の事業拡

大のための物件仕入資金として投入する予定であります。 

 

 (3) 投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

 当社は、投資単位を適切な水準に保つことによって、株式の適切な流動性を維持し、投資家の利便性の向上 
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に努めてまいりたいと考えております。 

 現在のところ具体的な投資単位の引下げの予定はありませんが、今後の当社の業績動向や株価の推移状況、

経済環境等を勘案して検討したいと考えております。 

 

 (4) 目標とする経営指標 

 当社では、収益力を計る指標として、売上高総利益率と売上高経常利益率を重視するとともに、株主価値の

向上のために株主資本利益率（ＲＯＥ）を重要な経営指標として位置づけております。 

 

 (5) 中長期的な会社の経営戦略 

 当社の不動産販売事業は、新築物件売上部門と再生不動産売上部門に分かれます。平成18年３月期における

両者の総売上高に占める割合は、それぞれ34.4％、50.3％であり、当社の事業の中核となっております。 

 新築物件売上部門には「デベロップメント業務」、「ランドプロジェクト業務」、「新築マンション販売業

務」が含まれ、再生不動産売上部門には「リニューアルマンション販売業務」、「リノベーション分譲業務」、

「インベストメントプロジェクト業務」が含まれ、合計６種類の業務によってビジネスポートフォリオが構成

されております。当社はそれぞれの業務での「業界ナンバー１」を目指すのではなく、全方位、「脱・特化」

によるオンリー１を目指したビジネスモデルの構築を図っております。 

 また、今後も不動産販売事業が当社の中核事業である位置づけは変わらないものと思われますが、安定的収

益をあげるための不動産管理事業の拡大、不動産流動化事業への進出も視野に入れて活動していく方針です。 

 

 (6) 会社の対処すべき課題 

 

来期におきましても、団塊ジュニア層を中心に購買意欲は依然として旺盛であり、マンション発売戸数は当事

業年度と同水準以上で推移することが見込まれております。 

 このような経済環境の下、当社といたしましては下記の内容を重点的な対処すべき課題と認識して事業の拡

大に積極的に取り組んでまいります。 

 

① 商品バリエーションの維持 

 当社は、不動産販売事業に属する６業務を主力事業としております。当社で取り扱う商品は新築不動産から

再生不動産まで、またマンションからタウンハウス、戸建住宅、社宅、オフィスビル等まで、戸別分譲から一

棟販売まで、と多岐にわたっております。当社は脱・特化型戦略により商品バリエーションを豊富に保つこと

により顧客の多様なニーズを満たせるように努めてまいります。 

 

② 事業領域の拡大 

 当社は、上記のとおり商品バリエーションを豊富に持っておりますが、顧客のニーズは時代とともに変化い

たします。当社は今まで不動産販売にかかる様々な派生業務を創出してまいりました。当社は今後も顧客のニ

ーズの変化を的確に捉えることによって新たなビジネスチャンスを獲得し、脱・特化によるオンリーワン企業

を目指してまいります。 

 

③ 不動産再生事業への注力 

 当社は、不動産販売事業においては、新築物件売上部門と再生不動産売上部門を有しております。再生不動

産売上部門にはリニューアルマンション販売業務、リノベーション分譲業務、インベストメントプロジェクト

業務がありますが、近年特にリノベーション分譲業務やインベストメントプロジェクト業務に対するニーズが

高まってきております。また、再生事業は新築事業に比較すると競合会社が限られている面があり、当社とし

てはビジネスチャンスが大きく広がってきていると考えております。 

 当社といたしましては、従来以上に再生不動産販売業務に注力し、この分野を大きく成長させるべく取り組

んでまいります。 

 

④ 仕入情報の確保 

 不動産業界においては、仕入情報の確保が事業の拡大のために必須条件となります。仕入情報は不動産業者

だけでなく、金融機関、サービサーなど、いろいろなチャンネルから得ることができます。また、当社は、脱・

特化型戦略により多様な仕入情報を事業に活用できるため、提供いただく情報の種類もバラエティに富んでお

ります。 

 当社といたしましては、今後も情報獲得チャンネルを広く保つとともに情報提供者と良好な関係を構築・維 
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持し、仕入情報をできるだけ多く確保できるように努めてまいります。 

 

⑤ 人材の確保と育成 

当社の不動産事業部では、過去から様々な種類の案件を取り扱ってきたため、不動産の開発・再生に関して

は当社の管理職を中心に一定のノウハウの蓄積があると考えております。しかしながら今後の事業の拡大・成

長、顧客ニーズの獲得の実現の為には今まで以上に優秀な人材の確保と育成が必要であると考えております。

当社の経験豊富なスタッフの下で的確に業務を遂行できるスタッフを確保し、更に教育体制を確立することに

より全社的なレベルアップに取り組んでまいります。 

 

⑥ コンプライアンス体制への取り組み 

 当社は「魅力ある企業」である為に、コンプライアンスのできた企業でありつづけることを重要課題とし、

法令遵守のための組織的な体制づくり、企業倫理の向上に取り組んでまいります。 

 

 (7) 親会社等に関する事項 

 当社は、親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はございません。 

 

 (8) その他、会社の経営の重要な事項 

 該当事項はありません。 
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3.経営成績および財政状態 

 (1) 経営成績 

 

① 概況 

当事業年度の業績は、売上高6,260百万円（前期比19.4％増）、営業利益497百万円（前期比50.8％増）、経

常利益380百万円（前期比46.9％増）、当期純利益232百万円（前期比53.1％増）となりました。 

② 売上高 

 当事業年度の売上高は、前期比19.4％増の6,260百万円と、２期連続で過去 高の売上高を更新いたしました。

新築物件売上高は全体の34.4％にあたる2,150百万円であり、「ラ・アトレ蕨」、「ラ・アトレ橋本」などの自

社開発物件が中心となっております。 

一方、再生不動産売上高は、新築物件売上高を上回る3,150百万円であり、総売上高に占める割合は50.3％に

達しました。「ＫＫメックビル」のような一棟販売、「ラ・アトレ川口根岸台」、「ラ・アトレ目白近衛町」

といったリノベーション関連の売上高が拡大するとともに、従来から行っている戸別のリニューアルマンショ

ン販売も順調に推移いたしました。 

  ③ 営業利益、経常利益 

売上原価率は79.3％と、前事業年度の81.4％に比べて2.1ポイント改善いたしました。これは自社保有物件の

賃貸収入が増加し、収益に貢献したことが主な要因と考えております。 

販売管理費798百万円で販管費率は12.8％となり、前年の12.3％からほぼ横ばいであります。この結果、営業

利益は497百万円と、前期比50.8％の大幅増となりました。 

経常利益については、支払利息112百万円を中心として営業外費用が119百万円かかったものの、前期比46.9％

増の380百万円となり、７期連続で 高益を達成いたしました。 

 ④ 当期純利益 

当事業年度は和解金の収入などで14百万円の特別利益を計上し、法人税等控除後の当期純利益は前期比

53.1％増の232百万円となり、７期連続で 高益を達成いたしました。 
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(2) 財政状態 

   

① 資産、負債及び資本の状況 

a．資産 

当事業年度末の総資産は5,656百万円であり、前事業年度末に比べて1,033百万円増加しております。主

な要因は現金及び預金の増加（前期比761百万円増加）、販売用不動産の増加（前期比675百万円増）など

が挙げられます。現金及び預金が大きく増加した原因は、期末近くに完工・引渡した物件が前事業年度に

比較して多かったことによります。 

   ｂ．負債 

負債項目では、支払手形の増加（前期比409百万円増加）、短期借入金の増加（前期比208百万円増加）、

社債の増加（前期比130百万円増加）などが挙げられます。 

   ｃ．資本 

資本項目では、新株引受権の権利行使の影響により資本金が22百万円、資本準備金が22百万円、それぞ

れ増加しております。その他、当期純利益が232百万円と過去 高益となったことにより、利益剰余金は前

期比79.4％増の518百万円となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

   当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて717百万円増加し、当事業年度末には1,092

百万円となりました。 

   当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー 

     当事業年度における営業活動の主な収入は、税引前当期純利益394百万円、売上債権の減少額274百万円、

仕入債務の増加額461百万円であります。また、主な支出としては、たな卸資産の増加額507百万円があげ

られます。 

これらの結果、営業活動によるキャッシュ・フローは714百万円の増加となりました(前事業年度は1,457

百万円の資金減)。 

ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー 

     当事業年度における投資活動の主な収入は、定期預金の払戻しによる収入83百万円、積立預金の払戻し

による収入47百万円であります。また、主な支出としては、定期預金の預入による支出122百万円、積立預

金の預入による支出81百万円などとなりました。 

これらの結果、投資活動によるキャッシュ・フローは70百万円の減少となりました(前事業年度は96百万

円の資金減)。 

ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー 

     当事業年度における財務活動の主な収入は、長期借入金による収入1,714百万円、短期借入金増加額208

百万円、社債の発行による収入144百万円、増資による収入44百万円であります。また、主な支出としては、

長期借入金の返済による支出2,034百万円があげられます。 

これらの結果、財務活動によるキャッシュ・フローは74百万円の増加となりました(前事業年度は1,783

百万円の資金増)。 
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(3) 事業等のリスク 

 

 以下には、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。 
 また、事業上のリスクとして具体化する可能性は必ずしも高くないと見られる事項を含め、投資家の投資判

断上重要と考えられる事項については、投資家及び株主に対する情報開示の観点から積極的に開示しておりま

す。当社は、これらのリスクの発生の可能性を認識した上で、その発生の予防及び発生の際の対応に努力する

方針ですが、本項目の記載は当社の事業又は本株式への投資に関するリスクをすべて網羅するものではありま

せん。当社株式に関する投資判断は、本項目以外の記載内容もあわせて慎重に検討の上、行われる必要がある

と考えられます。なお、文中における将来に関する事項は、入手可能な情報から得られた当社の経営判断や予

測に基づくものです。 
 
① 経済情勢の変動について 

当社の主力事業である不動産販売事業は、購買者の需要動向に左右される傾向があります。購買者の需要動

向は景気・金利・地価等の動向や住宅税制等に影響を受けやすく、所得見通しの悪化、金利の上昇等があった

場合には、購買者の住宅購入意欲の減退につながり、販売期間の長期化や販売在庫の増大など、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。 
また、経済情勢の変化は事業用地の購入代金、建築費等の変動要因ともなり、これらが上昇した場合には、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
② 競合の状況について 

 当社は、主力事業である不動産販売事業において様々な形態の不動産を仕入れ、多様な手法を用いて加工し、

間口の広い出口戦略を提供することで、他社との競合の回避に努めております。 
 しかしながら、当社の活動エリアである首都圏における競争は激化の状態にあり、大手デベロッパー等の競

合他社の参入状況によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
③ 不動産物件の引渡し時期等による業績の変動について 
 当社の不動産販売にかかる売上計上方法は、物件の売買契約を締結した時点ではなく、物件の引渡しを行っ

た時点で売上を計上する、引渡基準によっております。 
 そのため、物件の引渡し時期及び規模により、当社の上期及び下期または四半期ごとに業績に変動が生じる

可能性があります。 
 

④ 不動産物件の仕入について 
 当社の主力事業である不動産販売事業においては、物件の仕入の成否が販売可能数に直結するため、情報収

集力を積極化し、収益性のある物件の確保に努める方針であります。しかしながら、不動産市況の変化、物件

の取得競争の激化等により優良な物件を仕入れることが困難となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可

能性があります。 
 
⑤ 外部業者への工事の委託について 
 当社は、不動産販売事業における建築工事、リニューアル・リノベーション等の工事を外部業者に委託して

おります。 
 当社は、外部業者に委託した場合においても、品質・工程管理のため当社社員が随時外部業者との会議に参

加し、報告を受け、当社の要求する品質、工期に合致するように確認作業を行っております。 
 しかしながら、工事現場における災害の発生、外部業者からの虚偽の報告、外部業者の倒産や契約不履行等、

当社が予期しない事態が発生し、工事が遅延・停止した場合には、計画通りの開発に支障をきたし、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

⑥ 在庫リスクについて 
 当社では事業の拡大に伴って、販売物件の増加に対応すべく土地等の仕入を行っているため、 近のたな卸

資産は増加しております。 
 平成18年３月期では、販売用不動産及び仕掛不動産（たな卸資産）が総資産に占める割合は総資産の61.9％
を占めております。 
 不動産販売事業に際しては、過去の実績や経験等を活かした計画立案等によって想定される在庫リスクの排 
除に努めておりますが、販売状況が不振となって販売価格を下げた場合や、土地等の仕入後において開発行為

や販売活動に長時間を要し、その間に土地価格等が下落した場合等には、当社の業績及び資金繰りに影響を与 
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える可能性があります。 
 

⑦ 有利子負債への依存について 
 当社の不動産販売事業におけるデベロップメント業務用地及び物件の仕入代金並びに建築代金は、主として

金融機関等からの借入によっております。そのため、平成18年3月末現在における当社の総資産額に占める有利

子負債の比率は63.3％となっております。従って、当社の経営成績は金利変動による影響を受けやすくなって

おります。当社は資金調達手段の多様化及び自己資本の充実に努める予定でありますが、当面は、金利動向に

著しい変化が生じた場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 また、事業の拡大に合わせて資金需要は増して行くものと思われますが、現状では自己資金が必ずしも十分

でないため、外部からの資金調達が重要になります。資金調達に際しては、当社では特定の金融機関等に依存

することなく個別案件ごとに金融機関等に融資を打診しており、取引金融機関等は増加傾向にあり、融資枠も

徐々に拡大しております。しかしながら、何らかの理由により資金調達が予定通りに進まなかった場合には、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 近２年間の有利子負債の状況は以下の通りです。 

  （単位：千円、％）

平成17年３月期 平成18年３月期  

金額 比率 金額 比率 

有利子負債合計 3,541,485 76.6 3,579,119 63.3

 短期借入金 725,780 15.7 933,800 16.5

 １年内返済予定長期借入金 983,994 21.3 941,783 16.6

 長期借入金 1,831,711 39.6 1,553,536 27.5

 １年内返済予定社債 ― ― 20,000 0.4

 社債 ― ― 130,000 2.3

総資産額 4,623,700 100.0 5,656,767 100.0

 

⑧ 減損会計導入による影響について 

 当社は、平成18年３月期から減損会計を適用しておりますが、現時点において業績に重要な影響を与えるよ

うな減損が生じる可能性は低いものと判断しております。しかしながら、今後の経済情勢の悪化等により事業

用不動産の収益性が低迷し、減損処理が必要となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
⑨ 法的規制について 
 当社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、建築基準法、都市計画法、建物の区分所

有等に関する法律、マンション管理適正化法等により、法的規制を受けております。これらの法令が変更され、

規制が強化された場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 また、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、「建設業法」に基づく建設業（内装

工事仕上業）の許可及び「建築士法」に基づく一級建築士事務所としての許可を受け、事業を行っております。

当社は当該許認可の対象となる法令等の遵守に努めておりますが、将来何らかの法令違反となる事態が発生し、

当社の許認可の取消や業務の一時停止処分等を受けた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 ａ．宅地建物取引業者免許 
  免許番号：東京都知事（４）第61248号 
  有効期間：平成14年5月18日から平成19年5月17日まで 
 ｂ．一般建設業の許可 
  許可番号：東京都知事 許可（般―１６）第111810号 
  有効期間：平成16年9月16日から平成21年9月15日まで 
  建設業の種類：内装仕上工事業 
 ｃ．建築士事務所の登録 
  登録番号：東京都知事登録 第47594号 
  登録年月日：平成16年6月1日 

登録有効期限：平成19年6月1日 
建築士事務所名称：株式会社ラ・アトレ一級建築士事務所 

 
⑩ アスベスト対策について 

 当社は、再生不動産売上部門における物件を購入する場合には、アスベストの使用の有無について調査を行

い、アスベストが使用されていた場合、その飛散防止の対策を講じる他、建物を解体する場合には飛散防止の 
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みならず、廃アスベストの処理を適正に行い、購買者及び近隣住民等の健康被害の抑制に努める方針でありま

す。 
 しかしながら、当社が予期しない形でアスベストの使用が発覚し、その処置のための費用負担が発生した場

合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 また、アスベスト以外にも身体に害を与えるとされる建築材料が将来新たに指定され、それらの処理義務が

当社に課せられた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
⑪ 土壌汚染等の対策について 

 当社は、デベロップメント業務用地を仕入れる場合には、土壌汚染・地中埋設物等による建築スケジュール

への影響を回避するために、調査を必須とし、売買契約書において土壌汚染費用等を売主負担としております。

しかしながら、使用履歴上は問題ない土地であっても、購入後または分譲後に近隣地域から土壌汚染物質が流

入するなど土壌汚染問題が発生し、または、新たな汚染物質が指定される等、当社が予期しない形で土壌汚染

対策が求められた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
⑫ 個人情報の保護について 

 当社は、事業活動を通じて個人情報を取得している他、当社の役職員に関する個人情報を有しております。 
 当社においては、「プライバシー・ポリシー」を顧客に対して配布するほか、ホームページ上にも掲載して

おります。また、随時社員に対する個人情報保護の徹底を指示しており、個人情報の取り扱いには細心の注意

を払っております。 
 しかしながら、将来何らかの理由により個人情報が当社から漏洩し、当社が適切な対応を行えず、当社の信

用力が失墜し、または損害賠償による損失が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
⑬ 訴訟等の可能性について 

 当社は、現時点において業績に重要な影響を及ぼす訴訟を提起されている事実はありません。しかしながら、

当社が販売、施工、管理する不動産物件において、瑕疵等の発生、または工事期間中における近隣からの騒音

クレーム等の発生等があった場合、これらに起因する訴訟その他の請求が発生する可能性があります。これら

の訴訟等の内容及び結果によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
⑭ 組織体制について 

 当社は、提出日現在、役員及び従業員合計が55名となっております。内部管理体制もこのような組織の規模

に応じたものとなっております。 
 今後は当社の事業規模の拡大に合わせて人員の確保を図るとともに、それに併せて内部管理体制も強化・充

実に努める方針であります。しかしながら、組織の拡大に対応した内部管理体制を構築することができなかっ

た場合には、当社の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。 
 
⑮ 特定人物への依存について 

当社は、創業以来現在に至るまで代表取締役である岡本英の経営判断・発想などに大きく依存しております。 
当社は、同人に依存しない組織的な経営体制を構築すべく、組織体制を整備するよう努めておりますが、そ

のような体制が構築される前に同人が何らかの理由により当社経営者としての業務を遂行できなくなった場合

には、当社の業績及び今後の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。 
 

⑯ 人材の育成・確保について 
当社の主力事業である不動産販売事業においては、その事業活動において複雑な権利調整や近隣対策などの

特殊的な技能が要求される場合があります。当社は組織的に蓄積したノウハウをもって既存社員各人の能力を

向上させるとともに、外部から優秀な人材を確保することで、より効率的な事業運営の実現に努める方針であ

ります。しかしながら、これらの人材の育成・確保が予定通りに進まない場合には、当社の業績及び今後の事

業運営に影響を及ぼす可能性があります。 
 

⑰ 新株引受権及び新株予約権の権利行使による株式価値の希薄化について 

 当社は、旧商法第341条ノ11第２項及び旧商法第341条ノ８第４項に従い、平成11年12月21日開催の取締役

会決議及び平成11年12月24日開催の臨時株主総会決議に基づき新株引受権付社債を発行しております。また、

旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に従い、平成15年６月23日開催の定時株主総会決議並びに

平成15年12月17日及び平成16年３月15日開催の取締役会決議に基づき、当社取締役、監査役、並びに従業員の

うち当社の取締役会が認めた者に対して新株予約権を付与しております。 
 これらの新株引受権及び新株予約権が権利行使された場合、新株式が発行され、株式価値が希薄化する可能 
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性があります。平成18年５月31日現在、これらの新株引受権及び新株予約権による潜在株式数は3,668株であ

り、提出日現在の発行済株式総数16,648株の22.0％に相当しております。 
  

⑱ 「構造計算書の偽装問題」への対応について 
当社で今までに取り扱っている物件で国土交通省のホームページの「姉歯元一級建築士による構造計算書の

偽装があった物件等（平成18年４月19日現在）」において発表された、報道発表資料（以下「報道発表資料」

と称します）に記載された物件に該当するものはありません。 
なお、「構造計算書偽装問題」に関して当社の「デベロップメント業務」、「新築マンション販売業務」、

「リノベーション分譲業務」、「インベストメントプロジェクト業務」、「リニューアルマンション販売業務」

は、以下のとおり対応しております。 
 
当社が開発している「デベロップメント業務」に関して、依頼した設計会社・施工業者が報道発表資料に記

載された設計会社・施工業者に該当するか否かを確認したところ、施工業者で１件該当がありましたが、該当

施工業者より「構造計算書偽装問題」には関与していない旨を確認しております。 
なお、「デベロップメント業務」の物件に関しては、改めて第三者による構造計算書のチェックを行い、そ

の結果、構造計算書に問題のないことを確認しております。 
 
他社が開発しているマンションの一部を買取り販売する「新築マンション販売業務」に関して、当該物件の

設計会社・施工業者・事業主（建築主）が報道発表資料に記載された設計会社・施工業者・事業主（建築主）

に該当するか否かを確認したところ、該当者はありませんでした。 
また、事業主（建築主）及び設計者から「構造計算書偽装問題」には関係していないことを確認し、さらに

構造計算書が入手できた１物件に関しては第三者による構造計算書のチェックまで行い、その結果、構造計算

書に問題のないことを確認しております。 
 
中古の社宅、賃貸マンションを１棟ごと買取り、バリューアップし、分譲マンションとして販売する「リノ

ベーション分譲業務」に関して、当該物件の設計会社・施工業者・事業主（建築主）が報道発表資料に記載さ

れた設計会社・施工業者・事業主（建築主）に該当するか否かを確認したところ、該当者はありませんでした。 
また、事業主（建築主）または設計者から「構造計算書偽装問題」には関係していない旨を書面または聞き

取りにより確認をし、さらに構造計算書が入手できた物件に関しては改めて第三者による構造計算書のチェッ

クを行い、構造計算書が入手できない物件に関しては第三者に建物状況評価を依頼し、両方とも構造等には問

題のないことを確認しております。 
 
中古のオフィスビル・賃貸マンションを一棟ごと買取り、収益率を改善して販売する「インベストメントプ

ロジェクト業務」に関して、瑕疵担保責任（＊１）の対象となる物件と当社の保有物件について、当該物件の

設計会社・施工業者・事業主（建築主）が報道発表資料に記載された設計会社・施工業者・事業主（建築主）

に該当するか否かと「構造計算書偽装問題」に関係しているか否かを確認しましたが、他の業務と比べこの業

務の取り扱い物件は比較的経過年数が経っている物件もあり、設計会社・施工業者が不明な場合や構造計算書

が当社に引き継がれていない場合もあるため、設計会社・施工業者が分かっている場合でも法令及び条例上の

保存義務期間を経過しているために設計会社・施工業者が構造計算書を保存しておらず、また事業主・施工業

者・設計会社が廃業等しているなど、追跡調査をしても確認ができず、聞き取りもできない場合がありました。 
その結果、これらの設計会社・施工業者・事業主（建築主）が報道発表資料に記載された設計会社・施工業

者・事業主（建築主）に該当するか否かについては、対象物件のうち２棟は設計会社・施工業者とも不明、そ

して１棟は施工業者だけが不明でした。 
しかしながら、当社では「インベストメントプロジェクト業務」の調査対象物件の全てについて第三者に建

物状況評価を依頼し、構造等には問題のないことを確認しております。 
 
中古マンションを１戸ごと買取り、バリューアップして販売する「中古リニューアル販売業務」に関しては、

瑕疵担保責任の対象となる当該物件の設計会社・施工業者・事業主（建築主）が報道発表資料に記載された設

計会社・施工業者・事業主（建築主）に該当するか否かを確認した結果、設計会社・事業主ともに該当者はな

く、施工業者には計10件の該当物件がありましたが、該当する施工業者またはその施工業者と直接の工事契約

関係にある事業主から偽装問題には関与していない旨を確認しております。 
 
以上の対応により、当社では構造計算書の偽装が行われていないと判断しております。 
 
今後においても、上記の対応を継続して行う体制を取っております。しかしながら「構造計算書の偽装問題」 
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は、社会問題となっているため、これらが拡大、深刻化することにより、不動産業界に対する不信感を助長し、

購買者の購入意欲の低下を招く結果となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
また、当該偽装問題に起因してガイドラインや法令が改正された場合には、それに基づき必要な対策を随時

実施する方針でありますが、その内容によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

   （＊１）物件の引渡し時に明らかにされていなかった瑕疵（隠れた瑕疵）があった場合、売主が買主に対し

て負う責任をいい、「宅地建物取引業法」により、売主が宅地建物取引業者で買主が宅地建物取引業

者でない 場合は、売主は物件の引渡し時より 低２年間隠れた瑕疵に対する責任を負担する必要が

あります。 

 

⑲ 関連当事者との取引について 

当社は、平成18年３月31日現在において、当社の代表取締役及び個人主要株主である岡本英から、当社の金

融機関からの借入(113,690千円)に対して債務保証を受けております。なお、当社は債務被保証に対して保証料

の支払い及び担保の提供は行っておりません。 
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 (4) 次期の見通し 

 今後の経済見通しは、当面は引き続き景気の拡大基調が続くものと思われます。 

 当不動産業界におきましても、都心部を中心とした地価の堅調な推移を背景に、今後も安定的な需要が予測

されます。一方、一部都心地域におけるマンション用地の騰貴、金融の量的緩和の解除による金利上昇懸念、

耐震偽装事件による消費者心理への悪影響といった不安材料も混在しております。 

 このような環境の中、当社はマンションから戸建住宅、タウンハウスまで開発できる応用力を強みにし、様々

な仕入情報を有効活用していくとともに、中古不動産のリニューアル・リノベーション・コンバージョン等に

よる再生事業にもより積極的に取り組んでまいります。また、当社が開発する物件の構造計算の管理はもとよ

り、当社が購入する中古不動産の構造計算の適正性についても引き続き調査を行い、顧客の信頼を獲得してい

きたいと考えております。 

 次期の業績の見通しは、売上高8,000百万円（前年同期比27.8％増）、経常利益500百万円（前年同期比31.5％）、

当期利益289百万円（前年同期比24.2％）を見込んでおります。 
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4.財務諸表 

 (1) 財務諸表 

  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 ※１ 485,485  1,247,318

２ 受取手形  280,000  －

３ 売掛金  －  5,596

４ 有価証券  2,000  1,999

５ 販売用不動産 ※１ 2,167,337  2,842,442

６ 商品  －  1,905

７ 仕掛不動産 ※１ 830,888  660,910

８ 前渡金  9,359  16,407

９ 前払費用  48,795  47,706

10 繰延税金資産  3,903  10,072

11 その他  3,250  9,912

貸倒引当金  △2,077  △298

流動資産合計  3,828,943 82.8  4,843,974 85.6

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 ※１ 253,802 255,118 

減価償却累計額  14,220 239,581 22,472 232,646

(2) 構築物  350 350 

減価償却累計額  37 312 88 261

(3) 工具器具及び備品  2,054 2,304 

減価償却累計額  202 1,852 719 1,584

(4) 土地 ※１ 455,880  455,880

有形固定資産合計  697,626 15.1  690,372 12.2

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  2,342  3,389

(2) その他  2,427  2,446

無形固定資産合計  4,769 0.1  5,836 0.1

３ 投資その他の資産   

(1) 出資金  2,680  2,680

(2) 長期貸付金  12,830  11,186

(3) 長期前払費用  2,550  4,346

(4) 繰延税金資産  6,157  7,187

(5) 長期性預金  －  70,600

(6) その他  68,143  20,582

投資その他の資産合計  92,361 2.0  116,584 2.1

固定資産合計  794,757 17.2  812,793 14.4

資産合計  4,623,700 100.0  5,656,767 100.0
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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 支払手形  283,500  692,620

２ 買掛金  44,590  97,336

３ 短期借入金 ※1 725,780  933,800

４ １年以内返済予定 

長期借入金 
※1 983,994  941,783

５ 1年以内償還予定社債  －  20,000

６ 未払金  29,599  77,432

７ 未払費用  17,177  41,446

８ 未払法人税等  39,980  121,612

９ 未払消費税等  3,259  12,894

10 前受金  12,888  108,736

11 預り金  20,144  14,494

12 前受収益  19,027  23,822

13 賞与引当金  1,393  1,566

14 その他  768  318

流動負債合計  2,182,104 47.2  3,087,865 54.6

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  －  130,000

２ 長期借入金 ※1 1,831,711  1,553,536

３ 退職給付引当金  14,558  16,875

４ 預り敷金保証金  103,231  103,763

５ その他  2,546  －

固定負債合計  1,952,048 42.2  1,804,175 31.9

負債合計  4,134,153 89.4  4,892,040 86.5

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※2 128,450 2.8  150,975 2.6

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  71,980  94,955

資本剰余金合計  71,980 1.5  94,955 1.7

Ⅲ 利益剰余金   

１ 当期未処分利益  289,117  518,796

利益剰余金合計  289,117 6.3  518,796 9.2

資本合計  489,547 10.6  764,727 13.5

負債及び資本合計  4,623,700 100.0  5,656,767 100.0
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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 新築物件売上高  2,518,193 2,150,704 

２ 再生不動産売上高  1,903,807 3,150,439 

３ 不動産管理売上高  265,272 352,541 

４ ゴルフ会員権売上高  479,900 544,021 

５ その他売上高  75,218 5,242,394 100.0 62,998 6,260,706 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 新築物件売上原価  2,127,254 1,732,433 

２ 再生不動産売上原価  1,528,611 2,561,571 

３ 不動産管理売上原価  181,445 181,466 

４ ゴルフ会員権売上原価  401,986 459,562 

５ その他売上原価  28,074 4,267,373 81.4 29,616 4,964,649 79.3

売上総利益  975,020 18.6  1,296,056 20.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 645,038 12.3  798,344 12.8

営業利益  329,981 6.3  497,712 7.9

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  575 383 

２ 受取配当金  153 48 

３ 雑収入  1,309 2,037 0.0 1,236 1,668 0.0

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  71,856 112,859 

２ 社債利息  － 546 

３ 新株発行費  1,067 497 

４ 社債発行費  － 5,104 

５ 雑損失  259 73,182 1.4 240 119,248 1.9

経常利益  258,836 4.9  380,132 6.1

Ⅵ 特別利益   

  １ 和解金  － 12,857 

  ２ 貸倒引当金戻入  － － － 1,449 14,306 0.2

税引前当期純利益  258,836 4.9  394,438 6.3

法人税、住民税及び事業税  106,576 168,948 

法人税等調整額  303 106,880 2.0 △7,199 161,748 2.6

当期純利益  151,956 2.9  232,690 3.7

前期繰越利益  137,161  286,106

当期未処分利益  289,117  518,796
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売上原価明細書 

 

ａ 新築物件売上原価 

  

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

 Ⅰ 不動産取得費  1,037,095 48.8 1,042,451 60.2

 Ⅱ 外注費  1,053,876 49.5 659,735 38.1

 Ⅲ 経費  36,282 1.7 30,247 1.7

新築物件売上原価  2,127,254 100.0 1,732,433 100.0

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

 

ｂ 再生不動産売上原価 

  

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

 Ⅰ 不動産取得費  1,283,718 84.0 2,172,874 84.8

 Ⅱ 外注費  180,673 11.8 314,088 12.3

 Ⅲ 経費  64,220 4.2 74,607 2.9

再生不動産売上原価  1,528,611 100.0 2,561,571 100.0

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

 

ｃ 不動産管理売上原価 

  

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

 Ⅰ 賃借料  174,455 96.1 162,948 89.8

 Ⅱ 減価償却費  6,120 3.4 8,166 4.5

 Ⅲ その他  869 0.5 10,351 5.7

不動産管理売上原価  181,445 100.0 181,466 100.0

 

ｄ ゴルフ会員権売上原価 

  

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

 商品仕入高  401,986 100.0 459,562 100.0

ゴルフ会員権売上原価  401,986 100.0 459,562 100.0

 

ｅ その他売上原価 

  

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

 Ⅰ 外注費  21,286 75.8 28,943 97.7

 Ⅱ 経費  6,788 24.2 672 2.3

その他売上原価  28,074 100.0 29,616 100.0
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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    

１ 税引前当期純利益  258,836 394,438 

２ 減価償却費  7,327 9,927 

３ 貸倒引当金の増減額  871 △1,779 

４ 退職給付引当金の増減額  2,202 2,317 

５ 賞与引当金の増減額  68 173 

６ 受取利息及び受取配当金  △726 △430 

７ 支払利息  71,856 112,859 

８ 社債利息  ― 546 

９ 新株発行費  1,067 497 

10 社債発行費  ― 5,104 

11 売上債権の増減額  △280,000 274,404 

12 たな卸資産の増減額  △1,270,859 △507,032 

13 仕入債務の増減額  △271,893 461,867 

14 未払消費税等の増減額  △9,188 9,634 

15 その他  207,469 155,745 

小計  △1,282,968 918,274 

16 利息及び配当金の受取額  804 418 

17 利息の支払額  △69,212 △113,942 

18 法人税等の支払額  △106,095 △90,047 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,457,472 714,702 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 定期預金の預入による支出  △77,479 △122,030 

２ 定期預金の払戻による収入  71,468 83,483 

３ 積立預金の預入による支出  △70,608 △81,615 

４ 積立預金の払戻による収入  48,001 47,005 

５ 出資金の拠出による支出  △400 ― 

６ 出資金の償還による収入  800 ― 

７ 有形固定資産の取得による支出  △66,669 △1,566 

８ 無形固定資産の取得による支出  ― △2,174 

９ 貸付けによる支出  △15,400 △2,500 

10 貸付金の回収による収入  11,666 4,885 

11 その他  2,181 3,513 

投資活動によるキャッシュ・フロー △96,439 △70,998 
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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) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の純増減額  △208,122 208,020 

２ 長期借入れによる収入  2,997,000 1,714,500 

３ 長期借入金の返済による支出  △1,065,301 △2,034,885 

４ 社債の発行による収入  ― 144,895 

５ 株式の発行による収入  61,832 44,552 

６ 配当金の支払額  △1,940 △3,011 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,783,468 74,071 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  229,556 717,775 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  144,950 374,506 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 374,506 1,092,281 
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④ 利益処分案 

 

  
前事業年度 

(株主総会承認日：平成17年６月28日)
当事業年度 

(株主総会承認予定日：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  289,117 518,796 

Ⅱ 利益処分額    

 配当金  3,011 3,912 

Ⅲ 次期繰越利益  286,106 514,884 
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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 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法又は償却原価

法 

 

２ デリバティブ取引により生

じる正味の債権(及び債務)

の評価基準及び評価方法 

 

時価法 同 左 

 

３ たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

 

販売用不動産及び仕掛不動産 

個別法に基づく原価法 

販売用不動産、仕掛不動産及び商品 

同 左 

４ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 

  定率法 

  (ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物については、定額法を採用して

おります。) 

  なお、主な耐用年数は以下のとおり 

   建物     10年～40年 

   構築物    13年 

   工具器具備品  3年～20年 

(1) 有形固定資産 

同 左 

 

 

 

 

 (2) ソフトウェア 

  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 

(2) ソフトウェア 

同 左 

 (3) 長期前払費用 

  定額法 

 

(3) 長期前払費用 

同 左 

５ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出時に全額費用処理しております。 

 

(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。 

６ 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

別に回収可能性を検討し、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 

  従業員の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) 退職給付引当金 

  当期末において従業員が自己都合によ

り退職した場合の要支給額の100％を計

上しております。 

(3) 退職給付引当金 

同 左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

７ 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 

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっております。 

 

 

 

(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 

(3) ヘッジ方針 

  金利の低減のため、対象債務の範囲内

でヘッジを行っております。 

(4) ヘッジ有効性評価 

  個別ごとに有効性を判断することとし

ております。 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。なお､

特例処理の要件を満たしている場合は、

特例処理を適用しております。 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

       同左 

  

(3) ヘッジ方針 

       同左 

 

(4) ヘッジ有効性評価 

       同左 

９ キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

キャッシュ・フロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求

払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日

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でありま

す。 

 

同 左 

10 その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によって

おり、たな卸資産に係る控除対象外消費税

等は販売費及び一般管理費に計上しており

ます。 

同 左 

 

(会計方針の変更) 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

― 

 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用してお

ります。 

これによる損益に与える影響はありません。 
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(表示方法の変更) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

― 

 

 

 

 

 

前事業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、「長期性預金」は、総資産の

100分の１を超えたため、区分掲記しました。 

なお、前事業年度における「長期性預金」の金額は、

41,500千円であります。 

 

(追加情報) 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(保有目的の変更) 

当事業年度において、販売用不動産として保有していたラ・

アトレ四谷左門町ビルについて事業計画の見直しを行なった

結果、有形固定資産(土地112,133千円及び建物83,303千円)に

振替えております。 

 

 

― 

 

(外形標準課税) 

「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日以後に開始

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3,097千円増加し、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及びこれに対応する債務 

 (1) 担保に供している資産 

現金及び預金 63,437千円

販売用不動産 2,149,336千円

仕掛不動産 830,888千円

建物 239,581千円

土地 455,880千円

計 3,739,125千円

  

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 

 (1) 担保に供している資産 

現金及び預金 50,440千円

販売用不動産 2,453,392千円

仕掛不動産 647,565千円

建物 229,118千円

土地 455,880千円

計 3,836,397千円

  

 (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 659,780千円

１年以内返済予定長期借入金 944,755千円

長期借入金 1,761,481千円

計 3,366,016千円

  

 (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 892,800千円

１年以内返済予定長期借入金 913,099千円

長期借入金 1,452,020千円

計 3,257,919千円

  

※２ 会社が発行する株式   普通株式  15,520株 

   発行済株式総数     普通株式   6,022株 

※２ 会社が発行する株式   普通株式  62,592株 

   発行済株式総数     普通株式  15,648株 
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(損益計算書関係) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

販売手数料 72,381千円

広告宣伝費 115,796千円

役員報酬 81,528千円

従業員給与手当 151,710千円

外務員報酬 43,277千円

賞与引当金繰入額 5,087千円

減価償却費 1,206千円

賃借料 36,281千円

貸倒引当金繰入額 871千円

おおよその割合 

 販売費 29％

 一般管理費 71％
 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

販売手数料 136,296千円

広告宣伝費 144,458千円

役員報酬 81,631千円

従業員給与手当 209,612千円

外務員報酬 18,029千円

賞与引当金繰入額 5,790千円

手数料 43,610千円

減価償却費 1,761千円

賃借料 31,400千円

おおよその割合 

 販売費 35％ 

 一般管理費 65％ 
 

  

 



                            

24 24

 
(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) 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に 

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 485,485千円

預入期間３か月超の定期預金 △110,979千円

 現金及び現金同等物  374,506千円
  

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に 

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 1,247,318千円

預入期間３か月超の定期預金 △155,036千円

 現金及び現金同等物 1,092,281千円
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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) 

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 

 内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額なリー

ス取引のため記載を省略しております。 

同左 
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(有価証券関係) 

前事業年度（平成17年３月31日） 

１ 時価評価されていない有価証券 

 

内容 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 金融債 2,000

 

２ その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額 

 

区分 
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) 

債券  

 (1) 国債・地方債等 ― ― ― ―

 (2) 社債 ― ― ― 
―

 (3) その他 2,000 ― ― ―

 

当事業年度（平成18年３月31日） 

１ 時価評価されていない有価証券 

 

内容 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 金融債 1,999

 

２ その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額 

 

区分 
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) 

債券  

 (1) 国債・地方債等 ― ― ― ―

 (2) 社債 ― ― ― 
―

 (3) その他 1,999 ― ― ―
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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 

  利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引で

あります。 

(2) 取引に対する取組方針 

  デリバティブ取引については、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。 

(3) 取引の利用目的 

  デリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場におけ

る利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用してお

ります。 

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行って

おります。 

  ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっております。 

  ヘッジ手段とヘッジ方法 

   ヘッジ手段  金利スワップ 

   ヘッジ対象  借入金利息 

  ヘッジ方針 

   金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債務の

範囲内でヘッジを行っております。 

  ヘッジ有効性評価の方法 

  個別取引ごとに有効性を判断することとしております。 

 

 

(4) 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、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定して

いるため信用リスクはほとんどないと判断しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引に関する社内規定に基づき取引を行っ

ております。 

  なお、多額の借入金は取締役会の専決事項でありますの

で、それに伴う金利スワップ契約の締結は、同時に取締役

会で決定されることとなります。 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

  取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あく

までデリバティブ取引における名目的な契約額、または計

算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引

のリスクの大きさを示すものではありません。 

（1）取引の内容 

同 左 

 

（2）取引に対する取組方針 

同 左 

 

 

（3）取引の利用目的 

同 左 

 

 
  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。 

 ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を

満たしている場合は、特例処理を適用しております。 

 ヘッジ手段とヘッジ方法 

  ヘッジ手段  同 左 

  ヘッジ対象  同 左 

 ヘッジ方針 

同 左 

 ヘッジ有効性評価の方法 

  個別取引ごとに有効性を判断することとしております。なお、

特例処理の要件を満たしているものについては、有効性の評価

を省略しております。 

（4）取引に係るリスクの内容 

  同 左 

 

 

 

（5）取引に係るリスク管理体制 

  同 左 

 

 

 

 

（6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同 左 
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２ 取引の時価等に関する事項 

前事業年度(平成17年３月31日) 

当社のデリバティブ取引には、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。 

 当事業年度(平成18年３月31日) 

当社のデリバティブ取引には、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。 
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(退職給付関係) 

 
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 採用している退職給付制度の概要 

  当社は、確定給付型の制度として、勤続満３年以上の社

員を対象に退職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 

  同左 

２ 退職給付債務及びその内訳 

退職給付債務 

退職給付引当金 14,558千円
 

２ 退職給付債務及びその内訳 

退職給付債務 

退職給付引当金 16,875千円
 

３ 退職給付費用の内訳 

退職給付費用 

勤務費用 2,680千円
 

３ 退職給付費用の内訳 

退職給付費用 

勤務費用 2,317千円
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等につい

ては記載しておりません。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  同左 

 



                            

30 30

 
(税効果会計関係) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産) 

 

 ① (流動資産) 

賞与引当金損金算入限度超過額 567千円

未払事業税損金不算入 2,491千円

貸倒引当金繰入限度超過額 845千円

      計 3,903千円

 

 ② (固定資産) 

賃貸建物減価償却超過額 217千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 5,227千円

投資有価証券評価損損金不算入 712千円

      計 6,157千円

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産) 

 

 ① (流動資産) 

賞与引当金損金算入限度超過額 637千円

未払事業税損金不算入 9,412千円

貸倒引当金繰入限度超過額 23千円

      計 10,072千円

 

 ② (固定資産) 
賃貸建物減価償却超過額 205千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 6,269千円

投資有価証券評価損損金不算入 712千円

      計 7,187千円

  
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 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省

略しております。 

   

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 

同左 

 

３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正 

繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、前事業年

度42.05％、当事業年度40.69％であります。これにより繰延

税金資産の金額が336千円減少し、当期に費用計上された法人

税等調整額の金額が同額増加しております。 

 

― 

 

(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) 

該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 
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【関連当事者との取引】 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 
属性 

氏名又は 
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)

役員及
び個人
主要株
主 

岡本 英 ― ― 
当社代表取締
役 

直 接25.5％ ― ― 

借入金及びリ
ース債務に対
する債務被保
証 
(注)２ 

3,545,284 ― ― 

役員 神田 庄二 ― ― 当社監査役 
直 接  
0.3％ 

― ― 
営業用資産の
賃借 

1,506 ― ― 

役員及
びその
近親者 

岡本 寛 
(注)３ 

― ― 会社役員 ― ― ― 
営業用資産の
賃借 

2,112 ― ― 

役員及
びその
近親者 

岡本たま子 
(注)４ 

― ― ― ― ― ― 
営業用資産の
賃借 

2,100 ― ― 

役員が
議決権
の過半
数を所
有して
いる会
社 

㈱日本ビジネ
スプラン 
(注)５ 

東京都 
港区 

40,000 
ソフトウェア
企画販売等 

直 接  
0.7％ 

１名 ― 不動産の賃貸 11,627 
預り保証
金 

4,000

(注) １ 上記の金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 

２ 当社の金融機関からの借入及びリース物件の債務に対して債務保証を受けているものであります。なお、当社は債務

被保証に対して保証料の支払い及び担保の提供は行っておりません。 

３ 岡本寛は、当社代表取締役岡本英の実兄であります。 

４ 岡本たま子は、当社代表取締役岡本英の実母であります。 

５ ㈱日本ビジネスプランは、当社取締役滝澤雄一が議決権の71％を所有している会社であります。 

６ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  取引条件は、一般の取引条件によっております。 
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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 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 
属性 

氏名又は 
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)

役員及
び個人
主要株
主 

岡本 英 ― ― 
当社代表取締
役 

直 接
37.22％ 

― ― 

借入金及びリ
ース債務に対
する債務被保
証 
(注)２ 

113,690 ― ― 

役員 神田 庄二 ― ― 当社監査役 
直 接  
0.3％ 

― ― 
営業用資産の
賃借 

1,271 ― ― 

役員及
びその
近親者 

岡本 寛 
(注)３ 

― ― 会社役員 ― ― ― 
営業用資産の
賃借 

1,322 ― ― 

役員及
びその
近親者 

岡本たま子 
(注)４ 

― ― ― ― ― ― 
営業用資産の
賃借 

1,400 ― ― 

役員が
議決権
の過半
数を所
有して
いる会
社 

㈱日本ビジネ
スプラン 
(注)５ 

東京都 
港区 

40,000 
ソフトウェア
企画販売等 

直 接  
0.5％ 

１名 ― 不動産の賃貸 2,785 
預り保証
金 

― 

(注) １ 上記の金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 

２ 当社の金融機関からの借入及びリース物件の債務に対して債務保証を受けているものであります。なお、当社は債務

被保証に対して保証料の支払い及び担保の提供は行っておりません。 

３ 岡本寛は、当社代表取締役岡本英の実兄であります。 

４ 岡本たま子は、当社代表取締役岡本英の実母であります。 

５ ㈱日本ビジネスプランは、当時、取締役であった滝澤雄一が議決権の71％を所有している会社であります。なお、滝

澤雄一は、平成17年6月28日付をもつて退任しております。 

６ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  取引条件は、一般の取引条件によっております。 
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(１株当たり情報) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 81,293円19銭

 

１株当たり純資産額 48,870円 61銭

 

１株当たり当期純利益 37,198円62銭

 

１株当たり当期純利益 16,604円 12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、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２月20日をもって１株を２株にする株式分割を

行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における１株当たり情報は以下のとおりとな

ります。 

１株当たり純資産額 71,160円12銭

１株当たり当期純利益 15,852円98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、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。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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12月10日をもって１株を２株にする株式分割を

行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における１株当たり情報は以下のとおりとな

ります。 

１株当たり純資産額 40,646円59銭

１株当たり当期純利益 18,599円31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、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。 

(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 

 

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) 

損益計算書上の当期純利益(千円) 151,956 232,690

普通株式に係る当期純利益(千円) 151,956 232,690

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 4,085 14,014

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まれなかった潜在株式の概要 

新株引受権の残高76,850千

円及び新株予約権２種類

(566個)。  

新株引受権の残高31,800千

円及び新株予約権２種類

(1,132個)。 
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(重要な後発事象) 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

― 

 

 

平成18年5月9日及び平成18年5月23日開催の取締役会にお

いて、下記の通り新株式の発行を決議し、平成18年6月11

日に払込が完了しました。この結果、平成18年6月11日付

で資本金は290,475千円、発行済株式総数は16,648株とな

っております。 

① 募集方法 ：一般募集（ブックビルディング

方式による募集） 

② 発行する株式の種類

及び数 

：普通株式 1,000株 

③ 発行価格 ：1株につき300,000円 

 一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：1株につき279,000円 

 この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込

金として受け取った金額であります。なお、発行価格

と引受価額との差額は、引受人の手取金になります。

⑤ 発行価額 ：1株につき221,000円 

⑥ 発行価額の総額 ：221,000千円 

⑦ 払込金額の総額 ：279,000千円 

⑧ 資本組入額 ：1株につき139,500円 

⑨ 資本組入額の総額 ：139,500千円 

⑩ 払込期日 ：平成18年6月11日 

⑪ 配当起算日 ：平成18年4月1日 

⑫ 資金の使途 ：全額運転資金（不動産購入及び

建設資金）に充当予定 
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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) 受注実績 

当事業年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

① 受注高 

 

事業部門 受注高(千円) 前年同期比(％) 

不動産販売事業 6,274,697 142.9

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 不動産販売事業以外では受注活動を行っていないため記載を省略しております。 

 

② 受注残高 

 

事業部門 受注残高(千円) 前年同期比(％) 

不動産販売事業 1,248,625 453.9

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 不動産販売事業以外では受注活動を行っていないため記載を省略しております。 

 

(3) 販売実績 

当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

事業部門 販売高（千円） 前年同期比(％) 

不動産販売事業 5,301,144 119.9

不動産管理事業 352,541 132.9

ゴルフ会員権事業 544,021 113.4

その他事業 62,998 83.8

合計 6,260,706 119.4

(注) １ 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 

 

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) 相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

㈱あさひ不動産 547,476 10.4 ― ―

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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6.役員の異動 

 

該当事項はございません。 

 


