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平成 18 年６月 27 日 

各      位 
神奈川県川崎市高津区二子五丁目 1番 1号 

株式会社ノエル 

代表取締役社長 金古 政利 

（コード番号：8947） 

問い合わせ先 取締役業務推進室長 川上 博 

Tel 044-820-3150 

 

 

（訂正）平成 18 年８月期 中間決算短信（連結）の一部訂正について 

 
平成 18 年４月 12 日に発表致しました「平成 18 年８月期 中間決算短信（連結）」について再確認を

行った結果、記載事項の一部に訂正を要する事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所には____を付して表示しております。 

 

記 

 

 訂正箇所 

① １．平成 18 年２月中間期の連結業績（１）連結経営成績（１ページ） 

（訂正前） 

  売上高 営業利益 経常利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18 年２月中間期 20,239 ( 45.5) 1,085 (53.8) 601 (27.8)

17 年２月中間期 13,911 (219.3) 706 ( － ) 470 ( － )

17 年８月期 33,608   1,607   945   

  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

18 年２月中間期 402 (87.9) 38,964 67 37,644 82

17 年２月中間期 214 ( － ) 23,468 24 － －

17 年８月期 455   49,883 37 － －
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（訂正後） 

   

 

② １．平成 18 年２月中間期の連結業績（２）連結財政状態（１ページ） 

（訂正前） 

   

（訂正後） 

   

  売上高 営業利益 経常利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18 年２月中間期 20,239 ( 45.5) 1,088 (54.1) 657 (39.9)

17 年２月中間期 13,911 (219.3) 706 ( － ) 470 ( － )

17 年８月期 33,608   1,607   945   

  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

18 年２月中間期 434 (102.7) 42,046 80 40,622 56

17 年２月中間期 214 ( － ) 23,468 24 － －

17 年８月期 455   49,883 37 － －

  総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

  百万円 百万円 ％ 円 銭

18 年２月中間期 39,040 3,395 8.7 319,294 56

17 年２月中間期 17,643 1,961 11.1 214,932 11

17 年８月期 26,220 2,203 8.4 241,526 98

  総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

  百万円 百万円 ％ 円 銭

18 年２月中間期 39,040 3,370 8.6 316,941 79

17 年２月中間期 17,643 1,961 11.1 214,932 11

17 年８月期 26,220 2,203 8.4 241,526 98
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③ １．平成 18 年２月中間期の連結業績（３）連結キャッシュ・フローの状況（１ページ） 

（訂正前） 

   

（訂正後） 

  
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２月中間期 △10,715 △153 11,554 2,834

17 年２月中間期 △5,199 △32 5,415 1,538

17 年８月期 △11,151 △172 12,117 2,148

 

  
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２月中間期 △10,718 △153 11,557 2,834

17 年２月中間期 △5,199 △32 5,415 1,538

17 年８月期 △11,151 △172 12,117 2,148
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④ ３.経営成績及び財政状態（１）経営成績（７ページ） 

（訂正前） 

このような環境下、当社グループは新たに策定した中期経営計画に掲げる経営戦略テーマ「シナジー」「グローカル」「リテー

ル」の実践を進めるとともに、収益性の向上と継続的な利益成長を目指すべく「ノエルブランドの確立」「収益構造変革」「運営

体制強化」という３つの重点施策目標の実現に向けた積極的な事業展開を図ってまいりました。これらの結果、当中間連結会計

年度の営業成績としては、売上高 20,239 百万円（前年同期比 45.5％増）、経常利益 601 百万円（前年同期比 27.8％増）、中間純

利益 402 百万円（前年同期比 87.9％増）となりました。 

   事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

 ①デベロップメント事業 

 地価動向や不動産取得競争の激化を反映し、不動産ソリューション機能と事業構築機能を発揮した分譲事業用地卸売りを中心

とする不動産分譲事業者等向けの事業展開が順調に推移したことに加え、一般顧客向けの宅地分譲、戸建住宅分譲、マンション

分譲の販売及び新規案件の仕込みを積極的に推進いたしました。その結果、売上高は 15,241 百万円（前年同期比 58.1％増）、

営業利益は 1,667 百万円（前年同期比 114.4％増）となりました。 

 ②不動産投資開発事業 

  賃貸マンションを中心とした既存の収益不動産への投資を積極化し投資残高の積み上げを進めると共に、商品企画力を活用し

た収益不動産の開発用地の取得に努めました。その結果、売上高は 3,952 百万円（前年同期比 16.8％増）、営業利益は 123 百万

円（前年同期比 69.1％減）となりました。 

 

（訂正後） 

このような環境下、当社グループは新たに策定した中期経営計画に掲げる経営戦略テーマ「シナジー」「グローカル」「リテー

ル」の実践を進めるとともに、収益性の向上と継続的な利益成長を目指すべく「ノエルブランドの確立」「収益構造変革」「運営

体制強化」という３つの重点施策目標の実現に向けた積極的な事業展開を図ってまいりました。これらの結果、当中間連結会計

年度の営業成績としては、売上高 20,239 百万円（前年同期比 45.5％増）、経常利益 657 百万円（前年同期比 39.9％増）、中間純

利益 434 百万円（前年同期比 102.7％増）となりました。 

   事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

 ①デベロップメント事業 

 地価動向や不動産取得競争の激化を反映し、不動産ソリューション機能と事業構築機能を発揮した分譲事業用地卸売りを中心

とする不動産分譲事業者等向けの事業展開が順調に推移したことに加え、一般顧客向けの宅地分譲、戸建住宅分譲、マンション

分譲の販売及び新規案件の仕込みを積極的に推進いたしました。その結果、売上高は 15,241 百万円（前年同期比 58.1％増）、

営業利益は 1,669 百万円（前年同期比 114.6％増）となりました。 

 ②不動産投資開発事業 

  賃貸マンションを中心とした既存の収益不動産への投資を積極化し投資残高の積み上げを進めると共に、商品企画力を活用し

た収益不動産の開発用地の取得に努めました。その結果、売上高は 3,952 百万円（前年同期比 16.8％増）、営業利益は 123 百万

円（前年同期比 69.0％減）となりました。 
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⑤ ３.経営成績及び財政状態（２）財政状態（７～８ページ） 

（訂正前） 

（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、10,718 百万円のマイナス（前年同期比 5,518 百万円増、同 106.1％増）となりました。

これは主に税金等調整前中間純利益 665 百万円を源泉とする収入があった一方で、業容拡大に伴う棚卸資産の増加が 12,048 百

万円あったこと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） 

 省略 

（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、11,557 百万円のプラス（前年同期比 6,142 百万円増、同 113.4％増）となりました。 

 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

  平成 16 年８月期 平成 17 年８月期 平成 18 年８月期

  中間 期末 中間 期末 中間 

株主資本比率（％） 6.4 14.8 11.1 8.4 8.7

時価ベースの株主資本比率（％） － － － － 60.1

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － － －

 （注）省略 
 

（訂正後） 

（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、10,715 百万円のマイナス（前年同期比 5,515 百万円増、同 106.1％増）となりました。

これは主に税金等調整前中間純利益 722 百万円を源泉とする収入があった一方で、業容拡大に伴う棚卸資産の増加が 12,048 百

万円あったこと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） 

 省略 

（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、11,554 百万円のプラス（前年同期比 6,139 百万円増、同 113.4％増）となりました。 

  

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

  平成 16 年８月期 平成 17 年８月期 平成 18 年８月期

  中間 期末 中間 期末 中間 

株主資本比率（％） 6.4 14.8 11.1 8.4 8.6

時価ベースの株主資本比率（％） － － － － 60.1

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － － －

 （注）省略 
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⑥ ４.中間連結財務諸表等（１）中間連結貸借対照表（９～10 ページ） 
（訂正前） 

    
前中間連結会計期間末 

（平成 17 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 18 年２月 28 日） 

 

対前中間期

比 

 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 17 年８月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）                

Ⅰ 流動資産                

      

９．その他     331,731   380,542     259,403  

貸倒引当金     △4,328   △11,091     △4,791  

流動資産合計     16,565,920 93.9  37,783,128 96.8 21,217,207   25,065,505 95.6

         

資産合計     17,643,263 100.0  39,040,615 100.0 21,397,351   26,220,984 100.0

                 

 

 

  
  

前中間連結会計期間末 

（平成 17 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 18 年２月 28 日） 

 

対前中間期

比 

 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 17 年８月 31 日） 

区分 
注記 

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円）
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

      

５．未払法人税

等 
    194,148   337,871    315,839  

      

流動負債合計     10,190,139 57.8  28,752,531 73.7 18,562,392   16,436,161 62.7

Ⅱ 固定負債               

           

固定負債合計     5,478,854 31.0  6,880,917 17.6 1,402,063   7,567,295 28.8

負債合計     15,668,993 88.8  35,633,448 91.3 19,964,455   24,003,457 91.5

           

（資本の部）               

           

Ⅱ 資本剰余金     439,000 2.5  951,180 2.5 512,180   439,000 1.7

Ⅲ 利益剰余金     854,968 4.8  1,452,692 3.7 597,723   1,096,006 4.2

Ⅳ その他有価証

券評価差額金 
    43,286 0.3  48,207 0.1 4,920   44,926 0.1

資本合計     1,961,255 11.1  3,395,059 8.7 1,433,803   2,203,933 8.4

負債、少数株

主持分及び資

本合計 

    17,643,263 100.0  39,040,615 100.0 21,397,351   26,220,984 100.0
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（訂正後） 

    
前中間連結会計期間末 

（平成 17 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 18 年２月 28 日） 

 

対前中間期

比 

 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 17 年８月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）                

Ⅰ 流動資産                

      

９．その他     331,731   380,232     259,403  

貸倒引当金     △4,328   △11,091     △4,791  

流動資産合計     16,565,920 93.9  37,782,817 96.8 21,216,897   25,065,505 95.6

         

資産合計     17,643,263 100.0  39,040,305 100.0 21,397,041   26,220,984 100.0

                 

 

 

  
  

前中間連結会計期間末 

（平成 17 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 18 年２月 28 日） 

 

対前中間期

比 

 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 17 年８月 31 日） 

区分 
注記 

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円）
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

         

５．未払法人税

等 
    194,148   362,578    315,839  

         

流動負債合計     10,190,139 57.8  28,777,237 73.7 18,587,098   16,436,161 62.7

Ⅱ 固定負債               

         

固定負債合計     5,478,854 31.0  6,880,917 17.7 1,402,063   7,567,295 28.8

負債合計     15,668,993 88.8  35,658,155 91.4 19,989,161   24,003,457 91.5

         

（資本の部）               

         

Ⅱ 資本剰余金     439,000 2.5  894,340 2.3 455,340   439,000 1.7

Ⅲ 利益剰余金     854,968 4.8  1,484,515 3.8 629,546   1,096,006 4.2

Ⅳ その他有価証

券評価差額金 
    43,286 0.3  48,207 0.1 4,920   44,926 0.1

資本合計     1,961,255 11.1  3,370,042 8.6 1,408,786   2,203,933 8.4

負債、少数株

主持分及び資

本合計 

    17,643,263 100.0  39,040,305 100.0 21,397,041   26,220,984 100.0
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⑦ ４.中間連結財務諸表等（２）中間連結損益計算書（11～12 ページ） 

（訂正前） 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年９月 １日 

    至 平成 17 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日）

 

対前中間期

比 

 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成 16 年９月 １日 

   至 平成 17 年８月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

百分比

（％）

           

Ⅲ 販売費及び一般

管理費 
               

      

７．その他   653,511 1,413,763 10.1 933,425 2,128,271 10.5 714,508 1,532,600 3,206,902 9.5

営業利益     706,275 5.1  1,085,992 5.4 379,717   1,607,083 4.8

           

Ⅴ 営業外費用                

           

３．新株発行費   －    59,126    －   

４．その他   20,176 269,322 1.9 32,141 516,843 2.6 247,521 46,416 700,660 2.1

経常利益     470,184 3.4  601,065 3.0 130,881   945,685 2.8

 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年９月 １日 

    至 平成 17 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日）

 

対前中間期

比 

 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成 16 年９月 １日 

   至 平成 17 年８月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

百分比

（％）

           

税金等調整前中

間（当期）純利益 
    385,544 2.8  665,841 3.3 280,297   848,932 2.5

法人税、住民税及

び事業税 
  185,537    320,269    426,070   

法人税等調整額   △15,385 170,152 1.3 △54,897 265,371 1.3 95,219 △34,146 391,924 1.1

少数株主利益（△

損失） 
    1,244 0.0  △1,840 △0.0 △3,084   1,822 0.0

中間（当期）純利

益 
    214,147 1.5  402,310 2.0 188,162   455,185 1.4
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（訂正後） 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年９月 １日 

    至 平成 17 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日）

 

対前中間期

比 

 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成 16 年９月 １日 

   至 平成 17 年８月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

百分比

（％）

           

Ⅲ 販売費及び一般

管理費 
               

           

７．その他   653,511 1,413,763 10.1 931,024 2,125,870 10.5 712,107 1,532,600 3,206,902 9.5

営業利益     706,275 5.1  1,088,393 5.4 382,118   1,607,083 4.8

           

Ⅴ 営業外費用                

           

３．新株発行費   －    4,993    －   

４．その他   20,176 269,322 1.9 32,141 462,710 2.3 193,387 46,416 700,660 2.1

経常利益     470,184 3.4  657,600 3.3 187,415   945,685 2.8

 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年９月 １日 

    至 平成 17 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日）

 

対前中間期

比 

 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成 16 年９月 １日 

   至 平成 17 年８月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

百分比

（％）

           

税金等調整前中

間（当期）純利益 
    385,544 2.8  722,375 3.6 336,831   848,932 2.5

法人税、住民税及

び事業税 
  185,537    344,980    426,070   

法人税等調整額   △15,385 170,152 1.3 △54,896 290,083 1.5 119,930 △34,146 391,924 1.1

少数株主利益（△

損失） 
    1,244 0.0  △1,840 △0.0 △3,084   1,822 0.0

中間（当期）純利

益 
    214,147 1.5  434,133 2.1 219,985   455,185 1.4
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⑧ ４.中間連結財務諸表等（３）中間連結剰余金計算書（13 ページ） 

（訂正前） 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年９月 １日

    至 平成 17 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月 １日

    至 平成 18 年２月 28 日）

対前中間期比 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

（自 平成 16 年９月 １日

 至 平成 17 年８月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

（資本剰余金の部）            

     

Ⅱ 資本剰余金増加高            

１．増資による新株発行   － － 512,180 512,180 512,180 － －

Ⅲ 資本剰余金中間期末

（期末）残高 
    439,000  951,180 512,180   439,000

             

（利益剰余金の部）            

         

Ⅱ 利益剰余金増加高            

１．中間（当期）純利益   214,147 214,147 402,310 402,310 188,162 455,185 455,185

         

Ⅳ 利益剰余金中間期末

（期末）残高 
    854,968  1,452,692 597,723   1,096,006

             

 

（訂正後） 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年９月 １日

    至 平成 17 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月 １日

    至 平成 18 年２月 28 日）

対前中間期比 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

（自 平成 16 年９月 １日

 至 平成 17 年８月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

（資本剰余金の部）            

         

Ⅱ 資本剰余金増加高            

１．増資による新株発行   － － 455,340 455,340 455,340 － －

Ⅲ 資本剰余金中間期末

（期末）残高 
    439,000  894,340 455,340   439,000

             

（利益剰余金の部）            

         

Ⅱ 利益剰余金増加高            

１．中間（当期）純利益   214,147 214,147 434,133 434,133 219,985 455,185 455,185

         

Ⅳ 利益剰余金中間期末

（期末）残高 
    854,968  1,484,515 629,546   1,096,006
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⑨ ４.中間連結財務諸表等（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書（14～16 ページ） 

（訂正前） 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年９月 １日

   至 平成 17 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月 １日

   至 平成 18 年２月 28 日）

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結  

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成 16 年９月 １日

  至 平成 17 年８月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（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 
  385,544 665,841  848,932 

      

新株発行費   － 59,126  － 

     

その他   126,618 8,706  301,612 

小計   △4,774,285 △10,105,714 △5,331,429 △10,289,560 

 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年９月 １日

   至 平成 17 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月 １日

   至 平成 18 年２月 28 日）

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結  

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成 16 年９月 １日

  至 平成 17 年８月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

     

営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
  △5,199,858 △10,718,301 △5,518,442 △11,151,729 

     

      

 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年９月 １日

   至 平成 17 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月 １日

   至 平成 18 年２月 28 日）

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結  

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成 16 年９月 １日

  至 平成 17 年８月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
      

     

株式の発行による収

入 
  － 772,033  － 

     

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
  5,415,530 11,557,692 6,142,162 12,117,111 
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（訂正後） 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年９月 １日

   至 平成 17 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月 １日

   至 平成 18 年２月 28 日）

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結  

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成 16 年９月 １日

  至 平成 17 年８月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（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 
  385,544 722,375  848,932 

     

新株発行費   － 4,993  － 

     

その他   126,618 9,011  301,612 

小計   △4,774,285 △10,103,008 △5,328,723 △10,289,560 

 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年９月 １日

   至 平成 17 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月 １日

   至 平成 18 年２月 28 日）

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結  

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成 16 年９月 １日

  至 平成 17 年８月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

     

営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
  △5,199,858 △10,715,594 △5,515,735 △11,151,729 

     

      

 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年９月 １日

   至 平成 17 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月 １日

   至 平成 18 年２月 28 日）

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結  

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成 16 年９月 １日

  至 平成 17 年８月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
        

     

株式の発行による収

入 
  － 769,326  － 

     

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
  5,415,530 11,554,985 6,139,455 12,117,111 
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⑩ ４.中間連結財務諸表等 注記事項 セグメント情報（30 ページ） 

（訂正前） 

当中間連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年２月 28 日） 

  
デベロップ
メント事業 
（千円） 

不動産投資
開発事業 
（千円） 

アセットコ
ンサルティ
ング事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

       

営業費用 13,579,221 3,829,515 1,254,498 18,663,235 490,123 19,153,358

営業利益 1,667,811 123,286 △166,226 1,624,870 △538,878 1,085,992

 
３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（539,477 千円）の主なものは、総務管理
部門にかかる費用、企業イメージ広告に要した費用であります。 

 

（訂正後） 

当中間連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年２月 28 日） 

  
デベロップ
メント事業 
（千円） 

不動産投資
開発事業 
（千円） 

アセットコ
ンサルティ
ング事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

       

営業費用 13,577,375 3,829,061 1,254,398 18,660,834 490,123 19,150,957

営業利益 1,669,657 123,740 △166,126 1,627,271 △538,877 1,088,393

 
３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（539,476 千円）の主なものは、総務管
理部門にかかる費用、企業イメージ広告に要した費用であります。 
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⑪ ４. 中間連結財務諸表等 注記事項 １株当たり情報（33 ページ） 
（訂正前） 

前中間連結会計期間 
（自 平成 16 年９月 １日 

    至 平成 17 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日） 

前連結会計年度 
（自 平成 16 年９月 １日 

    至 平成 17 年８月 31 日） 

１株当たり純資産額 214,932.11 円 
１株当たり中間純利
益金額 

23,468.24 円 

 ―――――― 

１株当たり純資産額 319,294.56 円
１株当たり中間純利
益金額 

38,964.67 円

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益金
額 

37,644.82 円

 

１株当たり純資産額 241,526.98 円
１株当たり当期純利
益金額 

49,883.37 円

 ―――――― 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成 16 年９月 １日

至 平成 17 年２月 28 日)

当中間連結会計期間 

(自 平成 17 年９月 １日 

至 平成 18 年２月 28 日) 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年９月 １日

至 平成 17 年８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） 214,147 402,310 455,185 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－)  （－） 

普通株式に係る中間（当期）純利益 
（千円） 

214,147 402,310 455,185 

 

（訂正後） 

前中間連結会計期間 
（自 平成 16 年９月 １日 

    至 平成 17 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日） 

前連結会計年度 
（自 平成 16 年９月 １日 

    至 平成 17 年８月 31 日） 

１株当たり純資産額 214,932.11 円 
１株当たり中間純利
益金額 

23,468.24 円 

 ―――――― 

１株当たり純資産額 316,941.79 円
１株当たり中間純利
益金額 

42,046.80 円

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益金
額 

40,622.56 円

 

１株当たり純資産額 241,526.98 円
１株当たり当期純利
益金額 

49,883.37 円

 ―――――― 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成 16 年９月 １日

至 平成 17 年２月 28 日)

当中間連結会計期間 

(自 平成 17 年９月 １日 

至 平成 18 年２月 28 日) 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年９月 １日

至 平成 17 年８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） 214,147 434,133 455,185 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－)  （－） 

普通株式に係る中間（当期）純利益 
（千円） 

214,147 434,133 455,185 

 



- 15 - 

⑫ ４. 中間連結財務諸表等 注記事項 重要な後発事象（34～35 ページ） 

（訂正前） 

前中間連結会計期間 
（自 平成 16 年９月 １日 

    至 平成 17 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日） 

前連結会計年度 
（自 平成 16 年９月 １日 

    至 平成 17 年８月 31 日） 

 平成17年３月17日に設立した当社の100％

子会社である有限会社ノエルキャピタルが、

平成 17 年３月 31 日に販売用不動産 2,011 百

万円を購入し、それに伴い 1,849 百万円の銀

行借入を実行しております。 

１.平成 18年１月 30日開催の当社取締役会の

決議に基づき、次のように株式分割による新

株式を発行しております。 

(1)平成 18 年３月１日をもって普通株式１株

につき５株に分割しました。 

①分割により増加する株式数 

 普通株式 42,532 株  

②分割方法 

平成 18 年２月 28 日最終の株主名簿及び実質

株主名簿に記載された株主の所有普通株式１

株につき５株の割合をもって分割しました。

(2)配当起算日平成 18 年３月１日当該株式分

割が前期首に行われたと仮定した場合の前

中間連結会計期間及び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中間連結会計期間に

おける１株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。 

前中間連結

会計期間 

当中間連結

会計期間 

前連結会計

年度 

１株当たり

純資産

42,986.42 円

１株当たり

純資産

63,858.91 円

１株当たり

純資産

48,305.39 円

      

１株当たり

中間純利益

 4,693.65 円

１株当たり

中間純利益

 7,792.93 円

１株当たり

当期純利益

9,976.67 円 

      

潜在株式調

整後１株当

たり中間純

利益 

   －円

潜在株式調

整後１株当

たり中間純

利益 

 7,529.39 円

潜在株式調

整後１株当

たり当期純

利益 

    －円

      

２.平成 18 年３月 20 日付で、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀行３行と貸出コ

ミットメント契約を締結しております。 

 (1)コミットメントラインの総額 

  3,000,000 千円 

(2)借入実行可能期間 

平成 18 年３月 27 日から 

平成 19 年３月 31 日まで 

(3)アレンジャー兼エージェント 

株式会社横浜銀行 

(4)参加金融機関 

株式会社横浜銀行 

神奈川県信用農業協同組合連合会 

株式会社第四銀行 

１．当社は、平成 17 年８月 24 日及び平成 17

年９月５日開催の取締役会において、下記

のとおり新株式の発行を決議し、平成 17 年

９月 26 日に払込が完了いたしました。  

この結果、平成 17 年９月 26 日付で資本金は

889,200 千円、発行済株式総数は 10,325 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 ,200 株 

③ 発行価格：１株につき 580,000 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  539,400 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の総額は、

引受人の手取金となります。 

⑤ 発行価額 ：１株につき  442,000 円 

(資本組入額  221,000 円)

⑥ 発行価額の総額 ：530,400 千円 

⑦ 払込金額の総額 ：647,280 千円 

⑧ 資本組入額の総額 ：265,200 千円 

⑨ 払込期日 ：平成 17 年９月 26 日 

⑩ 配当起算日 ：平成 17 年９月１日 

⑪ 資金の使途 ：運転資金 

（事業用地仕入資金等）   
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前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年９月 １日 
    至 平成 17 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日） 

前連結会計年度 
（自 平成 16 年９月 １日 

    至 平成 17 年８月 31 日） 

 ───── ３.東京フレーミング株式会社の株式取得 

 当社グループのデベロップメント事業の

事業強化を図るため、当社は平成 18 年４月

28 日開催の取締役会において、伊藤忠建材

株式会社から東京フレーミング株式会社の

株式を譲受けることを決定致しました。 

(１)株式取得見通しの概要 

①取得予定日 平成 18 年６月 14 日 

②取得株式数 900 株(取得価額 117 百万 

円) 

③取得後の所有株式数 900 株 

④取得後の所有割合 90.0％ 

⑤支払資金の調達方法及び支払方法 

 金融機関から借入し、一括払いする予定。 

(２)東京フレーミング株式会社の概要 

①商号 東京フレーミング株式会社 

 ②事業内容 建築工事、リフォーム工事、

   建築資材販売 

 ③設立年月日 昭和 61 年４月２日 

④本店所在地 東京都練馬区関町南二丁目

       ２番４号 

⑤代表者 林 達喜與 

⑥資本金 50,000,000 円 

⑦従業員数 15 名 

⑧大株主構成及び所有割合 

      伊藤忠建材株式会社  100.0％ 

 ４.代表取締役であった城所利夫の死亡によ

り、下期に死亡保険金が発生し特別利益が

210,985 千円計上される見込みでありま

す。また、これに伴う死亡弔慰金が発生し

特別損失が 14,100 千円計上される見込み

であります。 

２．当社は、平成 17 年８月 24 日及び平成 17

年９月５日開催の取締役会において下記のと

おり第三者割当により新株式発行が決議され

ました。  

① 発行する株式の種類及び数 ：普通株式

                200 株  

② 発行価格 ：１株につき  580,000 円  

③ 引受価額 ：１株につき  539,400 円  

 この価格は当社が引受人により１株当た 

  りの新株払込金として受け取る予定の金 

  額であります。 

  なお、発行価格と引受価額との差額の総 

  額は、引受人の手取金となります。  

④ 発行価額：１株につき  442,000 円 

       (資本組入額  221,000 円) 

⑤ 発行価額の総額 ：88,400 千円  

⑥ 払込金額の総額 ：107,880 千円  

⑦ 資本組入額の総額 ：44,200 千円  

⑧ 申込期日 ： 平成 17 年 10 月 25 日  

  なお、上記の申込期日までに申込のない 

  株式については発行を打ち切るものとさ 

  れております。  

⑨ 払込期日 ：平成 17 年 10 月 25 日  

⑩ 配当起算日 ：平成 17 年９月１日  

⑪ 資金の使途 ：運転資金 

 （事業用地仕入資金等）  
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（訂正後） 

前中間連結会計期間 
（自 平成 16 年９月 １日 

    至 平成 17 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日） 

前連結会計年度 
（自 平成 16 年９月 １日 

    至 平成 17 年８月 31 日） 

 平成17年３月17日に設立した当社の100％

子会社である有限会社ノエルキャピタルが、

平成 17 年３月 31 日に販売用不動産 2,011 百

万円を購入し、それに伴い 1,849 百万円の銀

行借入を実行しております。 

１.平成 18年１月 30日開催の当社取締役会の

決議に基づき、次のように株式分割による新

株式を発行しております。 

(1)平成 18 年３月１日をもって普通株式１株

につき５株に分割しました。 

①分割により増加する株式数 

 普通株式 42,532 株  

②分割方法 

平成 18 年２月 28 日最終の株主名簿及び実質

株主名簿に記載された株主の所有普通株式１

株につき５株の割合をもって分割しました。

(2)配当起算日平成 18 年３月１日当該株式分

割が前期首に行われたと仮定した場合の前

中間連結会計期間及び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中間連結会計期間に

おける１株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。 

前中間連結

会計期間 

当中間連結

会計期間 

前連結会計

年度 

１株当たり純

資産

42,986.42 円

１株当たり純

資産

63,388.36 円

１株当たり純

資産

48,305.39 円

      

１株当たり中

間純利益 

 4,693.65 円

１株当たり中

間純利益 

 8,409.36 円

１株当たり当

期純利益 

9,976.67 円 

      

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

   －円

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

 8,124.97 円

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益

    －円

      

２.平成 18 年３月 20 日付で、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀行３行と貸出コ

ミットメント契約を締結しております。 

 (1)コミットメントラインの総額 

  3,000,000 千円 

(2)借入実行可能期間 

平成 18 年３月 27 日から 

平成 19 年３月 31 日まで 

(3)アレンジャー兼エージェント 

株式会社横浜銀行 

(4)参加金融機関 

株式会社横浜銀行 

神奈川県信用農業協同組合連合会 

株式会社第四銀行 

１．当社は、平成 17 年８月 24 日及び平成 17

年９月５日開催の取締役会において、下記

のとおり新株式の発行を決議し、平成 17 年

９月 26 日に払込が完了いたしました。  

この結果、平成 17 年９月 26 日付で資本金は

889,200 千円、発行済株式総数は 10,325 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 ,200 株 

③ 発行価格：１株につき 580,000 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  539,400 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の総額は、

引受人の手取金となります。 

⑤ 発行価額 ：１株につき  442,000 円 

(資本組入額  221,000 円)

⑥ 発行価額の総額 ：530,400 千円 

⑦ 払込金額の総額 ：647,280 千円 

⑧ 資本組入額の総額 ：265,200 千円 

⑨ 払込期日 ：平成 17 年９月 26 日 

⑩ 配当起算日 ：平成 17 年９月１日 

⑪ 資金の使途 ：運転資金 

（事業用地仕入資金等）   
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前中間連結会計期間 
（自 平成 16 年９月 １日 

    至 平成 17 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日） 

前連結会計年度 
（自 平成 16 年９月 １日 

    至 平成 17 年８月 31 日） 

 ───── ３.東京フレーミング株式会社の株式取得 

 当社グループのデベロップメント事業の

事業強化を図るため、当社は平成 18 年４月

28 日開催の取締役会において、伊藤忠建材

株式会社から東京フレーミング株式会社の

株式を譲受けることを決定致しました。 

(１)株式取得見通しの概要 

①取得予定日 平成 18 年６月 14 日 

②取得株式数 900 株(取得価額 117 百万 

円) 

③取得後の所有株式数 900 株 

④取得後の所有割合 90.0％ 

⑤支払資金の調達方法及び支払方法 

 金融機関から借入し、一括払いする予定。 

(２)東京フレーミング株式会社の概要 

①商号 東京フレーミング株式会社 

 ②事業内容 建築工事、リフォーム工事、

   建築資材販売 

 ③設立年月日 昭和 61 年４月２日 

④本店所在地 東京都練馬区関町南二丁目

       ２番４号 

⑤代表者 林 達喜與 

⑥資本金 50,000,000 円 

⑦従業員数 15 名 

⑧大株主構成及び所有割合 

      伊藤忠建材株式会社  100.0％ 

 ４.代表取締役であった城所利夫の死亡によ

り、下期に死亡保険金が発生し特別利益が

210,985 千円計上される見込みでありま

す。また、これに伴う死亡弔慰金が発生し

特別損失が 14,100 千円計上される見込み

であります。 

２．当社は、平成 17 年８月 24 日及び平成 17

年９月５日開催の取締役会において下記のと

おり第三者割当により新株式発行が決議され

ました。  

① 発行する株式の種類及び数 ：普通株式

                200 株  

② 割当価格 ：１株につき  539,400 円  

 この価格は当社が割当先から１株当たり 

の新株払込金として受取った金額であり 

ます。 

③ 発行価額：１株につき  442,000 円 

       (資本組入額  221,000 円) 

④ 発行価額の総額 ：88,400 千円  

⑤ 払込金額の総額 ：107,880 千円  

⑥ 資本組入額の総額 ：44,200 千円  

⑦ 申込期日 ： 平成 17 年 10 月 25 日  

  なお、上記の申込期日までに申込のない 

  株式については発行を打ち切るものとさ 

  れております。  

⑧ 払込期日 ：平成 17 年 10 月 25 日  

⑨ 配当起算日 ：平成 17 年９月１日  

⑩ 資金の使途 ：運転資金 

 （事業用地仕入資金等）  

  

 


