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１． 18 年 5 月期の業績(平成 17 年 6 月 1日～平成 18 年 5 月 31 日) 

(1)経営成績               （注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

18 年 5 月期 

17 年 5 月期 

13,583    （ 76.6）

7,691  （△9.9）

2,071 （47.2）

1,407 （22.8）

   1,861 （52.7）

1,219 （31.7）
 
 

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

自 己 資 本

当期純利益率

総 資 産 

経常利益率 
売 上 高

経常利益率

 百万円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18 年 5 月期 

17 年 5 月期 

1,038 （58.5） 

655 （36.2） 

11,923 28

8,202 89

10,353 49

8,101 37

16.9 

20.8

7.0 

7.8 

13.7 

15.9
(注) ①期中平均株式数      18 年 5 月期 87,120 株      17 年 5 月期 79,911.74 株 
    ②会計処理の方法の変更   無 
     ③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 

④平成 17 年 5 月期の期中平均株式数及び 1 株当たり当期純利益は、株式分割(1：2)が期首に行われ
たものとして算出しております。 

 

(2)財政状態               （注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18 年 5 月期 

17 年 5 月期 

34,811    

18,275    

8,245 

4,065

23.7 

22.2

88,441  37  

49,429 29
(注)  ①期末発行済株式数   18 年 5 月期    93,543 株 17 年 5 月期    82,257 株 

   ②期末自己株式数     18 年 5 月期      311 株   17 年 5 月期    648.10 株 
 
２．19 年 5 月期の業績予想(平成 18 年 6 月 1日～平成 19 年 5 月 31 日) 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 

通   期 

7,000    

16,000    

1,800    

2,100    

950    

1,100    
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 12,122 円 77 銭 
  
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 
配当金総額 

（百万円） 
配当性向 

（％） 
純資産 

配当率(％)

17 年 5 月期 ―   800 800    65 9.8 1.5 

18 年 5 月期 ― 1,000 1,000 93 8.4 1.5 

19 年 5 月期（予想） ―   700 700       

 
※ 上記の業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもの

であり、実際の業績はさまざまな重要な要因によって、上記予想数値とは大きく異なる結果となる
可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は決算短信（連結）の添付資料 9 ページをご
参照ください。 

http://www/


１. 個別財務諸表等 

(1) 財務諸表 

① 貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成17年５月31日) 
当事業年度 

(平成18年５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  354,685  2,850,663

２ 売掛金  63,515  351,783

３ 販売用不動産  ※1,8 334,655  2,032,235

４ 仕掛販売用不動産 ※１ 849,053  2,366,417

５ 仕掛品  ※1,6 1,621,733  1,304,580

６ 前渡金  84,500  200,525

７ 前払費用  41,355  102,831

８ 繰延税金資産  25,864  56,523

９ 関係会社短期貸付金  121,250  268,000

10 短期貸付金  1,200,188  30,622

11 立替金 ※５ ―  2,592,143

12 その他  68,371  110,411

13 貸倒引当金  ―  △22,319

流動資産合計  4,765,171 26.1  12,244,420 35.2

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 ※1,7,8 2,628,983 413,763 

減価償却累計額  121,724 2,507,258 73,184 340,578

(2) 車両運搬具  15,527 15,527 

減価償却累計額  9,180 6,347 11,205 4,322

(3) 工具器具備品 ※8 38,268 39,361 

減価償却累計額  25,352 12,916 18,651 20,710

(4) 土地 ※1,7,8 1,948,949  228,490

(5) 建設仮勘定  ―  306,000

有形固定資産合計  4,475,471 24.5  900,102 2.6

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  4,857  30,475

(2) 電話加入権  543  543

無形固定資産合計  5,401 0.0  31,019 0.1
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前事業年度 
(平成17年５月31日) 

当事業年度 
(平成18年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※11 2,785,439  2,009,310

(2) 関係会社株式 ※１ 2,254,859  9,678,314

(3) 出資金 ※１ 60,950  36,750

(4) 関係会社出資金  3,000  ―

(5) 関係会社社債  ―  70,000

(6) その他の関係会社有

価証券 
※１ ―  1,922,988

(7) 長期貸付金  1,440,986  9,960

(8) 関係会社長期貸付金  2,048,373  7,058,941

(9) 長期前払費用  61,523  138,343

(10) 差入保証金  121,284  455,533

(11) 保険積立金  101,673  130,127

(12) ゴルフ会員権  7,700  11,750

(13) 長期性預金 ※１ 151,700  121,200

貸倒引当金  △7,700  △7,700

投資その他の資産合計  9,029,789 49.4  21,635,519 62.1

固定資産合計  13,510,662 73.9  22,566,640 64.8

資産合計  18,275,834 100.0  34,811,060 100.0
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前事業年度 
(平成17年５月31日) 

当事業年度 
(平成18年５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  ―  849,049

２ 買掛金  483,047  1,220,563

３ 短期借入金 ※１ 3,028,000  2,695,000

４ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

※１ 627,356  2,625,439

５ 一年以内償還予定の社債  268,000  168,000

６ 未払金  52,747  150,986

７ 未払費用  16,813  78,172

８ 未払法人税等  386,170  554,131

９ 不動産事業前受金  62,945  1,704,628

10 預り金 ※5,11 2,738,568  4,986,329

11 その他  3,311  13,040

流動負債合計  7,666,960 42.0  15,045,341 43.2

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  332,000  164,000

２ 新株予約権付社債  1,380,000  2,175,000

３ 長期借入金 ※１ 3,830,803  8,451,102

４ 長期未払金  46,328  26,038

５ 預り保証金  548,493  378,138

６ 繰延税金負債  405,343  325,873

固定負債合計  6,542,968 35.8  11,520,153 33.1

負債合計  14,209,929 77.8  26,565,494 76.3

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※３ 1,067,698 5.8  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   

  資本準備金  815,626  ―

資本剰余金合計  815,626 4.5  ― ―

Ⅲ 利益剰余金   

  当期未処分利益  1,723,220  ―

利益剰余金合計  1,723,220 9.4  ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※４ 613,651 3.3  ― ―

Ⅴ 自己株式 ※９ △154,291 △0.8  ― ―

資本合計  4,065,905 22.2  ― ―

負債及び資本合計  18,275,834 100.0  ― ―
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前事業年度 
(平成17年５月31日) 

当事業年度 
(平成18年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  ―  2,675,976 7.7

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金  ― 2,423,862 

(2) その他資本剰余金  ― 17,615 

資本剰余金合計  ―  2,441,478 7.0

３ 利益剰余金   

(1) 利益準備金  ―  ―

(2) その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  ― 2,696,176 

利益剰余金合計  ―  2,696,176 7.7

４ 自己株式  ―  △89,582 △0.2

株主資本合計  ―  7,724,048 22.2

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価 
  差額金 

 ―  521,517 1.5

評価・換算差額等合計  ―  521,517 1.5

純資産合計  ―  8,245,566 23.7

負債及び純資産合計  ―  34,811,060 100.0

   

 



② 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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  7,691,149 100.0  13,583,745 100.0

Ⅱ 売上原価  4,973,658 64.7  9,006,872 66.3

売上総利益  2,717,490 35.3  4,576,873 33.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 役員報酬  110,980 115,825 

２ 給料手当  434,494 695,308 

３ 賞与手当  35,399 23,442 

４ 雑給  10,053 15,848 

５ 法定福利費  66,300 94,407 

６ 福利厚生費  8,482 12,700 

７ 広告宣伝費  24,529 128,990 

８ 旅費交通費  59,887 96,433 

９ 接待交際費  50,857 89,602 

10 租税公課  61,831 202,704 

11 保険料  58,049 66,826 

12 支払手数料  188,991 477,145 

13 減価償却費  14,821 23,876 

14 貸倒引当金繰入  ― 22,319 

15 貸倒損失  ― 39,375 

16 地代家賃  78,426 207,419 

17 その他  107,092 1,310,197 17.0 193,206 2,505,432 18.5

営業利益  1,407,293 18.3  2,071,440 15.2

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 ※１ 79,008 194,020 

２ 受取配当金 ※１ 1,369 45,907 

３ 雑収入  11,802 92,180 1.2 16,204 256,132 1.9
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前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息 ※1 236,791 376,302 

２ 社債利息  3,229 4,806 

３ 支払融資手数料  28,162 40,832 

４ 社債発行費  9,500 24,568 

５ 貸倒引当金繰入  2,280 ― 

６ 雑損失  413 280,376 3.6 19,583 466,093 3.4

経常利益  1,219,097 15.9  1,861,479 13.7

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※２ 63 ― 

２ 投資有価証券売却益  29,346 29,409 0.4 ― ―

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損  ― 31,114 

２ 出資金評価損  ― 2,651 

３ 投資有価証券評価損  19,999 19,999 0.3 1,999 35,766 0.3

税引前当期純利益  1,228,507 16.0  1,825,713 13.4

法人税、住民税 
及び事業税 

 586,073 834,367 

法人税等調整額  △13,073 573,000 7.5 △47,415 786,951 5.8

当期純利益  655,507 8.5  1,038,761 7.6

前期繰越利益  1,067,713  ―

当期未処分利益  1,723,220  ―
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売上原価明細書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 土地仕入  1,180,179 32.8 2,711,736 34.2

Ⅱ 建物仕入  143,995 4.0 858,285 10.8

Ⅲ 外注費  1,496,661 41.7 2,545,432 32.1

Ⅳ 減価償却費  64,139 1.8 55,609 0.7

Ⅴ 経費 ※１ 707,306 19.7 1,764,254 22.2

当期総事業費用  3,592,280 100.0 7,935,318 100.0

期首販売用不動産たな卸高  666,802 334,655 

小計  4,259,084 8,269,974 

期末販売用不動産たな卸高  334,655 2,032,235 

差引  3,924,429 6,237,738 

  期首仕掛販売用不動産たな 
  卸高 

 1,087,219 849,053 

      小計  5,011,648 7,086,791 

  期末仕掛販売用不動産たな
卸高 

 849,053 2,366,417 

      差引  4,162,595 4,720,374 

  期首仕掛品たな卸高  1,585,519 1,621,733 

      小計  5,748,115 6,342,107 

  期末仕掛品たな卸高  1,621,733 1,304,580 

他勘定振替高 ※２ 847,276 3,969,345 

当期売上原価  4,973,658 9,006,872 

   

(注) ※１ 主な内訳は、次のとおりであります。 

項目 
前事業年度 
(千円) 

当事業年度 
(千円) 

支払手数料 519,013 1,454,194

租税公課 75,621 96,305

地代家賃 46,847 132,182

広告宣伝費 30,804 5,118

水道光熱費 25,788 15,885

    ※２ 建物（2,233,270千円）、工具器具備品（742千円）及び土地（1,735,332千円）から販売用不動産へ

の振替高であります。 

 

(原価計算の方法) 

当社の原価計算は、個別原価計算によっております。 
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③ 【利益処分計算書】 

 

  
前事業年度 

(平成17年８月26日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  1,723,220 

Ⅱ 利益処分額   

１ 配当金  65,805 65,805 

Ⅲ 次期繰越利益  1,657,415 

   

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 

 

④ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

（単位 千円） 

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金

その他 

利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

その他 

資本剰余金 繰越 

利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

その他 

有価証券

評価差額金

平成17年５月31日残高 1,067,698 815,626 － 1,723,220 △154,291 3,452,254 613,651

事業年度中の変動額   

 新株の発行 1,608,278 1,608,235  3,216,513

剰余金の配当  △65,805  △65,805

当期純利益  1,038,761  1,038,761

自己株式の取得  △98,520 △98,520

 自己株式の処分  17,615 163,229 180,845

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
  － △92,133

事業年度中の変動額合計 1,608,278 1,608,235 17,615 972,955 64,709 4,271,794 △92,133

平成18年５月31日残高 2,675,976 2,423,862 17,615 2,696,176 △89,582 7,724,048 521,517

 

 

 

 

 

 

 

 



 

重要な会計方針 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

(2) その他有価証券 

 ＜時価のあるもの＞ 

決算期末日の市場価格等に基づく

時価法 

(評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法

により算定しております。) 

 ＜時価のないもの＞ 

移動平均法による原価法 

ただし、匿名組合出資金は個別法

によっており、詳細は「9(2) 匿 

名組合出資金の会計処理」に記載

しております。 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 

(2) その他有価証券 

＜時価のあるもの＞ 

同左 

 

 

 

 

＜時価のないもの＞ 

同左 

 

２ デリバティブ等の評価基

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、仕掛販売用不動産、仕

掛品 

 個別法による原価法 

販売用不動産、仕掛販売用不動産、仕

掛品 

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(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)を採用しており

ます。 

 ただし、定期借地権を設定し賃借

した土地にある建物については、残

存価額を０円として、使用期限を耐

用年数とした定額法を採用しており

ます。 

 なお、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産について

は、３年間均等償却を採用しており

ます。 

 主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

 建物           ３～47年

 車両運搬具       ３～６年

 工具器具備品       ３～15年

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

  なお、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)に基づいております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

５ 繰延資産の処理方法 社債発行費 

支払時に全額費用として処理して

おります。 

社債発行費 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

６ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

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。また、金利スワップについては

特例処理の要件を満たしております

ので、特例処理を採用しておりま

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。また、金利スワップのうち特例

処理の要件を満たしているものにつ

いては、特例処理を採用しておりま

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

たヘッジ手段とヘッジ対象は以下の

とおりであります。 

ａ ヘッジ手段…金利スワップ 

        金利キャップ 

ｂ 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

たヘッジ手段とヘッジ対象は以下の

とおりであります。 

ａ ヘッジ手段…金利スワップ 

ｂ ヘッジ対象…借入金 

 ③ ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で、デリバティブ取引を行っ

ており、ヘッジ対象の識別は個別契

約ごとに行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

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

処理によっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略してお

ります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

９ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1) 消費税等の会計処理方法 

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ます。 

(1) 消費税等の会計処理方法 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

 (2) 匿名組合出資金の会計処理 

当社は、匿名組合出資を行うに際

して、匿名組合の財産の持分相当額

を「投資有価証券」として計上して

おります。匿名組合への出資時に

「投資有価証券」を計上し、匿名組

合が獲得した純損益の持分相当額に

ついては、「営業損益」に計上する

とともに、同額を「投資有価証券」

に加減し、営業者からの出資金の払

い戻しについては、「投資有価証

券」を減額させております。 

(2) 匿名組合出資金の会計処理 

 当社は、匿名組合出資を行うに際し

て、匿名組合の財産の持分相当額を、

関係会社に対するものは「その他の関

係会社有価証券」とし、その他の会社

に対するものは「投資有価証券」とし

て計上しております。匿名組合への出

資時に「その他の関係会社有価証券」

ないし「投資有価証券」を計上し、匿

名組合が獲得した純損益の持分相当額

については、「営業損益」に計上する

とともに、同額を「その他の関係会社

有価証券」ないし「投資有価証券」に

加減し、営業者からの出資金の払い戻

しについては、「その他の関係会社有

価証券」ないし「投資有価証券」を減

額させております。 
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表示方法の変更 

 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

（貸借対照表） 

前期まで流動資産の「その他」に含めて表示してお

りました「短期貸付金」については、資産総額の100分

の1を超えることとなったため、当期より区分掲記する

ことといたしました。 

 なお、前期の「短期貸付金」は、1,300千円でありま

す。 

また、「証券取引法等の一部を改正する法律」（平

成16年法律第97号）により、証券取引法第2条第2項に

おいて、一定の匿名組合契約上の権利を証券取引法上

の有価証券とみなすこととされたことに伴い、前期ま

で「匿名組合出資金」として表示していたみなし有価

証券（前事業年度1,237,900千円）を当期より投資その

他の資産「投資有価証券」として表示しております。

この変更により、投資有価証券は1,566,995千円増加し

ております。 

 

(損益計算書) 

前期まで、事業の種類別セグメントを「提供したソ

リューションの形態」により、「コンサルティング・

ＣＭ事業」、「ディベロップメント事業」、「インベ

ストメント・ＡＭ事業」の3区分に分類していました

が、「当該ソリューションを企画・提案するまでの過

程」に何ら違いがなく、より高度なソリューションを

顧客に提供するために、同一案件に対して複合したソ

リューションを提供する機会が増大し、また事業の性

質等から上記3区分に分類するのが困難となってきたこ

とにより、当期から上記3区分を、「不動産コンサルテ

ィング事業」として統合いたしました。そのため、前

期まで「損益計算書」及び「売上原価明細書」にて事

業別に区分掲記されていた「売上高」及び「売上原

価」は、当期より区分表示しておりません。 

（貸借対照表） 

 前期まで流動資産の「その他」に含めて表示してお

りました「立替金」については、資産総額の100分の1

を超えることとなったため、当期より区分掲記するこ

とといたしました。 

 なお、前期の「立替金」は、22,043千円でありま

す。 
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会計処理方法の変更 

 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当期から「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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月9日

企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の運用指針」（企業会計基準

委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8

号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は8,245,566千円

であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当期における貸

借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。 

 

追加情報 

 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

(1)「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、当期から「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13,460千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が

13,460千円減少しております。 

 

(2) 前期まで「販売費及び一般管理費」の区分に含め

ておりました「支払融資手数料」については、金融

諸費用としての意味合いが強くなってきたこと、ま

た金額的な重要性が増してきたことなどから、当期

より「営業外費用」の区分に計上することといたし

ました。 

  なお、前期の「支払融資手数料」は、11,229千円

であります。 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 
前事業年度 

(平成17年５月31日) 
当事業年度 

(平成18年５月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産は次のとおりであります。 

仕掛販売用不動産 754,720千円

仕掛品 519,890千円

建物 2,417,607千円

土地 1,904,200千円

出資金 13,000千円

長期性預金 45,000千円

 計 5,654,418千円
 

※１ 担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産は次のとおりであります。 

販売用不動産 1,737,974千円

仕掛販売用不動産 2,124,886千円

建物 134,950千円

土地 122,417千円

関係会社株式 4,752,766千円

その他の関係会社有価証券 753,606千円

出資金 13,000千円

長期性預金 45,000千円

 計 9,684,602千円
 

  担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 300,000千円

１年以内返済予定長期借入金 617,276千円

長期借入金 3,801,803千円

 計 4,719,080千円
 

  担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 700,000千円

１年以内返済予定長期借入金 2,575,359千円

長期借入金 8,282,182千円

 計 11,557,542千円
 

 ２ 保証債務 

   次の連結子会社及び取引先について、リース契約

並びに金融機関からの借入に対し債務保証を行って

おります。 

㈱ゼクスコミュニティ 827,045千円

㈱ゼクスペットコミュニティ 505,190千円

㈱チャーミング・エイジ研究所 1,250,000千円

㈱チャーミング・リゾート 398,957千円

㈱ジーメド 12,370千円

㈱チャーミング・コミュニティ 2,611,600千円

㈱チャーミング・コミュニティ芦屋 4,300,000千円

㈱チャーミング・リゾート沖縄 1,737,268千円
㈱チャーミング・リゾート藤岡ゴルフ

倶楽部 
1,710,000千円

㈱チャーミング・リゾート関越ハイラ

ンドゴルフクラブ 
950,000千円

㈱チャーミング・コミュニティ白金 3,000,000千円
 

 ２ 保証債務 

   次の連結子会社及び取引先について、リース契約

並びに金融機関からの借入に対し債務保証を行って

おります。 

㈱ゼクスコミュニティ 507,124千円

㈱ゼクスペットコミュニティ 439,225千円

㈱チャーミング・エイジ研究所 1,000,000千円

㈱チャーミング・リゾート那須 48,699千円

㈱ジーメド 9,250千円

㈱チャーミング・コミュニティ 4,551,400千円

㈱チャーミング・コミュニティ芦屋 5,500,000千円

㈱チャーミング・リゾート沖縄 3,171,836千円

㈱チャーミング・リゾート藤岡 1,530,000千円
㈱チャーミング・リゾート関越 850,000千円
㈱チャーミング・コミュニティ白金 3,700,000千円

㈱チャーミング・リゾート都ゴルフ倶

楽部 
748,800千円

㈱チャーミング・コミュニティ小金井 3,600,000千円

㈲ゼット・ワン 8,000,000千円

㈲武蔵野リアルティ 465,000千円

㈲ゼット・ティー・エム 160,000千円

㈲仙台本町ビル 418,000千円
 

※３ 会社が発行する株式の総数 普通株式 152,800株

   発行済株式の総数    普通株式 82,905.10株

※３                      ― 

※４ 有価証券の時価評価により、純資産が613,651千

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いま

す。 

※４                      ― 
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前事業年度 

(平成17年５月31日) 
当事業年度 

(平成18年５月31日) 

※５ 関係会社に対する資産及び負債 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。 

預り金      2,400,000千円 

※５ 関係会社に対する資産及び負債 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。 

立替金     2,507,891千円 

預り金     3,899,820千円 

※６ 土地の仕入に関する金額が含まれております。 ※６ 土地の仕入に関する金額が含まれております。 

※７ 信託受益権に関するものは以下のとおりでありま

す。 

建物 509,593千円

土地 434,751千円
 

※７           ― 

 

 

 
 

※８ 販売用不動産に振り替えたものは以下のとおりで

あります。         

建物 473,748千円

土地 373,527千円
 

※８ 販売用不動産に振り替えたものは以下のとおりで

あります。         

建物 2,233,270千円

工具器具備品 742千円

土地 1,735,332千円
 

※９ 自己株式の保有数    普通株式 648.10株 ※９           ― 

10 当社は、プロジェクト資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。 

   当期における当座貸越契約に係る借入金未実行残

高等は次のとおりであります。    

当座貸越極度額及び貸出コミ
ットメントの総額 

1,700,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 1,200,000千円
 

10 当社は、プロジェクト資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。 

   当期における当座貸越契約に係る借入金未実行残

高等は次のとおりであります。    

当座貸越極度額及び貸出コミ
ットメントの総額 

2,000,000千円

借入実行残高 1,300,000千円

差引額 700,000千円
 

※11 投資有価証券の消費貸借契約 

  投資有価証券の一部に消費貸借契約を結んでお

り、その貸借対照表価額は848,000千円でありま

す。なお、当該取引に係る預り金受入高は、流動

負債の「預り金」に含まれており、その金額は

315,131千円であります。 

※11 投資有価証券の消費貸借契約 

  投資有価証券の一部に消費貸借契約を結んでお

り、その貸借対照表価額は1,144,702千円であり

ます。なお、当該取引に係る預り金受入高は、流

動負債の「預り金」に含まれており、その金額は

826,248千円であります。 

 

 

(損益計算書関係) 

 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

受取利息 42,808千円

支払利息 77,113千円
 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

受取利息 157,280千円

受取配当金 43,268千円

支払利息 118,169千円
 

※２ 固定資産売却益 

車両運搬具 63千円
 

※２ 固定資産売却益 

 ―千円
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(株主資本等変動計算書関係) 

 

当事業年度(自 平成17年６月１日至 平成18年５月31日) 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の書類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 648.1株 311.06株 648株 311.16株
 
  

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

端株の買取による増加              311.06株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

自己株式の譲渡による減少            648株 

 

 

 

(リース取引関係) 

       ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

(有価証券関係) 

    有価証券 

     子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

区分 
貸借対照表 
計上額 
（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

貸借対照表 
計上額 
（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

子会社株式 
関連会社株式 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

5,447,124
― 

6,345,780 
― 

898,655
― 

合計 
― 
― 

― 
― 

― 
― 

5,447,124
― 

6,345,780 
― 

898,655
― 
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(税効果会計関係) 

 
前事業年度 

(平成17年５月31日) 
当事業年度 

(平成18年５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(流動)  

未払事業税等  25,812千円

減価償却超過額認容  52千円

 繰延税金資産(流動)純合計  25,864千円

  

繰延税金資産(固定)  

減価償却費限度超過額  226千円

貸倒引当金  4,025千円

投資有価証券評価損否認  8,100千円

     小計  12,351千円

繰延税金負債(固定)  

その他有価証券評価差額金  △417,695千円

     小計  △417,695千円

繰延税金資産(固定)純合計  △405,343千円
 

(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  

未払事業税等  47,484千円

貸倒引当金  29,011千円

その他  9,136千円

繰延税金資産小計  85,632千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金  △354,982千円

繰延税金負債小計  △354,982千円

繰延税金負債の純額  △269,350千円

 

繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

流動資産―繰延税金資産       56,523千円 

固定負債―繰延税金負債     △325,873千円 

 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率  40.5％

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

 1.7％

住民税均等割  0.3％

同族会社の留保金課税  4.0％

その他  0.1％

税効果会計適用後の法人税等負担率  46.6％
  

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率  40.5％

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

 2.0％

住民税均等割  0.3％

その他  0.3％

税効果会計適用後の法人税等負担率  43.1％
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１株当たり純資産額 49,429円29銭 88,441円37銭

１株当たり当期純利益 8,202円89銭 11,923円28銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

8,101円37銭 10,353円49銭

 

平成16年9月22日開催の取締役会

決議に基づき、平成16年12月20日

付で普通株式1株を2株に分割して

おります。前期首に当該株式分割

が行われたと仮定した場合におけ

る前事業年度の1株当たり情報の各

数値については、以下のとおりと

なります。 

1株当たり純資産額 28,206円85銭

1株当たり当期純利益 6,195円61銭

潜在株式調整後 
1株当たり当期純利益

5,877円23銭

  

― 

(注) 算定上の基礎は、以下の通りであります。 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前事業年度末 

（平成17年5月31日） 

当事業年度末 

（平成18年5月31日） 

貸借対照表の純資産の部の合計額

（千円） 
― 8,245,566

普通株式に係る純資産額（千円） ― 8,245,566

貸借対照表の純資産の部の合計額と 

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式に係る事業年度末の純

資産額との差額（千円） 

― ―

普通株式の発行済株式数（株） ― 93,543.16

普通株式の自己株式数（株） ― 311.16

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数（株） 
― 93,232
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２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日)

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日)

損益計算書上の当期純利益（千円） 655,507 1,038,761

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） 655,507 1,038,761

普通株式の期中平均株式数（株） 79,911.74 87,120.41

潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式増加数の主要な内訳（株） 

 新株引受権 257.31 162.02

 新株予約権 744.06 13,047.14

普通株式増加数（株） 1,001.37 13,209.16

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 

第3回新株予約権 580個
2009年5月31日満期円貨
建転換社債型新株予約権
付社債       
額面金額 1,380百万円

第4回新株予約権 1,104個
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 (重要な後発事象) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当社は、平成17年5月26日開催の取締役会において

円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行を行う旨

の決議をし、下記のとおり発行いたしました。 

（1） 発行総額         4,000,000,000円 

（2） 本社債の発行価格     額面の100％ 

               （各社債額面金額 

                 5,000,000円）

（3） 本新株予約権の発行価格  無償 

（4） 払込期日及び発行日    平成17年6月13日 

（5） 償還期限         平成22年5月31日 

（6） 募集の方法        

スイス連邦を中心とする海外市場（アメリ

カ合衆国を除く。）における Mitsubishi 

SecuritiesInternationalplc,London,Zurich 

Branch（以下「MSIZ」という。）の総額買取

引受による募集 

（7） 本社債の募集価格     額面金額の102.5％

（8） 利率           利息は付さない。

（9） 発行する新株予約権の総数 800個 

（10）転換価額         334,000円 

（11）資本組入額        167,000円 

（12）新株予約権の行使請求期間 

    平成17年6月27日から平成22年5月17日まで 

    （ロンドン時間） 

（13）資金の使途 

    シニアハウジング＆サービス事業拡大のため

の開発・運営資金（シニアハウジング＆サー

ビス事業を行う当社連結子会社への融資を含

む。） 

 当社は、平成18年5月12日開催の取締役会の決議

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6月1日をもって普通株式１株を２株に

分割しております。 

  ① 分割により増加する株式数 

普通株式 93,542.84株

  ② 分割方法 

    平成18年5月31日最終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または記録された株主並びに端株原

簿に記載または記録された株主の所有株式数

を、１株につき２株の割合をもって分割いたし

ます。 

 (2) 新株券交付日 

平成18年7月20日

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

１株当たり情報については、それぞれ以下のとおりと

なります。 
  

前事業年度 

(自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

１株当たり純資産額 
24,714円65銭

１株当たり当期純利益 
4,101円45銭

潜在株式調整後1株当たり当
期純利益 
        4,050円69銭

１株当たり純資産額 
44,220円69銭

１株当たり当期純利益 
5,961円65銭

潜在株式調整後1株当たり当
期純利益 
        5,176円75銭

 

 


	⁄A„ÂŁÊ„‹”Z™Z’M100_.pdf
	１. 個別財務諸表等
	\(1\) 財務諸表
	① 貸借対照表



	⁄B„ÂŁÊ„‹”Z™Z’M110_.pdf
	② 損益計算書
	売上原価明細書
	\(原価計算の方法\)
	③ 【利益処分計算書】
	\(注\)　日付は株主総会承認年月日であります。
	④ 【株主資本等変動計算書】

	⁄C„ÂŁÊ„‹”Z™Z’M120_.pdf
	重要な会計方針
	表示方法の変更
	会計処理方法の変更
	追加情報
	注記事項
	\(貸借対照表関係\)
	\(損益計算書関係\)
	\(株主資本等変動計算書関係\)
	\(リース取引関係\)
	\(有価証券関係\)
	\(税効果会計関係\)
	\(１株当たり情報\)
	\(重要な後発事象\)



