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１．平成18年５月期の連結業績（平成17年６月１日～平成18年５月31日）

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

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年５月期 31,795 (12.1) 1,515 (20.8) 1,081 (38.9)

17年５月期 28,367 (7.8) 1,254 (27.6) 778 (35.1)

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 582 (46.4) 10,376 03 － － 19.6 5.6 3.4

17年５月期 397 (11.8) 40,063 09 － － 18.7 5.7 2.7

（注）①持分法投資損益 18年５月期 －百万円 17年５月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年５月期 56,100株 17年５月期 9,921株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

⑤平成18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（1：5）が期首に行われたものとして算

出しております。

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

総資産 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 22,453 3,242 14.4 57,790 13

17年５月期 16,125 2,708 16.8 241,439 91

（注）期末発行済株式数（連結） 18年５月期 56,100株 17年５月期 11,220株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年５月期 △1,461 △3,613 5,067 792

17年５月期 △3,397 △272 4,041 799

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 2社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年５月期の連結業績予想（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 16,892 563 289

通期 37,564 1,513 781

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　13,921 円 82 銭

　※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものです。実際の業績は、今後様々

な要因によって予想値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項については、添付資料の６ペー

ジをご参照ください。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社（株式会社インテリックス）及び連結子会社２社（株式会社インテリックス空間設計、株式会

社インテリックス住宅販売）により構成されております。

　当社グループは、東京都区内及び神奈川県横浜市内を中心とした首都圏エリアにおいて、中古マンションを個人ある

いは法人から仕入れ、良質なマンションに再生し販売する「中古マンション再生流通事業（リノヴェックスマンション

事業）」を主たる事業としております。豊富に存在する既存マンション（住宅ストック）をリノヴェイト（再生）する

ことにより、その住宅の質と価値を向上させ、中古マンションの円滑な流通を促進することを目的としております。

　当社グル－プが提供する「リノヴェックスマンション」の特長は、従来から流通している中古マンションのような簡

易的な内装工事（表面的な内装）に止まらず、間取りの変更に加え、給排水管等の目に見えない部分を含め老朽化・陳

腐化した設備を刷新し再生（リノヴェイト）することにより商品価値を高めて販売する点にあります。また、施工した

全ての物件に「アフターサービス保証書」を発行し、購入時に抱える不安要素（永住性や資産性など）を払拭し、顧客

満足度の高い住宅の供給を行っている点にあります。

　仕入及び販売は、主として大手不動産仲介会社及び各地域の不動産仲介会社とのネットワークを通じて展開しており

ます。

　また、「中古マンション再生流通事業（リノヴェックスマンション事業）」以外のその他不動産事業として、土地・

戸建・ビルの売買及び賃貸等の不動産関連事業を営んでおります。

　当社グループ事業の系統図は以下のとおりであります。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　日本におけるマンションは、昭和40年代後半から大都市を中心に急速に普及し、現在約500万戸のストックを有し、

飛躍的な増加を示してまいりました。また、最近における不動産業界においては、高層マンションをはじめとする新

築住宅の供給に注目が集まりがちですが、一方でマンションを含めた中古住宅に対する再生と流通への関心も年々高

まっております。これは、これまでの新築住宅の建設・供給に力点が置かれた住宅政策によって量的な整備がほぼ充

足されたことから、住宅の「量から質への転換」が求められるようになってきたことや「高齢化社会の到来・環境問

題等の面」からも、住宅そのものの寿命を延ばすなどの循環型住宅市場の形成に向けた中古住宅の活性化策の必要性

が認識されるようになってきたことがその背景にあるものと思われます。

欧米先進国においては、すでに新築住宅の供給よりも中古住宅の流通が主流となっており、中古住宅は、貴重な社

会のストックとして絶えず手が加えられ活用されている状況であり、当社は近い将来、日本の住宅市場も欧米型に移

行するであろうと予想し、循環型住宅市場に向けたビジネスモデルを研究、構築してまいりました。

バブル経済の崩壊以後これまで、不動産価値が下落の一途を辿るなかにあって、平成７年に設立した当社は、取扱

件数及び取扱高を年々増やしながら、設立以来その事業規模を順調に拡大してまいりました。このように当社が事業

規模を拡大できた要因は、常に社会のニーズに合致した品質の高いリノヴェイト（再生）した中古マンションをタイ

ムリーかつ安定的に供給できた結果であると考えております。そして、貴重な住宅ストックを有効に再生するこのビ

ジネスモデルは、今後、ますます社会において必要性を高めていくものと実感しております。

当社は、今後「新築住宅の供給中心の市場」から「中古住宅の流通中心の市場」へと大きく構造変化するであろう

日本の住宅市場にあって、とりわけ得意とする中古マンションの再生流通分野において、これまで培った経験を踏ま

え、さらにこのビジネスモデルを強化しつつ、常に社会から強く求められ、評価される企業集団を構築することを基

本方針として、経営を推進してまいります。

(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一つと考えております。将来の事業拡大のための財務体質の強

化と内部留保の充実を図りつつ、新たな方針として、業績の推移に連動し、積極的に株主に対する利益還元を行う業

績連動型配当政策を導入いたします。具体的には、剰余金の配当について、中期的な目標配当性向を30％として、業

績等を勘案しながら適宜配当性向を向上させていく方針であります。

当期の期末配当金につきましては、当初１株当たり400円の予定でありましたが、通期業績の伸張を鑑み１株当たり

700円に増配させていただく予定であります。これにより年間配当金は１株当たり1,100円となり、当期の配当性向は、

前期の6.5％から12.9％となる予定であります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　投資単位の引き下げにつきましては、当社株式の流動性の向上と個人を中心とした投資家の皆様により投資しやす

い環境を整えるため、また株式の流動性をより高めるための有効な施策のひとつであると考えます。

　当社では、当期において平成17年７月31日を基準日として、同年９月15日付で普通株式１株を５株に分割しており

ます。今後につきましても、株価動向や当社グループの業績などを注視しながら、実施の必要性及びその時期につい

て適宜検討してまいります。

(4）目標とする経営指標

　経営の健全化を重視し、自己資本比率、経常利益率、１株当たり当期純利益などの指標の向上に努めてまいります。

当期における各経営指標の実績につきましては、連結自己資本比率は前期の16.8％に対して14.4％、連結経常利益率

は前期の2.7％に対して当期は3.4％、連結１株当たり当期純利益が前期の8,012.61円（株式分割（普通株式１株を５

株に分割）について遡及修正済み）に対して当期10,376.03円となっております。当社グループといたしましては、連

結経常利益率５％を中期的目標数値として掲げ、早期実現を目指し収益力の向上に努めてまいります。
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(5）会社の対処すべき課題と中長期的な経営戦略

　当社グループを取り巻く経営環境は、既存マンションのストックの確実な増加とともに、今後、中古マンション流

通市場が欧米並みに形成されていくことが予測され、市場規模の拡大は必然であると考えております。当社グループ

は、中古マンション再生流通事業のリーディング・カンパニーとして、当該事業が社会的な認知を受け、消費者のニー

ズに応えた高品質なリノヴェックスマンションを提供していくことが、社会的責務であり、また市場の活性化に寄与

できるものと考えております。

　当社の具体的な取り組みとしましては、当該事業の営業力の強化に向け、新店舗の開設を含めた首都圏営業エリア

の拡大を引き続き推進してまいります。また、内装工事に関する設計施工能力の向上及び品質等の商品力の向上によ

り、ブランド力の醸成に努めてまいります。特に、設計施工を担当する子会社株式会社インテリックス空間設計の施

工体制の強化が、重要な経営課題であると認識しております。そのために同社の設計施工監理部門の人員増強、人材

育成を継続的に行うとともに、施工協力会社との連携を強化することにより、今後も拡大する事業規模に対応する施

工体制の強化を図ってまいります。

加えて、積極的な仕入によるたな卸資産及び固定資産の増加にともない、自己資本比率が低下（前期が連結自己資

本比率16.8％に対して当期は14.4％）しておりますが、財務上の健全性を確保するため、今後、自己資本の充実を図

ることを検討してまいります。

　また、収益力の向上に向けて、経営効率の改善及び利益管理の徹底並びに経営基盤をより強固なものとするための

経営管理体制の強化に努めてまいります。

 以上の取り組みに加え、社会から高い信頼を寄せていただける企業となるべく、引き続きグループを挙げてコーポ

レート・ガバナンスの充実及びコンプライアンスの徹底に努めてまいります。

(6）親会社等に関する事項

 該当事項はありません。

 (7) 内部管理体制の整備・運用状況

 当該事項につきましては、別途開示しておりますコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システム

に関する基本的な考え方及びその整備状況」をご参照ください。

 

(8）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

 ①当連結会計年度の概況

当連結会計年度（平成17年６月1日～平成18年５月31日）におけるわが国経済は、輸出主導で始まり、企業の旺盛な

設備投資と賃金・雇用情勢の改善に伴う個人消費の拡大により内需を押し上げ、景気は持続的に回復する状況となり

ました。株式市場においては、企業業績の好調さを織り込んで、株価は概して上昇基調でありましたが、その後、証

券関連不祥事により不安定な局面で推移いたしました。

不動産・住宅業界におきましては、アスベスト問題に加え耐震強度偽装問題が発生しましたが、首都圏における新

築マンションの発売戸数は年間８万戸を越え引続き高水準で推移しました。また、中古マンション流通市場におきま

しては、首都圏の豊富なストックと都心集中化を背景に、価格及び流通量が前年を上回る水準で堅調に推移しました。

このような状況におきまして、当社グループの当連結会計年度は、事業の拡大及び将来を見据えた事業基盤の強化

に向けて、中古マンション再生流通事業（リノヴェックスマンション事業）を柱に積極的に事業展開を行ってまいり

ました。主力でありますセカンダリー（中古）マンションの仕入、リノヴェックスマンションの販売強化に加えて、

当期は、オーナーチェンジ物件（賃借人付物件）を積極的に取得してまいりました。これは、賃貸中の分譲物件を当

社が取得することで、賃貸借期間中は安定した賃料収入を確保し、賃借人の退去後は、当社の得意とするリノヴェッ

クス内装工事を経て物件販売を行う事業モデルであり、ストック収益とフロー収益の融合的ビジネスと位置づけてお

ります。当期末のオーナーチェンジ物件の保有状況としましては、約47億円（前期比約22億円増）、件数は231件（前

期比118件増）と大幅な増加となりました。一方で、都心部における地価上昇局面に対応するため、オフィスビルを含

め、良質な物件を積極的に取得してまいりました。取得した物件は、固定資産として中長期で保有することにより、

安定した賃料収入の確保を図り、当社の収益基盤の強化につなげていきたいと考えております。長期保有収益物件の

当期の取得状況としましては、約35億円で件数は４件でありました。

営業体制につきましては、今後の業容拡大に対応すべく営業力の強化を掲げ、営業人員の増強に加えて、営業エリ

アの拡大のために池袋店を開設（平成17年９月）し、次の拠点展開に備え人的資源の再配分を行いました。

また、取扱物件の増加に加え、内装の高品質化による施工ボリュームの増加に対応するため、施工体制の強化を図っ

ており、設計施工を担当する子会社(株)インテリックス空間設計の設計施工監理部門の人員増強、人材育成に注力し

てまいりました。

財務面では、コミットメントライン（78億円）の活用により、業容の拡大に向けた機動的な調達と、有利子負債コ

ストの削減を推進しました。

 株式につきましては、当社は、投資単位の引き下げによる投資家の拡大や株式流動性の向上を目的に、同年７月31

日を基準日として、同年９月15日付で普通株式１株を５株に分割いたしました。

 これらの結果、当社グループの当連結会計年度における連結業績は、売上高31,795百万円（前期比12.1％増）、営

業利益1,515百万円（同20.8％増）、経常利益1,081百万円（同38.9％増）、当期純利益582百万円（同46.4％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。

（中古マンション再生流通事業　＜リノヴェックスマンション事業＞）

当事業部門におきまして、物件販売売上は、販売件数が1,087件（前期比11.6％増）と増加したことにより、売上

高が27,466百万円（同7.2％増）となりました。また、オーナーチェンジ物件に係る賃貸収入売上は、物件数の増加

により売上高が236百万円（同105.4％増）と大幅に増加しました。加えて、その他収入売上につきましては、子会

社インテリックス住宅販売の不動産仲介手数料の減少等により86百万円（同14.6％減）となりました。これらの結

果、当事業部門の売上高が27,789百万円（同7.6％増）、営業利益は1,590百万円（同5.1％増）となりました。

（その他不動産事業）

　当事業部門におきましては、戸建、土地、ビル等のその他不動産の物件販売売上が3,717百万円（前期比54.0％

増）、賃貸収入売上が188百万円（同136.4％増）、その他収入売上が100百万円（同117.8％増）となりました。こ

れらの結果、当事業部門の売上高は4,006百万円（同57.8％増）、営業利益は428百万円（同93.4％増）となりまし

た。
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② 次期の見通し

 今後の見通しにつきましては、米国経済成長の減速、原油高等による先行き不透明感はあるものの、企業収益の持

続的な回復基調、設備投資の増加に加え、個人消費の伸びが下支えすることが想定され、景気は引き続き堅調に推移

していくことが期待されます。

 このような状況におきまして、当社グループは、業容の拡大と将来を見据えた事業基盤の強化を引き続き継続して

推進してまいります。業績の見通しとしましては、中古マンション再生流通事業〈リノヴェックスマンション事業〉

において、拡大する中古マンション市場を背景に、リノヴェックスマンションの販売件数が堅調に推移することで物

件販売売上が増加し、また、当連結会計年度において積極的に取得してまいりましたオーナーチェンジ物件及び固定

資産である長期保有収益物件の賃貸収入の増加が見込まれることから、平成19年５月期の連結売上高は、前期比18.1%

増の37,564百万円を見込んでおります。また、経常利益につきましては、前期比40.0%増の1,513百万円、そして当期

純利益は、前期比34.2%増の781百万円を見込んでおります。なお、平成19年５月期の単独業績につきましては、連結

と同様の前提条件で、業績予想を下記のとおり見込んでおります。

 （連結業績予想）　　　　　　　　　　　　　　　　　（単独業績予想）

売上高　　　37,564百万円　（前期比　18.1％増）　　売上高　　　37,200百万円　（前期比　17.7％増）

経常利益　　 1,513百万円　（前期比　40.0％増）　　経常利益　　 1,380百万円　（前期比　52.4％増）

当期純利益　　 781百万円　（前期比　34.2％増）　　当期純利益　　 718百万円　（前期比　50.4％増）

 また、配当につきましては、積極的に株主に対する利益還元を行う業績連動型配当を導入することにより、中期的

な目標配当性向30％に向け、業績等を勘案しながら適宜配当性向を向上させていく方針であります。平成19年５月期

の1株当たりの配当金は、中間配当金1,200円、期末配当金1,200円の合わせて2,400円を予定しており、配当性向は

18.8％を見込んでおります。

 

 (2）財政状態

①　財政状態の分析

　当連結会計年度末の資産合計は、22,453百万円となり、前連結会計年度末の16,125百万円から6,327百万円の増加

となりました。

＜流動資産＞

　流動資産につきましては、17,289百万円となり、前連結会計年度末の14,553百万円から2,736百万円の増加となり

ました。これは、主として業容拡大に向けた物件の仕入高の増加により、たな卸資産が2,511百万円増加したことに

よるものであります。

＜固定資産＞

　固定資産につきましては、5,163百万円となり、前連結会計年度末の1,572百万円から3,590百万円の増加となりま

した。これは、中長期的な保有を目的とした賃貸用不動産を取得したこと等により、有形固定資産が2,829百万円及

び、賃貸用ビルに係る借地権の取得等により無形固定資産が465百万円それぞれ増加したことが主たる要因でありま

す。

＜流動負債＞

　　流動負債につきましては、11,978百万円となり、前連結会計年度末の9,893百万円から2,084百万円の増加となり

ました。これは、主として物件購入資金等として調達した短期借入金が1,662百万円増加、買掛金が134百万円増加

したことによるものであります。

＜固定負債＞

　固定負債につきましては、7,232百万円となり、前連結会計年度末の3,522百万円から3,709百万円の増加となりま

した。これは、主として中長期保有物件の取得のための資金調達として、長期借入金が3,730百万円増加したことに

よるものであります。

＜純資産＞

　純資産につきましては、3,242百万円となり、前連結会計年度末の資本合計2,708百万円から533百万円の増加とな

りました。これは、主として当期純利益を582百万円計上したことと、剰余金の配当により44百万円減少したことに

よるものであります。
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②　キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ7百万円減少

し792百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度と比較して1,936百万円増加し、1,461百

万円の支出超過となりました。主なキャッシュ・フローの増加要因は、たな卸資産の増加額が4,112百万円から2,511

百万円に1,600百万円減少したこと及び税金等調整前当期純利益が770百万円から1,093百万円に323百万円増加した

ことが主たる要因であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度と比較して3,341百万円減少し、3,613百

万円の支出超過となりました。主なキャッシュ・フロー減少要因としては、前連結会計年度に比べ、固定資産の売

却による収入が199百万円増加したものの、固定資産の取得による支出が3,291百万円増加したこと、及び投資有価

証券の取得による支出が161百万円増加したこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度と比較して1,025百万円増加し、5,067百

万円の収入超過となりました。キャッシュ・フローの増加要因は、短期借入金が前連結会計年度に比べ731百万円増

加し、固定資産の取得に伴う長期借入金の増加を含め、長期借入れによる収入が4,935百万円増加した一方、長期借

入金の返済による支出が3,627百万円増加したこと、社債の償還による支出が110百万円増加したこと、及び当連結

会計年度に新株発行がなかったことで株式の発行による収入が762百万円減少したことによるものであります。

　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５月期 平成17年５月期 平成18年５月期

自己資本比率（％） 13.5 16.8 14.4

時価ベースの自己資本比率（％） － 106.5 54.2

債務償還年数（年） － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － －

　（注）１．各指標の基準は下記のとおりで、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

自己資本比率：（純資産の部合計－新株予約権－少数株主持分）／総資産

 但し、平成16年5月期及び平成17年5月期につきましては、株主資本／総資産 にて算出して

おります。

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。なお、

時価ベースの自己資本比率は、平成16年5月期は株式上場前につき株式の時価がないため、記載は省略してお

ります。

３．平成16年5月期、平成17年5月期及び平成18年5月期の連結会計年度の債務償還年数とインタレスト・カバレッ

ジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため表示しておりません。
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(3）事業等のリスク

　以下において、当社グル－プ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事項を記載しております。

また、必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資者の投資判断上重要と考えられる事項につい

ては、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。なお、当社グル－プは、これらのリスクの発

生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社株式に対する投資

判断は、本項以外の記載事項も併せて、慎重に検討した上で行なわれる必要があると考えております。なお、本文中

における将来に関する事項は、当決算短信提出日(平成18年７月19日)現在において当社グループが判断したものであ

ります。

① 競合及び価格競争について

　当社グループの主な営業エリアである東京都区内及び神奈川県横浜市内は、一般に人気の高い地域であるため、今

後、競合他社の参入状況によって仕入件数あるいは販売件数が減少した場合、又は価格競争等によって物件の仕入価

格が上昇したり販売価格が下落して採算が悪化した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

② 不動産市況及び住宅関連税制等の影響について

当社グループの事業は景気動向、金利動向、地価動向及び住宅税制等の影響を受けやすい傾向にあり、雇用情勢の

悪化、金利の上昇、地価の騰落等が生じた場合等においては、購買者の購入意欲が減退し、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。

③ 在庫リスクについて　

　当社グループでは事業の拡大に伴って、販売件数の増加に対応した積極的な物件の仕入を行っているため、たな卸

資産が総資産に占める割合は概して高水準にあり、平成18年5月期末で69.8％となっております。

 販売状況に応じて物件の仕入を調節するなど、在庫水準の適正化に努めておりますが、何らかの理由により販売状

況が不振となり、その間に不動産の市場価格が下落した場合には、たな卸資産に評価損が発生すること等により、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 法的規制等について

当社グル－プは不動産業及び建設業に属し、「宅地建物取引業法」、「不当景品類及び不当表示防止法」、「不動

産の表示に関する公正競争規約」、「建設業法」等の法令により規制を受けております。これらの法律等の改廃又は

新たな法的規制が今後生じた場合には、当社グル－プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 また、当社グル－プの主要な事業活動の継続には下表に掲げる許認可等が前提となりますが、当該許認可等には有

効期間があり、その円滑な更新のため、当社グル－プでは「企業行動憲章」及び「コンプライアンス規程」を制定し

不祥事の未然防止に努めております。現時点においては、当該許認可等の取消し又は更新拒否の事由に該当する事実

はありませんが、将来、何らかの理由により、当該許認可等が取消され又はそれらの更新が認められない場合には、

当社グル－プの主要な事業活動に支障をきたすとともに、業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

（許認可等の状況）

会社名 許認可等の名称 許認可等の内容 有効期間
許認可等の取消し又は
更新拒否の事由

㈱インテリックス 宅地建物取引業者免許
国土交通大臣(1）第

6392号

平成15年２月４日から

平成20年２月３日まで

宅地建物取引業法

第５条及び第66条

㈱インテリックス住宅

販売
宅地建物取引業者免許

国土交通大臣(1）第

6493号

平成15年８月29日から

平成20年８月28日まで

宅地建物取引業法

第５条及び第66条

㈱インテリックス空間

設計
一般建設業許可

東京都知事許可（般

－15）第120531号

内装仕上工事業

平成15年８月25日から

平成20年８月24日まで

建設業法第８条及び第

29条

⑤ 有利子負債への依存について

　当社グループの不動産取得費は主に金融機関からの借入金によって調達しております。このため、総資産額に占

める有利子負債の割合が高く、経済情勢等によって市場金利が上昇した場合には、当社グループの業績に影響を及

ぼすこととなります。また、何らかの理由により借入が行えなくなった場合には、当社グループの事業に重大な影

響を及ぼす可能性があります。
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平成16年５月期 平成17年５月期 平成18年５月期

期末有利子負債残高（千円）(A) 9,088,359 12,369,813 17,481,589

期末総資産額（千円）(B) 11,413,551 16,125,920 22,453,102

有利子負債依存度（％）(A/B) 79.6 76.7 77.9

⑥ 代表者への依存について

　当社グループの事業推進者は代表取締役である山本卓也であります。同氏は昭和61年に東京城南地区を営業エリ

アとして不動産仲介業を専業とする㈱セントラルプラザを設立し、魅力ある物件の商品化の研究を繰り返し、中古

マンション流通事業を推進いたしました。その後、事業の本格的な推進のため、平成7年に不動産事業に加え室内装

飾の設計及び施工を事業目的の一つに掲げた㈱ブレスタージュ（現㈱インテリックス）を設立いたしました。同氏

は、取扱物件の情報管理のための「総合管理システム」を自ら開発する等、当社グループにおいて重要な役割を果

たしております。

　当社グループは、営業体制、内装工事体制、及び管理体制等、企業集団全般にわたる経営基盤の強化に取り組ん

でおりますが、何らかの理由により、同氏が当社グループの代表者を退任するような事態になった場合には、当社

グループの業績に重大な影響を与える可能性があります。

⑦ 訴訟等について

当社グループは、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、当社グループが販売、施工、管理する不動産物件において、瑕疵の発生、又は内装工事期間中における近隣

からの騒音クレーム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、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績
　該当事項はありません。
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

 
 

前連結会計年度
（平成17年５月31日）

当連結会計年度
（平成18年５月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   925,355   943,920  18,565

２．売掛金   13,580   7,956  △5,624

３．たな卸資産 ※１  13,170,346   15,682,139  2,511,793

４．前渡金   197,097   361,121  164,023

５．繰延税金資産   113,697   158,060  44,362

６．その他   134,374   137,238  2,864

７．貸倒引当金   △920   △658  262

流動資産合計   14,553,532 90.2  17,289,778 77.0 2,736,246

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ※１ 559,347   1,318,094    

減価償却累計額  39,268 520,079  61,714 1,256,379  736,299

(2）土地 ※１  744,675   2,841,561  2,096,886

(3）その他  83,927   87,398    

減価償却累計額  58,767 25,159  66,324 21,073  △4,086

有形固定資産合計   1,289,914 8.0  4,119,013 18.4 2,829,099

２．無形固定資産         

(1）連結調整勘定   436   －  △436

(2）借地権   －   467,663  467,663

(3）その他   10,885   8,696  △2,189

無形固定資産合計   11,322 0.1  476,360 2.1 465,037

３．投資その他の資産         

  (1）投資有価証券   962   255,756  254,793

(2）差入保証金敷金   163,750   190,394  26,643

(3）繰延税金資産   30,236   45,498  15,262

(4）その他   78,161   80,281  2,120

(5）貸倒引当金   △1,959   △3,980  △2,020

投資その他の資産合
計

  271,150 1.7  567,950 2.5 296,799

固定資産合計   1,572,387 9.8  5,163,323 23.0 3,590,936

資産合計   16,125,920 100.0  22,453,102 100.0 6,327,182

         

－ 10 －



 
 

前連結会計年度
（平成17年５月31日）

当連結会計年度
（平成18年５月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   165,854   300,711  134,856

２．短期借入金 ※１  7,626,650   9,289,400  1,662,750

３．１年内返済予定長期
借入金

※１  1,129,581   1,118,045  △11,535

４．１年内償還予定社債   270,000   235,000  △35,000

５．前受金   110,990   116,480  5,490

６．未払法人税等   312,535   437,178  124,642

７．その他   278,374   481,471  203,096

流動負債合計   9,893,986 61.4  11,978,286 53.4 2,084,300

Ⅱ　固定負債         

１．社債   415,000   180,000  △235,000

２．長期借入金 ※１  2,928,582   6,659,144  3,730,561

３．役員退職慰労引当金   66,507   96,207  29,700

４．その他   112,887   297,438  184,550

固定負債合計   3,522,977 21.8  7,232,789 32.2 3,709,812

負債合計   13,416,964 83.2  19,211,076 85.6 5,794,112

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  535,650 3.3  － － △535,650

Ⅱ　資本剰余金   644,498 4.0  － － △644,498

Ⅲ　利益剰余金   1,528,831 9.5  － － △1,528,831

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  △24 △0.0  － － 24

資本合計   2,708,955 16.8  － － △2,708,955

負債、少数株主持分及
び資本合計

  16,125,920 100.0  － － △16,125,920

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   －   535,650  535,650

２．資本剰余金   －   644,498  644,498

３．利益剰余金   －   2,066,047  2,066,047

株主資本合計   － －  3,246,195 14.4 3,246,195

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  －   △4,169  △4,169

評価・換算差額等合計   － －  △4,169 △0.0 △4,169

純資産合計   － －  3,242,026 14.4 3,242,026

負債純資産合計   － －  22,453,102 100.0 22,453,102

         

－ 11 －



(2）連結損益計算書

 
 

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   28,367,725 100.0  31,795,795 100.0 3,428,070

Ⅱ　売上原価   24,770,696 87.3  27,499,932 86.5 2,729,236

売上総利益   3,597,028 12.7  4,295,862 13.5 698,833

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,342,357 8.3  2,780,656 8.7 438,298

営業利益   1,254,671 4.4  1,515,206 4.8 260,534

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  763   185    

２．受取配当金  61   61    

３．受取収益分配金  489   －    

４．受取違約金  21,632   4,926    

５．デリバティブ利益  4,400   10,883    

６．その他  3,429 30,775 0.1 4,445 20,502 0.0 △10,273

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  368,525   374,774    

２．支払手数料  105,767   76,705    

３．新株発行費  9,192   －    

４．社債発行費  1,750   －    

５. 株式上場費用  13,800   －    

６．その他  8,200 507,236 1.8 3,020 454,501 1.4 △52,735

経常利益   778,210 2.7  1,081,206 3.4 302,996

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※２ 169   14,360    

２．投資有価証券売却益  270   41    

３．役員退職慰労引当金取
崩額

 261   －    

４．ゴルフ会員権売却益  95   －    

５．貸倒引当金戻入益  － 796 0.0 262 14,664 0.0 13,868

         

－ 12 －



 
 

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅶ　特別損失         

　　固定資産処分損 ※３ 8,535 8,535 0.0 2,130 2,130 0.0 △6,405

税金等調整前当期純利
益

  770,471 2.7  1,093,741 3.4 323,269

法人税、住民税及び事
業税

 419,441   568,427    

法人税等調整額  △46,450 372,990 1.3 △56,781 511,645 1.6 138,655

当期純利益   397,480 1.4  582,095 1.8 184,614

         

－ 13 －



(3）連結剰余金計算書

 　　前連結会計年度（自　平成１６年６月１日　至　平成１７年５月３１日）

  
前連結会計年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

区分
注記番
号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   191,873

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１．増資による新株の発行  452,625 452,625

Ⅲ　資本剰余金期末残高   644,498

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,131,351

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  397,480 397,480

Ⅲ　利益剰余金期末残高   1,528,831

    

(4) 連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（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

 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

前期末残高 535,650 644,498 1,528,831 2,708,980 △24 △24 2,708,955

当期変動額

剰余金の配当   △44,880 △44,880   △44,880

当期純利益   582,095 582,095   582,095

株主資本以外の項目の変動額

（純額）
    △4,144 △4,144 △4,144

当期変動額合計   537,215 537,215 △4,144 △4,144 533,070

当期末残高 535,650 644,498 2,066,047 3,246,195 △4,169 △4,169 3,242,026

－ 14 －



(5）連結キャッシュ・フロー計算書

 
 

前連結会計年度
(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  770,471 1,093,741 323,269

減価償却費  35,709 46,946 11,236

のれん(連結調整勘定)償却額  582 436 △145

デリバティブ損益  △4,400 △10,883 △6,483

繰延消費税等償却額  509 649 140

貸倒引当金の増加又は減少(△)額  600 1,758 1,158

役員退職慰労引当金の増加
又は減少(△)額

 26,711 29,700 2,988

社債発行費  1,750 － △1,750

新株発行費  9,192 － △9,192

受取利息及び受取配当金  △824 △246 577

支払利息  368,525 374,774 6,249

投資有価証券売却益  △270 △41 228

固定資産売却益  △169 △14,360 △14,191

固定資産処分損  8,535 2,130 △6,405

売上債権の増加(△)又は減少額  △4,555 5,624 10,179

たな卸資産の増加(△)又は減少額  △4,112,751 △2,511,793 1,600,957

前渡金の増加(△)又は減少額  △616 △164,023 △163,406

仕入債務の増加又は減少(△)額  △8,164 134,856 143,021

未収消費税等の増加(△)又は減少額  △18,557 11,300 29,857

未払消費税等の増加又は減少(△)額  △1,704 16,286 17,990

その他資産の増加(△)又は減少額  76,661 △50,112 △126,773

その他負債の増加又は減少(△)額  125,811 373,540 247,728

小計  △2,726,952 △659,714 2,067,237

利息及び配当金の受取額  824 246 △577

利息の支払額  △367,078 △358,071 9,006

法人税等の支払額  △304,171 △443,784 △139,613

営業活動によるキャッシュ・フロー  △3,397,376 △1,461,324 1,936,052

－ 15 －



 
 

前連結会計年度
(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金等の預入による支出  △51,115 △44,423 6,691

定期預金等の払戻による収入  10,501 18,609 8,108

固定資産の取得による支出  △237,299 △3,528,832 △3,291,533

固定資産の売却による収入  472 199,542 199,070

投資有価証券の取得による支出  △100,901 △262,786 △161,884

投資有価証券の売却による収入  100,172 1,045 △99,126

貸付けによる支出  △58,800 － 58,800

貸付金の回収による収入  64,523 3,236 △61,286

その他資産の増加（△）又は減少額  90 － △90

投資活動によるキャッシュ・フロー  △272,354 △3,613,606 △3,341,251

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増加
又は減少（△）額

 930,930 1,662,750 731,820

長期借入れによる収入  6,159,149 11,095,048 4,935,898

長期借入金の返済による支出  △3,748,626 △7,376,022 △3,627,395

社債の発行による収入  98,250 － △98,250

社債の償還による支出  △160,000 △270,000 △110,000

株式の発行による収入  762,182 － △762,182

 配当金の支払額  － △44,092 △44,092

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,041,886 5,067,683 1,025,797

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
又は減少（△）額

 372,154 △7,247 △379,402

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  427,360 799,514 372,154

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 799,514 792,266 △7,247

     

－ 16 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

（株）インテリックス空間設計

（株）インテリックス住宅販売

(1）連結子会社の数　

　　　　　　同左

 

 

 (2）非連結子会社はありません。  (2）            同左

２．持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　各連結子会社の事業年度の末日は連結決

算日と一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算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

動平均法による原価法により算

定）を採用しております。

イ　有価証券

　　 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を採用

しております。

 

 ロ　デリバティブ

時価法

ロ　デリバティブ

同左

 ハ　たな卸資産

①　販売用不動産

個別法による原価法

ハ　たな卸資産

①　販売用不動産

同左

 ②　仕掛販売用不動産

個別法による原価法

②　仕掛販売用不動産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

  定率法を採用しております。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、

定額法を採用しております。

 なお、耐用年数は次のとおりです。

イ　有形固定資産

　　　　　　 同左

 

  建物及び構築物　　３～60年

 その他　　　　　　２～20年

 

 

 ロ　無形固定資産

　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

基づく定額法を採用しております。

ロ　無形固定資産

同左

 ハ　長期前払費用

　均等償却によっております。

ハ　長期前払費用

同左

－ 17 －



項目
前連結会計年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

(3）重要な繰延資産の処理

方法

イ　新株発行費

　支出時に全額費用処理しております。

－

 

 ロ　社債発行費

　支出時に全額費用処理しております。

 

 

(4）重要な引当金の計上基

準

イ　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。

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく当連結会計年度末要

支給額を計上しております。

ロ　役員退職慰労引当金

同左

(5）重要なリース取引の処

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

(6）重要なヘッジ会計の方

法

イ　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしている場合は、特例処

理を採用しております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ取引

ヘッジ対象：借入金

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ハ　ヘッジ方針

　当社の社内規定に基づき、個別案件

ごとにヘッジ対象を明確にし、当該

ヘッジ対象の金利変動リスクをヘッジ

することを目的として実施することと

しております。

ハ　ヘッジ方針

同左

 ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしているため、ヘッジ有

効性の判定を省略しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

イ　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ます。

　ただし、控除対象外消費税等のうち

固定資産に係る部分は投資その他の資

産の「その他」に計上し（５年償

却）、それ以外は、全額発生連結会計

年度の期間費用として処理しておりま

す。

イ　消費税等の会計処理

同左

－ 18 －



項目
前連結会計年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．のれん（連結調整勘定）

の償却に関する事項

　連結調整勘定は５年間の均等償却を行っ

ております。ただし、金額が僅少な連結調

整勘定については、発生連結会計年度に全

額償却しております。

　のれんは５年間の均等償却を行っており

ます。ただし、金額が僅少なのれんについ

ては、発生事業年度に全額償却しておりま

す。

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

－

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能かつ価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左
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会計方針の変更

前連結会計年度
（自　平成16年 6月 1日
至　平成17年 5月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年 6月 1日
至　平成18年 5月31日）

－  当連結会計年度より次の会計基準を適用しております。

 

 (1)　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」（平成14年8月10日　企業会計審議会）及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（平成15年

10月31日　企業会計基準委員会　企業会計基準適用指

針第6号）

 (2)　役員賞与に関する会計基準

「役員賞与に関する会計基準」（平成17年11月29日　

企業会計基準委員会　企業会計基準第4号）

 (3)　貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（平成17年12月9日　企業会計基準委員会　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適用指針」（平成17年12月9日　

企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第8号）

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

3,242,026千円であり、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結貸借対照表の「純資

産の部」については、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

 (4)　株主資本等変動計算書に関する会計基準

「株主資本等変動計算書に関する会計基準」（平成17

年12月27日　企業会計基準委員会　企業会計基準第6

号）及び「株主資本等変動計算書に関する会計基準の

適用指針」（平成17年12月27日　企業会計基準委員会

　企業会計基準適用指針第9号）

 (5)　1株当たり当期純利益に関する会計基準

「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（平成18

年1月31日　企業会計基準委員会　改正企業会計基準

第2号）、「1株当たり当期純利益に関する会計基準の

適用指針」（平成18年1月31日　企業会計基準委員会

　改正企業会計基準適用指針第4号）及び「1株当たり

当期純利益に関する実務上の取扱い」（平成18年1月

31日　企業会計基準委員会　改正実務対応報告第9号）

  

なお、上記の会計基準の適用による損益に与える影響は

ありません。
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追加情報

前連結会計年度

（平成17年５月31日）

当連結会計年度

（平成18年５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

以後に開始する事業年度より外形標準課税が導入された

ことに伴い、当連結会計期間から「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、10,691千円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が

それぞれ10,691千円減少しております。

　　　　　　　　　　　－ 

 

 

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年５月31日）

当連結会計年度
（平成18年５月31日）

※１　担保資産及び担保付債務 ※１　担保資産及び担保付債務

(1）担保に提供している資産は次のとおりであります。 (1）担保に提供している資産は次のとおりであります。

販売用不動産 7,446,098千円

仕掛販売用不動産 2,015,158千円

建物 440,404千円

土地 706,826千円

計 10,608,487千円

販売用不動産      5,603,397千円

仕掛販売用不動産 1,733,231千円

建物 1,207,724千円

土地 2,835,102千円

計 11,379,456千円

(2）担保付債務は次のとおりであります。 (2）担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 6,362,050千円

１年内返済予定長期借入金 906,674千円

長期借入金 2,085,669千円

計 9,354,393千円

短期借入金 4,893,100千円

１年内返済予定長期借入金 622,912千円

長期借入金 5,030,494千円

計 10,546,506千円

※２　発行済株式の総数                           －

普通株式 11,220株
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

販売仲介手数料 622,382千円

給与手当 495,423千円

役員退職慰労引当金繰入額 26,973千円

貸倒引当金繰入額 600千円

販売仲介手数料 763,211千円

給与手当 636,918千円

役員退職慰労引当金繰入額 29,700千円

貸倒引当金繰入額 2,020千円

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

その他（工具器具備品） 169千円

  

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 13,555千円

その他（車両運搬具） 805千円

 　　　　計  14,360千円

※３　固定資産処分損の内容は次のとおりであります。 ※３　固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 7,315千円

その他（工具器具備品他） 1,220千円

 計 8,535千円

建物及び構築物 1,175千円

その他（工具器具備品他） 954千円

 計 2,130千円

（連結株主資本等変動計算書関係）

 当連結会計年度　（自　平成17年6月1日　至　平成18年5月31日）

1．発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

　　 普通株式（株） 11,220 44,880 － 56,100

 （変動事由の概要）

平成17年9月15日付をもって普通株式1株を5株に分割したことにより、発行済株式総数は44,880株増加し56,100株と

なっております。

 2．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

 （千円）

1株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

 平成17年8月25日

 定時株主総会
普通株式 22,440 2,000  平成17年5月31日  平成17年8月26日

 平成18年1月18日

 取締役会
普通株式 22,440 400  平成17年11月30日  平成18年2月6日

 

 （2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）

1株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

 平成18年8月24日

 定時株主総会
 普通株式  利益剰余金 39,270 700  平成18年5月31日  平成18年8月25日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成17年５月31日現在） （平成18年５月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 925,355

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △125,840

現金及び現金同等物 799,514

 （千円）

現金及び預金勘定  943,920

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △151,653

現金及び現金同等物 792,266
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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

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

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

 
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）

その他（工具
器具備品）

123,070 58,711 64,359

合計 123,070 58,711 64,359

 
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）

その他（工具
器具備品）

162,090 95,833 66,257

合計 162,090 95,833 66,257

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 31,229千円

１年超 35,010千円

合計 66,239千円

１年内 26,613千円

１年超 41,342千円

合計 67,955千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 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 29,568千円

減価償却費相当額 26,875千円

支払利息相当額 2,997千円

支払リース料 41,263千円

減価償却費相当額 37,650千円

支払利息相当額 3,425千円

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、残存価額をゼロとする定

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

を利息相当額の総額とし、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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②　有価証券

 

1. その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成17年５月31日） 当連結会計年度（平成18年５月31日）

取得原価

（千円）

連結貸借対照表

計上額

（千円）

差額

（千円）

取得原価

（千円）

連結貸借対照表

計上額

（千円）

差額

（千円）

(1）株式 － － － 159,100 152,070 △7,030

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 1,003 962 △41 － － －

 合　計 1,003 962 △41 159,100 152,070 △7,030

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

100,172 270 － 1,045 41 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

 　非上場株式 103,686
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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関連取引のス

ワップ取引とキャップ取引であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　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）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、借入金利等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。

(3）取引の利用目的

同左

イ　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理の要件を満たし

ている場合は、特例処理を採用しております。

 

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ取引

ヘッジ対象：借入金

 

ハ　ヘッジ方針

　当社の社内規定に基づき、個別案件ごとにヘッジ対

象を明確にし、当該ヘッジ対象の金利変動リスクを

ヘッジすることを目的として実施することとしており

ます。

 

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例処理の要件を満たし

ているため、ヘッジ有効性の判定を省略しております。

 

(4）取引に係るリスクの内容

　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、契約先はいずれも信用度の高い国内金融機関で

あり、相手先の契約不履行による信用リスクは極めて軽

微であると判断しております。

(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

　デリバティブ取引については、財務部が行っておりま

すが、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに

従い、実施にあたっては決裁責任者の承認を得て行って

おります。

(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

　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又は計

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。

(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

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

金利関連

区分 種類

前連結会計年度（平成17年５月31日） 当連結会計年度（平成18年５月31日）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取

引以外

の取引

金利オプション取引

受取変動・支払固定
100,000 － 0 －        －  － － －

金利スワップ取引

受取変動・支払固定
700,000 700,000 △15,401 △15,401 700,000 250,000 △4,518 △4,518

合計 800,000 700,000 △15,401 △15,401 700,000 250,000 △4,518 △4,518

　（注）１．上記金利オプション取引における契約額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すも

のではありません。

２．時価の算定方法は、契約を締結している取引銀行から提示された価額に基づき算定しております。

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、上記記載から除いております。

④　退職給付

前連結会計年度（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

　該当事項はありません。
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⑤　ストック・オプション等

 

 　　　当連結会計年度（自　平成17年6月1日　　至　平成18年5月31日）

 　　　　ストック・オプションの内容

　　　　　  1．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　　　会社名  提出会社

　　　決議年月日  平成17年8月25日

      付与対象者の区分及び数

 当社取締役　　　　　 　　4名

 当社監査役　　　　　　 　3名

 当社従業員　　　　　　　97名

 当社子会社取締役　　 　　4名

 当社子会社従業員　　　　55名

 　   ストック・オプション数（注）  普通株式　　　　　 　1,250株

　　　付与日  平成18年2月22日

　　　権利確定条件
 権利行使時において当社ならびに当社子会社

の従業員等の地位にあること。

　　　対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

　　　権利行使期間  平成19年9月1日～平成22年8月31日

 　　　　　（注）株式数に換算して記載しております。

 

　　　　　　２．ストック・オプションの規模及びその変動状況

 　　　　　　　（1）ストック・オプションの数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：株）

　　　会社名 提出会社

　　　決議年月日 平成17年8月25日

　　　権利確定前  

　　　　期首  　　　　　－

　　　　付与  　　　　1,250

　　　　失効  　　　　　 17

　　　　権利確定  　　　　　－

　　　　未確定残  　　　　1,233

　　　権利確定後  

　　　　期首  　　　　　－

　　　　権利確定  　　　　　－

　　　　権利失効  　　　　　－

　　　　権利行使  　　　　　－

　　　　失効  　　　　　－

 

 　　　　　　　（2）単価情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 会社名  提出会社

 決議年月日  平成17年8月25日

 権利行使価格  　　　323,843

 行使時平均株価 　　　　　　－

 付与日における公平な評価単価 　　　　　　－
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⑥　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（千円）

繰延税金資産（流動）  

未払事業税否認額 21,339

未払固定資産税否認額 2,183

未払不動産取得税否認額 18,934

 連結会社間内部利益消去 32,628

 未払賞与否認額 37,747

貸倒引当金損金算入限度超過額 374

その他 490

計 113,697

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金否認額 27,061

税務上の繰延資産償却限度超過額 2,360

貸倒引当金損金算入限度超過額 797

その他 16

計 30,236

繰延税金資産合計 143,934

（千円）

繰延税金資産（流動）  

未払事業税否認額 30,312

未払固定資産税否認額 15,328

未払不動産取得税否認額 22,602

 連結会社間内部利益消去 26,361

 未払賞与否認額 59,322

貸倒引当金損金算入限度超過額 267

その他 3,865

計 158,060

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金否認額 39,146

税務上の繰延資産償却限度超過額 1,871

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,619

その他 2,860

計 45,498

繰延税金資産合計 203,559

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

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 40.69

 （調整）  

 交際費等永久に損金に算入されない項目 2.39

  住民税均等割額 0.18

  同族会社の留保金に対する税額 2.23

  法人税等追徴税額 1.80

  その他 1.12

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.41

　　　　　　 

（％）

 法定実効税率 40.69

 （調整）  

 交際費等永久に損金に算入されない項目 1.57

  住民税均等割額 0.43

  同族会社の留保金に対する税額 3.24

  その他 0.85

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.78
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⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）

 
中古マンショ
ン再生流通事
業（千円）

その他不動産
事業（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 25,828,146 2,539,578 28,367,725 － 28,367,725

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 25,828,146 2,539,578 28,367,725 － 28,367,725

営業費用 24,314,681 2,317,950 26,632,631 480,422 27,113,053

営業利益 1,513,464 221,628 1,735,093 (480,422) 1,254,671

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 12,772,559 2,551,745 15,324,305 801,615 16,125,920

減価償却費 20,156 8,540 28,696 12,626 41,322

資本的支出 204,527 13,966 218,493 21,074 239,568

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称

事業区分は、事業内容を勘案して次のとおりに区分しております。

(1）中古マンション再生流通事業……中古マンションを購入し再生させて販売する事業。

(2）その他不動産事業……戸建・土地・ビルの売買及び不動産賃貸等の不動産関連事業。

２．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の金額は480,422千円であり、その主なもの

は連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用であります。

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は801,615千円であり、その主なものは連結財務諸

表提出会社の管理部門に係る資産であります。

４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。
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当連結会計年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

 
中古マンショ
ン再生流通事
業（千円）

その他不動産
事業（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 27,789,365 4,006,429 31,795,795 － 31,795,795

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 27,789,365 4,006,429 31,795,795 － 31,795,795

営業費用 26,198,404 3,577,874 29,776,279 504,309 30,280,589

営業利益 1,590,961 428,554 2,019,515 △504,309 1,515,206

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 13,309,095 8,242,495 21,551,590 901,511 22,453,102

減価償却費 24,705 15,522 40,228 7,813 48,042

資本的支出 11,509 820,032 831,542 4,960 836,502

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称

事業区分は、事業内容を勘案して次のとおりに区分しております。

(1）中古マンション再生流通事業……中古マンションを購入し再生させて販売する事業。

(2）その他不動産事業……戸建・土地・ビルの売買及び不動産賃貸等の不動産関連事業。

２．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の金額は504,309千円であり、その主なもの

は連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用であります。

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は901,511千円であり、その主なものは連結財務諸

表提出会社の管理部門に係る資産であります。

４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。
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⑧　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（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 241,439.91円

１株当たり当期純利益金額 40,063.09円

１株当たり純資産額 57,790.13円

１株当たり当期純利益金額 10,376.03円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在し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金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

－  

 　当社は、平成17年9月15日付で普通株式1株につき5株の

株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前連結会計年度における1株当たり情報については、

以下のとおりとなります。

　

1株当たり純資産額 48,287.98円

1株当たり当期純利益額 8,012.61円

潜在株式調整後1株当たり

　当期純利益
－円

  

 

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

 
前連結会計年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当期純利益（千円） 397,480 582,095

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） 397,480 582,095

期中平均株式数（株） 9,921 56,100

希薄化効果を有してい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

－

 平成17年8月25日定時株主総会決議ス

トックオプション(新株予約権)

 　　普通株式　　　　　1,233株
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

(新株予約権方式によるストック・オプション制度の採用)

　平成17年8月25日開催の当社第10回定時株主総会におい

て、当社並びに当社子会社の役員（顧問を含む）及び従

業員の業務向上に対する意欲や士気を一層高め、業容拡

大に資することを目的として、商法第280条ノ20及び商法

第280条ノ21の規定に基づくストック・オプション制度

（新株予約権方式）を採用することを決議しております。

制度に基づく新株予約権の概要は以下のとおりでありま

す。

 

　新株予約権発行の要領 

(1) 新株予約権の割当を受ける者

　当社並びに当社子会社の取締役、監査役、顧問及び従

業員とする。

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数

　当社普通株式250株（平成17年７月31日を割当基準日と

する株式分割実施による調整後は、1,250株とする。）を

上限とする。

　なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の

算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するも

のとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当

該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株

式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じた１

株未満の端数については、これを切り捨てるものとす

る。 

調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・　　　　

株式併合の比率

(3) 発行する新株予約権の総数

　250個（平成17年７月31日を割当基準日とする株式分割

実施による調整後は、1,250個とする。）を上限とする。

（新株予約権１個当たりの目的となる株式数１株。ただ

し、上記 (2) に定める株式の数の調整を行った場合は、

その調整に従う。）

(4) 新株予約権の発行価額

無償とする。

　　　　　　　　　　　　－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 33 －



前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

(5) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額

　新株予約権発行の日の属する月の前月各日（取引が成

立しない日を除く。）における株式会社ジャスダック証

券取引所が公表する当社普通株式の最終価格（以下、「最

終価格」という。）の平均値に1.05を乗じた金額（１円

未満の端数は切り上げる。）とする。

　ただし、その金額が新株予約権発行の日の最終価格（取

引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の最終価格）

を下回る場合は、新株予約権発行の日の最終価格とする。

　なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併

合を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込金額

（以下「払込価額」という。）を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。

 調整後払込価額＝調整前払込価額×(１／株式分割・　

株式併合の比率)

　また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で

新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権

の権利行使の場合を除く。）は、次の算式により払込価

額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上

げる。

調整後

払込価

額

 

＝

調整前

払込価

額

×

 

既発行

株式数

＋

 

新規発行株式数×1株当たり払込金額 

新規発行前の1株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

　なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、発

行済株式数から保有する自己株式の数を控除した数とし、

また、自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」

を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

　また、新株予約権発行後に他社と合併する場合、会社

分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの

場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必

要かつ合理的な範囲で、払込価額を適切に調整すること

ができるものとする。

(6) 新株予約権の権利行使期間

平成19年９月1日から平成22年８月31日までとする。

(7) 新株予約権の行使の条件

　① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社並びに

当社子会社の取締役、監査役、顧問及び従業員の地位

にあることを要する。ただし取締役の再任や従業員の

取締役への昇任、当社並びに当社子会社間の転籍、そ

の他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの

限りではない。
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前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

② 新株予約権の相続は認めない。ただし、取締役会が正

当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

③ 新株予約権者は保有する新株予約権のうち、その一部

につき権利を行使することができる。ただし、権利の

行使は付与された新株予約権の整数倍の単位で行使す

るものとする。

④ 新株予約権者は、下記の各期間中において、既に行使

した新株予約権の個数の累計が、下記のそれぞれの期

間について規定された新株予約権の個数を超えないよ

うに権利を行使するものとする。

(イ) 平成19年９月１日から平成20年８月31日まで

　割当を受けた新株予約権の３分の１まで。ただし、

１個の新株予約権に満たない端数については、これを

切り上げる。

(ロ) 平成20年９月１日から平成21年８月31日まで

　割当を受けた新株予約権の３分の２まで。ただし、

１個の新株予約権に満たない端数については、これを

切り上げる。

(ハ) 平成21年9月1日から平成22年8月31日まで

割当を受けた新株予約権の３分の３。

⑤ その他の行使条件については、株主総会決議及び新株

予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結する新株予約権申込証兼割当契約書

に定めるところによる。

(8) 新株予約権の消却の事由及び消却条件

① 当社が消滅会社となる合併契約書が当社株主総会で承

認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換

契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき当社株

主総会で承認された場合には、当社は新株予約権を無

償で消却することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行

使の条件に該当しなくなったときは、当社は当該新株

予約権を無償で消却することができる。

③ 新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した

場合は、当社は当該新株予約権を無償で消却すること

ができる。
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前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

(9) 新株予約権の譲渡制限

　新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

（株式の分割に関する取締役会決議）

　平成17年７月15日開催の当社取締役会において、次の

とおり株式分割を行うことを決議いたしました。

　平成17年９月15日付をもって普通株式１株を５株に分

割する。

(1) 分割により増加する株式数

普通株式 44,880 株

(2) 分割方法

　平成17年7月31日（日曜日）〔ただし、当日及び前日は

名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年7月29

日（金曜日）〕最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載

又は記録された株主の所有株式数並びに端株原簿に記載

又は記録された端株主の所有端株数を１株につき５株の

割合をもって分割する。

(3) 配当起算日

平成17年６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

事業年度における１株当たりの情報及び当期首に行われ

たと仮定した場合の当事業年度における１株当たりの情

報は、それぞれ以下のとおりとなります。

 

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

31,689.80円 48,287.98円

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

 7,921.51円 8,012.61円 

潜在株式調整後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

－ 円 － 円
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６．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）仕入実績

　前連結会計年度及び当連結会計年度における仕入実績の内訳は、次のとおりであります。

区分
前連結会計年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 

事業の種類別セグメント 仕入件数
前年同期

比（％）

仕入高
（千円）

前年同期

比（％）
仕入件数

前年同期

比（％）

仕入高
（千円）

前年同期

比（％）

中古マンション再生流通事業 1,140 112.4 21,967,229 107.9 1,338 117.4 22,732,090 103.5

その他不動産事業 36 138.5 2,967,074 339.0 33 91.7 2,574,767 86.8

合計 1,176 113.1 24,934,304 117.4 1,371 116.6 25,306,858 101.5

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．販売用不動産の仕入実態を明確に表すため、上記仕入高を構成する費目を販売用不動産本体価格及び、仕入

仲介手数料、不動産取得税、登記料から、販売用不動産本体価格に変更しております。

　なお、前年同期比較に当たっては前連結会計年度分を変更後の区分に組み替えて行っております。

３. 中古マンション再生流通事業つきましては、区分所有による1戸単位の仕入れをしており、個人・法人ともに

同一の性質のものであるため、個人・法人による内訳表示から、合計による表示に変更しております。

(3）販売実績

　前連結会計年度及び当連結会計年度における販売実績の内訳は、次のとおりであります。

区分
前連結会計年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 

事業の種類別セグメント 販売件数
前年同期

比（％）

販売高
（千円）

前年同期

比（％）
販売件数

前年同期

比（％）

販売高
（千円）

前年同期

比（％）

中古マンション

再生流通事業

物件販売 974 105.6 25,612,034 110.0 1,087 111.6 27,466,532 107.2

賃貸収入 － － 115,184 － － － 236,615 205.4

その他収入 － － 100,927 － － － 86,217 85.4

小計 974 105.6 25,828,146 109.8 1,087 111.6 27,789,365 107.6

その他不動産

事業

物件販売 30 63.8 2,413,590 88.5 36 120.0 3,717,175 154.0

 賃貸収入 － － 79,845 － － － 188,731 236.4

その他収入 － － 46,143 － － － 100,523 217.8

 小計 30 63.8 2,539,578 91.2 36 120.0 4,006,429 157.8

合計 1,004 103.6 28,367,725 107.8 1,123 111.9 31,795,795 112.1

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．販売実績をより明確に表すため、中古マンション再生流通事業においては、その他の収入を賃貸収入及びそ

他収入に、その他不動産事業においては、一括表示から、物件販売、賃貸収入及びその他収入の区分表示へ

と変更しております。また、中古マンション再生流通事業つきましては、区分所有による1戸単位の仕入れを

しており、個人・法人ともに同一の性質のものであるため、個人・法人による内訳表示から、合計による表

示に変更しております。

 なお、前年同期比較に当たっては前連結会計年度分を変更後の区分に組み替えて行っております。

 　　　 ３．その他不動産事業は、土地・戸建等に係る売上高を計上しております。　

４．当社は引渡し基準により売上高を計上しております。

－ 37 －



(4）契約実績

　前連結会計年度及び当連結会計年度における中古マンション再生流通事業の契約実績の内訳は、次のとおりであり

ます。

区分
前連結会計年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

事業の種類別セグメント
期首契約
残高

期中契約
件数

期中引渡
件数

期末契約
残件数

期首契約
残高

期中契約
件数

期中引渡
件数

期末契約
残件数

中古マンション再生流通事業 61 985 974 72 72 1,074 1,087 59

合計 61 985 974 72 72 1,074 1,087 59

　（注）１. 契約残件数は、不動産売買契約を締結したもののうち、引渡しがなされていないものであります。

 ２. 中古マンション再生流通事業つきましては、区分所有による1戸単位の仕入れをしており、個人・法人ともに

同一の性質のものであるため、個人・法人による内訳表示から、合計による表示に変更しております。
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