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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 11,709 (58.9) 668 (307.7) 631 (113.8)

17年５月期 7,368 (△16.0) 164 (△85.0) 295 (△73.6)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

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 130 (138.5) 2,533 00 ― ― 1.6 3.8 5.4

17年５月期 54 (△90.8) 1,062 08 ― ― 0.7 1.8 4.0

（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       51,599株 17年5月期 51,599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、対前期増減率であります。

(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 16,609 8,121 48.9 157,392 78

17年５月期 16,750 8,142 48.6 157,810 74

（注）期末発行済株式数（連結） 18年5月期       53,440株 17年5月期 53,440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 739 △150 △131 1,997

17年５月期 347 △737 △498 1,540

(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 5,348 286 △443

通　期 12,257 1,064 △47

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　 △927円94銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況

１．事業内容

　当社及び子会社２社　（トータル情報センター株式会社・長柄ショッピングリゾート株式会社）より構成されてお

り、埼玉県を中心とする首都圏において分譲マンションに注力しております。

　事業内容については次の通りであります。

［　当社グループ　］

区分 事業の内容

開発事業
・ 分譲マンションは「ベルドゥム－ル」シリ－ズ、戸建分譲住宅は「ベルフル－ブ」シリ－ズ、の

ブランド名を用い企画設計、施工、販売。（リベレステ株式会社）

建築事業
・ 注文住宅の企画設計、施工と中高層住宅建設等における躯体工事の内、型枠工事の施工。

　（リベレステ株式会社） 

ホテル事業 ・ リゾートホテルの経営。　（トータル情報センター株式会社） 

ショッピング　

センター事業 
・ アウトレットモールの経営。　（長柄ショッピングリゾート株式会社） 

その他事業

・ 一般不動産の売買、建築資材及び住宅設備機器等の仕入と販売。 (リベレステ株式会社)

・ 不動産の売買仲介、賃貸物件の管理及び営繕。温泉浴場施設の経営。 (トータル情報センター株

式会社)

非連結子会社
・ カナダにおけるマンション、戸建住宅等の開発、分譲。　（R&C Development.Co） 

  ・ ゴルフ場の経営。　（猫魔ホテル猪苗代ゴルフコース株式会社）

 事業系統図 
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R&C Development .Co 
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トータル情報センター株式会社 

長柄ショッピングリゾート株式会社 

開発事業 

建築事業 

その他事業 
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２．経営方針

１．経営の基本方針

　当社グループの経営理念は、1970年の創業以来一貫して建築業に関わり、「ものづくり」を特徴として独自のロー

コストビジネスモデルを活かし、良質で低廉な住宅を提供することを考えております。

　また、ビジネスはお客様への商品提供から始まるのではなく、お客様のニーズ、社会のニーズを的確に捉え創意工

夫し、安心で最良の商品を開発することから始まると考えております。

　当社グループは、モノ創りの会社であり、規模拡大・売上拡大ではなく効率・利益重視の身の丈にあった安定成長

を基本としております。

２．利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置づけると共に、安定的かつ恒久的な経

営基盤の確保と自己資本利益率の向上に努める事を基本方針としております。この基本方針に基づき、平成18年５月

期は、平成18年８月開催予定の第28期定時株主総会において、配当金として１株につき4,000円を提案する予定であり

ます。

３．目標とする経営指標

　当社グループは、財務安全性を重視し、自己資本比率50％以上を目指す方針であります。

４．中長期的な会社の経営戦略

　不動産業界における環境として、景気回復に伴った雇用不安の改善を背景とし且つ、金利の先高感と土地の高騰が

都心部において起きており、団塊の世代ジュニアを中心とした層が需要側として強さが見られます。一方供給側とし

ましては、土地の仕入れ激化に伴う土地高騰、耐震偽装事件ならびに原油高に伴う資材上昇、長期デフレによる技術

者不足等、建築費の大幅アップによりマンション価格の高騰が予想されます。

　このような経営環境の下、当社グループは開発事業並びにその他事業の不動産販売に本業回帰し、対応してまいり

たいと考えております。「ものづくり」に拘り、躯体事業、自社施工体制を特徴に他社との差別化、これからの環境

に対応し、品質が高いものをお手頃な価格で供給できる所が当社の強みであります。又、当社グループは財務体質に

重点を置いてきたゆえ、土地仕入れを強化し中長期的に在庫を確保する体力があることも当社の強みであります。こ

のように当社の成長期の強みを活かせる環境になって来たと判断し、原点にもどり積極的に事業構築を図って行きた

いと考えております。又、「サーム千歳ドミニオ」のように「二地域住居」と「実需」のニーズを満たした商品をそ

の他の事業として投入してまいりたいと考えております。ホテル事業におきましては、立上げ期間から本格稼動の黒

字化へ新体制を整え、原点をキーワードに「リピート客の開拓」、集客、客単価の増加という目標を掲げサービスの

向上を図ってまいりたいと考えております。ショッピングセンター事業におきましては、事業のコンセプトを「ホ

ビー」という企画を積み上げて、テナントを充実させて市場価値を増加させて行きたいと考えております。

 

５．会社の対処すべき課題

　中長期的な経営戦略でも記載しましたとおり、当社は「自社施工」と「財務安定性」という強みを活かすべく「原

点回帰」を図っていきます。そのためには、土地仕入の強化及び営業力の強化が課題と認識しており現在人員も含め

て対処中であります。ホテル事業におきましては、集客及び客単価の増加が常なる経営目標でありますので、戦略と

して「リピート客の開拓」を掲げその達成のため、従業員教育及び料理の充実で対処していきたいと考えております。

ショッピングセンター事業におきましては、ようやく「ホビー」というコンセプトが決定いたしましたので客単価を

増加させるべく如何に企画を積み上げていくかという事が課題となります。

６．親会社等に関する事項

　当社は親会社を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。

 

  ７. その他、会社の経営上の重要な事項

  該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

１．経営成績

　わが国日本経済は、長いデフレ経済からようやく抜け出し、企業収益の改善、個人消費の緩やかな増加、雇用情

勢の改善に広がりが見られるようになりました。当社が属する不動産業界も、景気回復に伴う金利先高感に加え土

地価格の高騰、耐震偽装事件や原油高に伴った資材等、建築費の高騰という状況に加え、需要面としましては団塊

の世代ジュニアを中心とした実需が増加しつつあります。今期、当社といたしましては市場環境を見極めながら利

益重視の堅実な経営を目指してまいりました。開発事業におきましては、実需に応じた付加価値分譲マンション販

売と1棟売却を行いました。建築事業は予定通り進捗し、その他事業においては、昨今の不動産事業の多様化に対応

し、「二地域住居」として提供した「サーム千歳ドミニオ」が好調に推移しております。しかし、ホテル事業にお

いては裏磐梯猫魔ホテルの客単価の伸び悩み及びショッピングセンター事業における長柄ショッピングリゾート㈱

の再生プロジェクトが遅れているために売上高が予定通りには推移しませんでした。但し、ホテル事業とショッピ

ングセンター事業が昨年に対して積み上がったために、売上高は11,709百万円（前期比58.9%増）となりました。利

益につきましては、経常利益631百万円（前期比113.8%増）となり、当期純利益につきましては、130百万円（前期

比138.5%）となりました。

　事業の種類別セグメントごとの業績を示しますと、次のとおりであります。

〔開発事業部門〕

　分譲マンションは、「ベルドゥムール・ランドマーク秋田」（40戸）、「ベルドゥムール福島駅前」（52戸）

「ベルドゥムール草加旭町」（32戸）、「ベルドゥムール扇大橋」（17戸）の141戸で3,424百万円（前期比

21.2％増）、戸建分譲住宅は「ベルフルーブ」シリーズを仙台市泉地区および取手市で26戸、売上計上は541百万

円（前期比34.5％減）となりました。

　当事業による売上高は3,965百万円（前期比8.6％増）となり、当社グループ全体の売上構成割合は33.9％であ

ります。　

 

〔建築事業部門〕

　経済の不安定及びデフレ圧力の中、慎重な受注と事業収益を重視した結果、型枠請負工事が443百万円（前期比

2.3％増）、建築請負工事が1,771百万円（前期比120.0％増）となりました。

　当事業による売上高は2,214百万円（前期比78.8％増）となり、当社グループ全体の売上構成割合は18.9％であ

ります。

〔ホテル事業部門〕

裏磐梯猫魔ホテルは運営強化により売上高1,269百万円（前期比48.5％増）となり、当社グループ全体の売上構

成割合は10.8％であります。

 

 　　 〔ショッピングセンター事業部門〕

 　　　　 ショッピングリゾート事業は、前期に子会社化した長柄ショッピングリゾート㈱によるものであり、売上高

2,629百万円（前期比―）となり、当社グループ全体の売上構成割合は22.5％であります。　

 

      〔その他事業部門〕

　富裕層に向けたリゾートマンション「サーム千歳ドミニオ」の販売を中心に売上高1,630百万円（前期比0.5％

増）となり、当社グループ全体の売上構成割合は13.9％であります。

　部門別売上状況は次のとおりであります。
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 （単位：百万円）

部門

第27期
（前期）

第28期
（当期）

増減
（当期－前期）

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

開発事業 3,652 49.6％ 3,965 33.9％ 313 8.6％

建築事業 1,239 16.8％ 2,214 18.9％ 975 78.8％

ホテル事業 854 11.6％ 1,269  10.8％ 414 48.5％ 

ショッピングセンター事

業 
― ― 2,629 22.5％ 2,629 ― 

その他事業 1,622 22.0％ 1,630 13.9％ 7 0.5％

合計 7,368 100.0％ 11,709 100.0％ 4,341 58.9％

        今後の見通しにつきましては、景気回復、雇用不安及び将来所得に対する不安の解消、金利の上昇を背景に、団

塊の世代ジュニアの層を中心とした需要が不動産に対して起きてくると予想します。一方供給側としましては、土

地仕入の激化、建築資材の高騰を背景に不動産の価格も上昇すると予想しております。

  このような状況下において当社グループは開発事業において原点回帰として、当社の強みを活かした「お手頃な

価格」で提供していきたいと考えております。

  次期の見通しにつきましては、連結売上高12,257百万円、連結経常利益1,064百万円、連結当期純利益につきまし

ては、長柄ショッピングリゾート㈱の減損損失（590百万円）を特別損失として計上するため△47百万円を見込んで

おります。

 

２.　財政状態

 　　(1）資産、負債及び純資産の状況

 　　(連結)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 前期実績 当期実績 増　　減

 総　    　資　    　産 16,750 16,609 △140

 総　　  　負　　　　債 8,607 8,488 △119

 純　　　　資　　　　産 8,142 8,121 △21

 　

　 　(個別)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 前期実績 当期実績 増　　減

 総　　　　資　　　　産 12,642 13,303 660

 総　　　　負　　　　債 4,031 4,493 462

 純　　　　資　　　　産 8,611 8,809 197

　　

 　  (2）キャッシュ・フローの状況

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益566百万円に裏磐梯猫

魔ホテル及び長柄ショッピングセンター㈱における減価償却費の増加により減価償却費が324百万円、土地減損損

失の計上による130百万円を主として739百万円の収入となり、前年同期と比べ391百万円収入増加となりました。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入と払戻による影響及び本社社

屋の新築による有形固定資産取得による支出240百万円が計上されたものの、前期の裏磐梯猫魔ホテルに対する有

形固定資産の取得による支出が減少した事と貸付に対する支出が減少したことにより150百万円の支出となり前年

同期と比べ586百万円の支出減少となりました。

－ 5 －



③　財務活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは短期・長期借入金の返済等により131百万円の支

出となり、前年同期と比べ367百万円の支出減少となりました。

 

　　これらの結果、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、457百万円の増加となり、現金及び現金同等物

の期末残高は、1,997百万円となりました。

  ３． 事業等のリスク

 　　　　当社グループの経営成績、株価及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり

ます。

  (1) 業績の変動について

　当社グループの主力事業であります開発事業における売上は、購入者への引渡し時に計上するためその引渡し

時期により上半期と下半期では経営成績に偏りが生じております。また、天変地異等により建築工事の遅延等、

予期せぬ事象により引渡し時期が翌期にずれ込んだ場合には当社グループの業績等が著しく変動する可能性があ

ります。

 　　(2) 金利動向の影響について

  当社グループの主力事業であります開発事業の販売において、購入者は主として金融機関の住宅ローンを利 

用しております。また、開発事業に係る用地取得費及び開発費の一部は主として金融機関からの借入金によって

いるため、金利動向や金融情勢等の大幅な変動があった場合には、当社グループの業績等が著しく変動する可能

性があります。

 　　(3) 開発事業における近隣住民の反対運動について

  不動産開発事業にあたっては、あらゆる法的規制及び条例等を遵守し、あらかじめ近隣住民への説明会を実施

するなど理解を頂戴するようにしておりますが、日照問題、環境問題等を理由に近隣住民の方たちから反対運動

が起きる場合があり、その場合には計画の変更、工事期間の延長、追加費用等が生じ、当社グループの業績や財

政状態に影響を与える可能性があります。
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４．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）

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 ※２  2,677,062   2,988,485  

２　受取手形及び売掛金   183,570   57,887  

３　棚卸資産 ※２  5,074,571   4,740,607  

４　繰延税金資産   22,753   30,616  

５　その他   603,754   254,886  

貸倒引当金   △12,601   △6,230  

流動資産合計   8,549,111 51.0  8,066,252 48.6

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※２ 5,162,349   5,379,405   

減価償却累計額  767,191 4,395,158  1,063,044 4,316,360  

(2）車両運搬具  83,364   86,828   

減価償却累計額  61,947 21,416  60,730 26,097  

(3）土地 ※２  2,045,969   2,366,282  

(4）その他  105,435   112,944   

減価償却累計額  26,636 78,799  45,696 67,247  

有形固定資産合計   6,541,343 39.1  6,775,988 40.8

２　無形固定資産        

 (1）連結調整勘定   598,624   538,762  

 (2）その他   61,179   55,283  

無形固定資産合計   659,803 3.9  594,045 3.6
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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）

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       

(1）投資有価証券   484,616   658,210  

(2）長期貸付金   183,511   106,262  

(3）出資金   66,462   66,182  

(4）繰延税金資産   217,149   206,095  

(5）その他   124,490   141,447  

貸倒引当金   △76,009   △4,841  

投資その他の資産合計   1,000,220 6.0  1,173,356 7.0

固定資産合計   8,201,368 49.0  8,543,390 51.4

資産合計   16,750,480 100.0  16,609,642 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金   662,923   288,963  

２　短期借入金 ※２  2,944,524   3,707,603  

３　未払法人税等   213,040   375,430  

４　賞与引当金   70   ―  

５　完成工事補償引当金   2,412   1,089  

６　その他   737,526   833,790  

流動負債合計   4,560,496 27.2  5,206,876 31.3

Ⅱ　固定負債        

１　社債 ※２  200,000   200,000  

２　長期借入金 ※２  3,080,784   2,392,857  

３　役員退職慰労引当金   446,288   408,416  

４　退職給付引当金   57,423   51,932  

５　その他   262,610   228,249  

固定負債合計   4,047,107 24.2  3,281,456 19.8

負債合計   8,607,603 51.4  8,488,332 51.1
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金   1,646,765 9.8  ― ―

Ⅱ　資本剰余金   1,618,075 9.7  ― ―

Ⅲ　利益剰余金   4,931,159 29.4  ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   35,694 0.2  ― ―

Ⅴ　自己株式 ※５  △88,818 △0.5  ― ―

資本合計   8,142,876 48.6  ― ―

負債及び資本合計   16,750,480 100.0  ― ―

        

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本      

１．資本金  ― ― 1,646,765 9.9

２．資本剰余金  ― ― 1,618,075 9.8

３．利益剰余金  ― ― 4,855,464 29.2

４．自己株式  ― ― △88,818 △0.5

　　株主資本合計  ― ― 8,031,486 48.4

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額
金

― ― 89,823 0.5

　　評価・換算差額等合計 ― ― 89,823 0.5

純資産合計 ― ― 8,121,310 48.9

負債純資産合計 ― ― 16,609,642 100.0
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(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）

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  7,368,493 100.0  11,709,545 100.0

Ⅱ　売上原価   5,216,805 70.8  8,718,047 74.5

売上総利益   2,151,687 29.2  2,991,498 25.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１　販売手数料  155,810   216,992   

２　販売促進費  330,190   244,982   

３　広告宣伝費  95,942   109,510   

４　役員報酬  90,180   90,649   

５　給与手当  137,515   140,040   

６　役員退職慰労引当金繰入
額 

 22,905   20,635   

７　連結調整勘定償却  ―   59,862   

８　減価償却費   ―   321,006   

９　その他  1,155,130 1,987,675 27.0 1,119,104 2,322,784 19.8

営業利益   164,011 2.2  668,713 5.7

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息配当金  43,006   8,692   

２　手数料収入  21,634   17,556   

３　観覧車収入  40,723   ―   

４　受取保証金  52,862   ―   

５　家賃収入  51,069   21,331   

６　投資事業組合利益  42,564   59,776   

７　リース収入  40,000   ―   

８　その他  36,238 328,100 4.5 59,180 166,538 1.4

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  104,095   130,093   

２　投資事業組合損失  2,029   3,944   

３　リース費用  40,800   40,800   

４　その他  49,826 196,751 2.7 28,956 203,794 1.7

経常利益   295,360 4.0  631,457 5.4

Ⅵ　特別利益        

１　投資有価証券売却益  1,630   9,071   

２　固定資産売却益 ※２ 500   1,088   

３　受取違約金  150,000   ―   

４　貸倒引当金戻入額  ―   16,316   

－ 10 －



  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

５　その他  3,520 155,651 2.1 41,393 67,870 0.6

        

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産除却損 ※３ 56   2,687   

２　投資有価証券評価損  56,845   ―   

３　土地減損損失 ※４ ―   130,035   

４　その他  32 56,934 0.8 36 132,759 1.2

税金等調整前当期純利益   394,077 5.3  566,568 4.8

法人税、住民税及び事業税  336,691   469,368   

法人税等調整額  2,583 339,275 4.6 △33,500 435,867 3.7

当期純利益   54,802 0.7  130,700 1.1

        

(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

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）

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   1,618,075

Ⅱ　資本剰余金期末残高   1,618,075

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   5,082,753

    

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  54,802 54,802

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  206,396 206,396

Ⅳ　利益剰余金期末残高   4,931,159
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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）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年５月31日　残高

（千円）
1,646,765 1,618,075 4,931,159 △88,818 8,107,182

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（千円）   △206,396  △206,396

当期純利益（千円）   130,700  130,700

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（千円）

     

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
  △75,695  △75,695

平成18年５月31日　残高

（千円）
1,646,765 1,618,075 4,855,464 △88,818 8,031,486

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成17年５月31日　残高

（千円）
35,694 35,694 8,142,876

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（千円）   △206,396

当期純利益（千円）   130,700

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純

額）

（千円）

54,129 54,129 54,129

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
54,129 54,129 △21,566

平成18年５月31日　残高

（千円）
89,823 89,823 8,121,310
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(4）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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税金等調整前当期純利益  394,077 566,568

減価償却費  127,275 324,598

無形固定資産償却額  1,303 5,896

長期前払費用償却額  3,914 ―

連結調整勘定償却  ― 59,862

投資有価証券評価損  56,845 ―

退職給付引当金の増加減
少額

 3,035 △5,491

役員退職慰労引当金の増
加減少額

 22,905 2,128

賞与引当金の増加減少額  △872 △70

完成工事補償引当金の増
加減少額

 1,399 △1,323

貸倒引当金の増加減少額  △11,575 △18,286

受取利息及び受取配当金  △51,377 △12,437

支払利息  104,095 142,167

土地減損損失  ― 130,035

投資有価証券売却益  △1,630 △9,071

貸倒損失  24,634 ―

為替差損益  374 △2,613

投資事業組合損益  △39,948 △55,021

有形固定資産除売却損益  684 △50

売上債権の増加減少額  94,738 125,683

棚卸資産の増加減少額  483,817 △116,383

その他流動資産の増加減
少額

 △516,187 390,739

仕入債務の増加減少額  60,434 △373,959

その他流動負債の増加減
少額

 100,098 56,241

その他固定負債の増加減
少額

 2,147 △34,361

小計  860,190 1,174,850
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

利息及び配当金の受取額  47,878 15,356

利息の支払額  △98,718 △143,757

法人税等の支払額  △461,604 △306,979

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 347,746 739,470

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

連結範囲の変更を伴う子
会社株式取得による収入

 ※２ 59,695 ―

定期預金の預入による支
出

 △1,136,500 △990,500

定期預金の払戻による収
入

 929,500 1,136,500

有形固定資産の取得によ
る支出

 △419,869 △240,456

有形固定資産の売却によ
る収入 

 ― 1,575

投資有価証券の取得によ
る支出

 △46,601 △51,065

投資有価証券の売却によ
る収入

 53,915 42,562

貸付金の貸付による支出  △432,362 △39,297

貸付金の返済による収入  225,924 16,730

出資金の出資による支出  △20,242 ―

出資金の返還による収入  68,196 ―

投資有価証券取得による
支出(投資事業組合)

 ― △125,000

投資有価証券分配による
収入(投資事業組合)

 ― 114,822

無形固定資産の取得によ
る支出

 △6,623 ―

その他投資等の増加減少
額

 △12,701 △16,676

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △737,668 △150,804
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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）

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

   

短期借入金の純増加減少
額

 △764,030 592,552

長期借入金による収入  4,484,030 ―

長期借入金の返済による
支出

 △4,012,022 △517,400

配当金の支払額  △206,396 △206,396

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △498,418 △131,244

現金及び現金同等物の増加
減少額

 △888,340 457,422

現金及び現金同等物の期首
残高

 2,428,902 1,540,562

現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 1,540,562 1,997,985
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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 　子会社は下記の４社であり、トータル情

報センター及び長柄ショッピングリゾート

が連結されております。

　子会社は下記の４社であり、トータル情

報センター及び長柄ショッピングリゾート

が連結されております。

 トータル情報センター株式会社

長柄ショッピングリゾート株式会社

R&C Development CO.

猫魔ホテル猪苗代ゴルフコース株式会

社

　なお、長柄ショッピングリゾート株式

会社については、当連結会計年度末に新

たに株式を取得したことから、連結子会

社に含めております。

トータル情報センター株式会社

長柄ショッピングリゾート株式会社

R&C Development CO.

猫魔ホテル猪苗代ゴルフコース株式会社

 連結の範囲から除いた理由

　猫魔ホテル猪苗代ゴルフコース株式会社

は、平成16年10月に設立されたばかりで、

本格的に営業活動を行なっておらずまた、

R&C Development CO.同様、会社の総資産、

売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、

いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。

連結の範囲から除いた理由

　R&C Development CO.及び猫魔ホテル猪

苗代ゴルフコースは、小規模であり純資産、

売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、

いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。

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

　連結子会社のうち、トータル情報セン

ター及び長柄ショッピングリゾートの決算

日は３月31日であり、連結財務諸表の作成

にあたっては、子会社の決算日現在の財務

諸表を使用し、連結決算日との間に生じた

重要な取引については連結上必要な調整を

行っております。

　連結子会社のうち、トータル情報セン

ター及び長柄ショッピングリゾートの決算

日は３月31日であり、連結財務諸表の作成

にあたっては、子会社の決算日現在の財務

諸表を使用し、連結決算日との間に生じた

重要な取引については連結上必要な調整を

行っております。

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

ａ　有価証券

その他有価証券

ａ　有価証券

その他有価証券

 時価のあるもの

　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り算

定）を採用しております。

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。

時価のないもの

同左

 ｂ　棚卸資産の評価基準及び評価方法 ｂ　棚卸資産の評価基準及び評価方法

 販売用不動産、開発用不動産及び未成

工事支出金

個別法による原価法

販売用不動産、開発用不動産及び未成

工事支出金

同左

 その他棚卸資産

最終仕入原価法

その他棚卸資産

同左
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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）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

ａ　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（建物附属設備を除く）及

びトータル情報センターが所有する裏磐梯

猫魔ホテルに係る資産については定額法に

よっております）

 　　建物及び構築物　10年～50年

 　　車輌運搬具　　　４年～６年

ａ　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（建物附属設備を除く）及

びトータル情報センターが所有する裏磐梯

猫魔ホテルに係る資産については定額法に

よっております）

 　　建物及び構築物　10年～50年

 　　車輌運搬具　　　４年～６年

 ｂ　無形固定資産

　定額法

　なお、自社利用のソフトウエアについ

ては社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。

ｂ　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

ａ　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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。

ａ　貸倒引当金

同左

 ｂ　賞与引当金

　子会社の従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき計上しており

ます。

ｂ　賞与引当金

同左

 ｃ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務（自

己都合要支給額）に基づき計上しており

ます。

ｃ　退職給付引当金

同左

 ｄ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末支給見込額を計上して

おります。

ｄ　役員退職慰労引当金

同左

 ｅ　完成工事補償引当金

　完成工事に係る瑕疵担保の費用に備え

るため、完成工事高の0.1％相当額を計

上しております。

ｅ　完成工事補償引当金

同左

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。

同左
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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）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

(1）ヘッジ会計の方法…繰延ヘッジ処理を

採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法…繰延ヘッジ処理を

採用しております。

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

当連結会計年度にヘッジ会計を適用し

たヘッジ対象とヘッジ手段は以下の通

りであります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

当連結会計年度にヘッジ会計を適用し

たヘッジ対象とヘッジ手段は以下の通

りであります。

ヘッジ手段…売予約、金利スワップ

ヘッジ対象…その他有価証券、借入

金

ヘッジ手段…売予約、金利スワップ

ヘッジ対象…その他有価証券、借入

金

 (3）ヘッジ方針…金利変動リスク及び株価

変動リスクを低減するためヘッジを

行っています。

(3）ヘッジ方針…金利変動リスク及び株価

変動リスクを低減するためヘッジを

行っています。

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ

手段の相場変動の累計を比較し、両者

の変動額等を基礎にして判定しており

ます。ただし、当連結会計年度末にお

いて、売予約残高はありません。また、

特例処理によっているスワップについ

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

ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ

手段の相場変動の累計を比較し、両者

の変動額等を基礎にして判定しており

ます。ただし、当連結会計年度末にお

いて、売予約残高はありません。また、

特例処理によっているスワップについ

ては、有効性の評価を省略しておりま

す。

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

ａ　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

ａ　消費税等の会計処理

同左

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　連結調整勘定の償却に関

する事項

　翌連結会計年度より、10年間の均等償却

を行う予定であります。

　当連結会計年度より、10年間の均等償却

を行っております。

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、連結会計年度中に

確定した連結会社の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

　連結キャッシュ・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、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

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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会計処理の変更

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）

 ――――――  （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、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

により税金等調整前当期純利益は130,035千円減少しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

 ――――――  （連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等）

　 当連結会計年度から「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適用指針」（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。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

8,121,310千円であります。

　連結財務諸表規則の改正による連結貸借対照表の表示に

関する変更は以下のとおりであります。

１　前連結会計年度における「資本の部」は、当連結会計

年度から「純資産の部」となり、「純資産の部」は「株主

資本」及び「評価・換算差額等」に分類して表示しており

ます。

２　前連結会計年度において独立掲記しておりました「資

本金」、「資本剰余金」及び「株主資本」は当連結会計年

度においては「株主資本」の内訳科目として表示しており

ます。

３　前連結会計年度において、「利益剰余金」の次に表示

しておりました。「その他有価証券評価差額金」は、当連

結会計年度から「評価・換算差額等」の内訳科目として表

示しております。

 ――――――   （連結株主資本等変動計算書に関する会計基準等）

　当連結会計年度から「連結株主資本等変動計算書に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　

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」（企業会計基準委員会　平成17年

12月27日　企業会計基準適用指針第９号）を適用しており

ます。

　連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度から「連

結株主資本等変動計算書」を作成しております。

　また、前連結会計年度まで作成しておりました「連結剰

余金計算書」は、本改正により廃止され、当連結会計年度

からは作成しておりません。
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表示方法の変更

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）

 （連結貸借対照表）

　 前連結会計年度まで「出資金」として表示しておりま

　した投資事業組合への出資については、「証券取引法

等の一部を改正する法律」（平成16年６月９日法律第97

号）により有価証券とみなされることとなったため、当

連結会計年度より「投資有価証券」に含めて表示してお

ります。なお、投資事業組合への出資は、前連結会計年

度末は361,400千円、当連結会計年度末は363,471千円で

あります。

 （連結貸借対照表）

　 ――――――

 

 

 

 

 

 

 

（連結損益計算書）

　「投資事業組合利益」、「リース収入」は、前連結会計

年度まで営業外収益の「その他」に、また、「リース費

用」は営業外費用の「その他」に含めて表示しておりまし

たが、当連結会計年度において、営業外収益及び営業外費

用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度の「投資事業組合利益」は2,922

千円、「リース収入」は12,000千円、「リース費用」は

6,800千円であります。

 ――――――

 

 

 

 

 

 ――――――

（連結損益計算書）

　「観覧車収入」は、前連結会計年度までは営業外収益で表

示していましたが、当連結会計年度より売上高に含めて表示

しております。（17,468千円）

　また、観覧車運営費用は、前連結会計年度までは営業外費

用のその他に含めて表示していましたが、当連結会計年度よ

り売上原価に含めて表示しております。（9,231千円）

　なお、前連結会計年度における「観覧車収入」及び観覧車

運営費用は、それぞれ40,723千円、17,695千円であります。

　 「減価償却費」は、前連結会計年度まで販売費及び一般　　

管理費の「その他」に含めて表示いたしましたが、販売費及び

一般管理費の総額の100分の10を超えたため区分掲記しまし

た。

　なお、前連結会計年度における「減価償却費」の金額は、

125,857千円であります。

　 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取保証金」

（当連結会計年度は12,888千円）は、営業外収益の総額の100

分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表

示することにしました。

追加情報

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）

（棚卸資産の保有目的の変更）

　所有目的の変更により、その他棚卸資産から構築物へ

150,924千円振替えております。  

 

　（法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算　

　書上の表示方法）

 　実務対応報告第12号「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」

　（企業会計基準委員会　平成16年2月13日）が公表された

　 ことに伴い、当連結会計年度から同実務対応報告に基づ

　 き、法人事業税の付加価値割及び資本割11,427千円を販

　 売費及び一般管理費として計上しております。

 

（棚卸資産の保有目的の変更）

　所有目的の変更により、開発用不動産から土地へ450,347

千円振替えております。  

 

　――――――
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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　非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

 　　　投資有価証券（株式）　　　　　 　  60,990千円

※１　非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

 　　　投資有価証券（株式）　　　　　 　  60,990千円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 

普通預金 18,225千円

定期預金 582,500千円

開発用不動産 450,347千円

建物 3,274,673千円

土地 885,959千円

計 5,211,704千円

普通預金       17,267千円

定期預金        582,500千円

開発用不動産        ―千円

建物      3,131,384千円

土地      1,336,306千円

計      5,067,458千円

　上記物件については、短期借入金2,100,000千円、

１年以内返済予定の長期借入金698,524千円、長期借

入金3,062,584千円及び社債200,000千円の担保に供し

ております。

 　　  上記の他に、東京不動産信用保証㈱が行なう当社顧 

客に対する手付金の保証行為に対し、当社が保有する

同社株式3,000千円を同社に担保として提供しておりま

す。

　上記物件については、短期借入金2,355,000千円、

１年以内返済予定の長期借入金282,737千円、長期借

入金2,379,657千円及び社債200,000千円の担保に供し

ております。

       上記の他に、東京不動産信用保証㈱が行なう当社顧

客に対する手付金の保証行為に対し、当社が保有する

同社株式3,000千円を同社に担保として提供しておりま

す。

３　保証債務 ３　保証債務

ィ．当社の物件購入者に対する金融機関からの融資に

ついて、保証会社が求償債権を取得した場合は、保

証会社からの申し入れにより、当社が当該債権を譲

受することになっております。

ィ．当社の物件購入者に対する金融機関からの融資に

ついて、保証会社が求償債権を取得した場合は、保

証会社からの申し入れにより、当社が当該債権を譲

受することになっております。

物件購入者（194人） 747,319千円 物件購入者（184人）        674,463千円

  

 

 

 

 

４　手形裏書譲渡高 ４　手形裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 17,540千円 受取手形裏書譲渡高       10,990千円

※５　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、以下のとおりであります。

※５　　　　　　　　――――――

普通株式 1,841株

 　６　当社においては、運転資金の効率的な調達を行なう

ため取引銀行２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。これら契約に基づく当

連結会計年度末の借入未実行残高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
1,500,000千円

 　借入実行残高 ―　千円

   　　差引額 1,500,000千円

 　６　当社においては、運転資金の効率的な調達を行なう

ため取引銀行２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。これら契約に基づく当

連結会計年度末の借入未実行残高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
     1,500,000千円

 　借入実行残高  1,380,000千円

   　　差引額      120,000千円
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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　売上高には、当社マンションの工事にかかる施行業

者（外注先）に対する型枠工事等が含まれております。

型枠工事高は23,424千円であります。　　 

※１　売上高には、当社マンションの工事にかかる施行業

者（外注先）に対する型枠工事等が含まれております。

型枠工事高は149,106千円であります。　　 

※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

土地 ―千円

車両 500千円

計 500千円

土地  ―千円

車両    1,088千円

計    1,088千円

※３　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

車両 56千円

工具器具備品 ―千円

計 56千円

建物 581千円

構築物 2,106千円

計   2,687千円

 ※４　             　――――――  ※４　土地減損損失

 　　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて土地減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

 埼玉県越谷市  賃貸用  土地 130,035

 　　当社グループは資産を用途により事業用資産、賃貸用

資産及び遊休資産に分類しております。また、管理会計

上の区分を基準に、事業用資産は独立した会計単位、賃

貸用資産及び遊休資産は個別物件単位にグルーピングし

ております。

　当連結会計年度において賃貸用資産は地価の下落によ

り帳簿価額を回収可能価額まで減額し、その減少額を土

地減損損失（130,035千円）として特別損失に計上してお

ります。

　なお、賃貸用資産の回収可能価額は使用価値により測

定しており、将来キャッシュフローを２％で割り引いて

算定しております。
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（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） 53,440 ― ― 53,440

 

２．自己株式に関する事項

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） 1,841 ― ― 1,841

 

３．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30日

 定時株主総会
 普通株式 206,396 4,000  平成17年５月31日  平成17年８月31日

 

 （2）基準日が当連結会計年度に属する配当金のうち、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29日

 定時株主総会
 普通株式 利益剰余金 206,396 4,000  平成18年５月31日  平成18年８月30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） （平成18年５月31日）

現金及び預金勘定 2,677,062千円

預入れ期間が３ヵ月を超える定

期預金
△1,136,500千円

現金及び現金同等物 1,540,562千円

現金及び預金勘定  2,988,485千円

預入れ期間が３ヵ月を超える定

期預金
  △990,500千円

現金及び現金同等物    1,997,985千円

 ※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

　資産及び負債の主な内訳

 

 　　株式の取得により新たに長柄ショッピングリゾートを

連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳　

並びに長柄ショッピングリゾート株式の取得価額と長柄

ショッピングリゾート取得による収入(純額)との関係は

次のとおりであります。

 　

 （千円）

流動資産

固定資産

連結調整勘定

流動負債

固定負債

長柄ショッピングリゾート株式

の取得価額

　　　195,944

 2,364,379

 598,624

 △558,231

 △2,600,711

 

5

長柄ショッピングリゾート現金

及び現金同等物

 

△59,700

差引.長柄ショッピングリゾート

取得による収入

 

△59,695
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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

（借主側） （借主側）

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）

 車両運搬具 10,363 5,802 4,560

 その他 337,398 77,472 259,926

合計 347,762 83,275 264,486

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）

 車両運搬具 6,260 3,189 3,070

 その他 340,814 153,312 187,502

合計 347,075 156,502 190,573

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年以内 66,662千円

１年超 204,175千円

合計 270,837千円

１年以内      69,956千円

１年超     129,355千円

合計     199,311千円

③　支払リース料、減価償却相当額及び支払利息相当額 ③　支払リース料、減価償却相当額及び支払利息相当額

支払リース料 68,225千円

減価償却相当額 61,595千円

支払利息相当額 11,100千円

支払リース料       77,387千円

減価償却相当額     69,756千円

支払利息相当額      9,926千円

④　減価償却相当額及び利息相当額の算定方法 ④　減価償却相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却相当額の算定方法

・　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。

減価償却相当額の算定方法

・　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。

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

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっております。

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

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっております。
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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

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

 

 

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 53,707 57,155 3,447 21,015 28,665 7,649

(2）債券 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 122,811 184,847 62,035 308,814 467,747 158,933

小計 176,518 242,002 65,483 329,830 496,412 166,582

 連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

 (1）株式 ― ― ― 50,265 39,750 △10,515

 (2）債券 ― ― ― ― ― ―

 (3）その他 184,218 178,624 △5,593 63,414 58,057 △5,356

小計 184,218 178,624 △5,593 113,679 97,807 △15,871

合計 360,736 420,626 59,889 443,509 594,220 150,710

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）

54,092 1,630 ― 42,750 9,071 ―

３．時価のない主な有価証券の内容

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）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券   

非上場外国債券 ― ―

(2）その他有価証券   

マネーマネージメント・ファン

ド
― ―

非上場株式（店頭売買株式を除

く）
3,000 3,000
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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

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワッ

プ及び株式の先物予約取引であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は金利負担の軽減及び株式売

却損益の確定を目的としており、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

    当社のデリバティブ取引は過去における高金利の状況

下に発行された借入金の支払金利を軽減する目的と売却

を予定している株式の売却損益を確定させる目的で利用

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。

(3）取引の利用目的

    当社のデリバティブ取引は過去における高金利の状況

下に発行された借入金の支払金利を軽減する目的と売却

を予定している株式の売却損益を確定させる目的で利用

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。なお、金利スワッ

プ取引については、特例処理によっております。

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、金利スワッ

プ取引については、特例処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ａ　ヘッジ手段…金利スワップ

 　　　　 ヘッジ対象…借入金

 ａ　ヘッジ手段…金利スワップ

 　　　　 ヘッジ対象…借入金

 ｂ　ヘッジ手段…売予約

 　　　　 ヘッジ対象…その他有価証券

 ｂ　ヘッジ手段…売予約

 　　　　 ヘッジ対象…その他有価証券

ヘッジ方針 ヘッジ方針

ａ　金利リスクの低減のため、対象債務と同一の想定

元本、利息の受払条件及び契約期間でヘッジを行っ

ております。 

ａ　金利リスクの低減のため、対象債務と同一の想定

元本、利息の受払条件及び契約期間でヘッジを行っ

ております。 

ｂ　売却損益の確定のため、保有している株式と同一

銘柄の株式の保有する株式数以内でヘッジを行って

おります。 

ｂ　売却損益の確定のため、保有している株式と同一

銘柄の株式の保有する株式数以内でヘッジを行って

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、

株式先物予約取引は株式相場の変動によるリスクを有し

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

　デリバティブ取引の執行、管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が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

　ヘッジ会計が適用されておりますので、該当ありませ

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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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
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）退職給付債務 57,423千円       51,932千円

(2）退職給付引当金 57,423千円       51,932千円

３．退職給付費用の内訳

 
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）

退職給付費用   

勤務費用 13,682千円       12,324千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　当社グループは、簡便法を採用しており、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方

法を採用しております。
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⑤　税効果会計

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．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

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  

（流動資産に属するもの）  

未払事業税否認 16,202千円

未実現棚卸資産売却益 4,449千円

その他 2,100千円

小計 22,753千円

  

（固定資産に属するもの）  

減価償却超過額 1,898千円

役員退職慰労引当金繰入額 180,300千円

退職給付引当金超過額 22,276千円

ゴルフ会員権評価損 17,019千円

その他有価証券評価差額 △24,195千円

その他 19,850千円

小計 217,149千円

繰延税金資産合計 239,902千円

繰延税金資産  

（流動資産に属するもの）  

未払事業税否認       27,965千円

未実現棚卸資産売却益      2,507千円

その他 143千円

小計       30,616千円

  

（固定資産に属するもの）  

減価償却超過額      1,788千円

役員退職慰労引当金繰入額      165,000千円

退職給付引当金超過額       30,522千円

ゴルフ会員権評価損       17,019千円

その他有価証券評価差額     △60,887千円

その他   52,651千円

小計      206,095千円

繰延税金資産合計      236,711千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 （％） 

法定実効税率 40.4

子会社欠損金 58.8

子会社支援損 △15.3

連結決算日調整 1.6

その他 0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 86.1

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 （％） 

法定実効税率 40.4

子会社欠損金 28.0

連結調整勘定償却 4.3

連結消去 3.7

その他 0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 76.9
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⑥　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）

 
開発事業
（千円）

建築事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

１．売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 3,652,349 1,239,136 2,477,007 7,368,493 ― 7,368,493

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
  37,889 37,889 (37,889) ―

計 3,652,349 1,239,136 2,514,896 7,406,382 (37,889) 7,368,493

営業費用 3,463,840 1,123,580 2,652,751 7,240,172 (35,690) 7,204,481

営業利益 188,509 115,555 △137,854 166,210 △2,198 164,011

２．資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 6,006,620 613,679 5,621,905 12,242,205 4,508,274 16,750,480

減価償却費 9,783 12,674 106,312 128,770 10,486 139,256

資本的支出 1,379 ― 2,180,875 2,182,254 530 2,182,784

 （注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

 　　　２　各区分の主要な事業

 　　　　(1）開発事業………………………中高層住宅及び建売住宅の設計・施工及び分譲

 　　　　(2）建築事業………………………注文住宅及び型枠大工工事の施工

 　　　　(3）その他事業……………………賃貸住宅の仲介・管理及び不動産の売買仲介・ホテル及びアウトレットモール

の経営

 　　　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、前連結会計年度が5,830,647千円、当連結計年

度が4,508,274千円であり、その主なものは、親会社での余剰運転資金及び管理部門に係る資産等であります。

 　　　４　前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度において用いた事業区分の方法により区分したものは次

のとおりであります。
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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）

 
開発事業
（千円）

建築事業
（千円）

 ホテル事業
（千円） 

ショッピン
グセンター

事業 
 （千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社（千
円）

連結
（千円）

１．売上高及び営業損

益
        

売上高         

(1）外部顧客に対す

る売上高
3,652,349 1,239,136 853,585 ― 1,623,421 7,368,493 ― 7,368,493

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

― ― ― ― 37,889 37,889 (37,889) ―

計 3,652,349 1,239,136 853,585 ― 1,661,311 7,406,382 (37,889) 7,368,493

営業費用 3,463,840 1,123,580 1,382,263 ― 1,270,488 7,240,172 (35,690) 7,204,481

営業利益 188,509 115,555 △528,677 ― 390,823 166,210 △2,198 164,011

２．資産、減価償却費

及び資本的支出
        

資産 6,006,620 613,679 1,961,469 2,560,324 1,100,112 12,242,205 4,508,274 16,750,480

減価償却費 9,783 12,674 76,856 ― 29,456 128,770 10,486 139,256

資本的支出 1,379 ― 2,029,950 ― 150,925 2,182,254 530 2,182,784

 

 

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）

 
開発事業
（千円）

建築事業
（千円）

 ホテル事業
（千円） 

ショッピン
グセンター

事業 
 （千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社（千
円）

連結
（千円）

１．売上高及び営業損

益
        

売上高         

(1）外部顧客に対す

る売上高
3,965,770 2,214,990 1,269,592 2,629,134 1,630,057 11,709,545 ― 11,709,545

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

― ― ― 1,095 91,299 92,394 (92,394) ―

計 3,965,770 2,214,990 1,269,592 2,630,229 1,721,356 11,801,940 (92,394) 11,709,545

営業費用 3,590,388 2,024,438 1,533,557 2,741,862 1,258,222 11,148,470 (107,638) 11,040,832

営業利益 375,381 190,551 △263,964 △111,633 463,134 653,470 15,243 668,713

２．資産、減価償却費

及び資本的支出
        

資産 3,792,809 712,753 1,872,584 1,813,777 2,417,683 10,609,608 6,000,034 16,609,642

減価償却費 8,091 11,339 92,359 162,686 42,342 316,819 16,111 332,930

資本的支出 319 8,570 761 6,053 1,993 17,698 222,757 240,456
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　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主要な事業

(1）開発事業………………………中高層住宅及び建売住宅の設計・施工及び分譲

(2）建築事業………………………注文住宅及び型枠大工工事の施工

          (3) ホテル事業……………………ホテルの経営

 　　　　 (4) ショッピングセンター事業…アウトレットモールの経営

(5）その他事業……………………賃貸住宅の仲介・管理及び不動産の販売・売買仲介

 　　　 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、前連結会計年度が4,508,274千円、当連結会 

計年度が6,000,034千円であり、その主なものは、親会社での余剰運転資金及び管理部門に係る資産等であり

ます。

 　　　 ４　事業区分の変更

    ホテル関連事業については、従来「その他」に含めて表示しておりましたが、重要性が増したことにより、

当連結会計年度より「ホテル事業」として区分表示することにいたしました。

　また、前期末に長柄ショッピングリゾート株式会社を子会社として取得し、当連結会計年度よりショッピ

ングセンター関連事業を行なっております。当該事業も重要性があるので、当連結会計年度より「ショッピ

ングセンター事業」として区分表示することにいたしました。

　この結果、前連結会計年度と同様の区分によった場合に比し、その他事業の売上高は1,269,592千円減少し、

営業利益は263,964千円増加しており、ホテル事業については、売上高及び営業損失が、それぞれ同額増加し

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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⑦　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）

(1）役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

(2）子会社等

　財務諸表等規則第８条の10のただし書きにより、トータル情報センター株式会社及び長柄ショッピングリ

ゾート株式会社については、記載しておりません。また、R&C DEVELOPMENT CORPORATION及び猫魔ホテル猪苗

代ゴルフコース㈱については該当ありません。

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）

(1）役員及び個人主要株主等

 

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

 役員及びそ

の近親者
 河合純二  ― ―

 当社代表

取締役
16.9 ― ―

 販売用不動

産の譲渡
630  ― ―

　（注）　販売用不動産の譲渡価額は、近隣の取引事例等を参考に決定しております。

 

(2）子会社等

　財務諸表等規則第８条の10のただし書きにより、トータル情報センター株式会社及び長柄ショッピングリ

ゾート株式会社については、記載しておりません。また、R&C DEVELOPMENT CORPORATION及び猫魔ホテル猪苗

代ゴルフコース㈱については該当ありません。

（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 157,810.74円

１株当たり当期純利益 1,062.08円

１株当たり純資産額       157,392.78円

１株当たり当期純利益         2,533.00円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在し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、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（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。

 （単位：千円）

 
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株当たり当期純利益金額   

当期純利益 54,802 130,700

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益 54,802 130,700

期中平均株式数（株） 51,599 51,599

（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）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

　当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（平成17年６月１日～平成18年５月31日）施工高

前期末残施工高 当期施工高 当期完成施工高 当期末残施工高

金額
（千円）

前期比
（％）

金額
（千円）

前期比
（％）

金額
（千円）

前期比
（％）

金額
（千円）

前期比
（％）

開発事業 294,461 38.1 1,434,059 109.7 1,590,686 89.1 137,834 46.8

建築事業

建築工事 357,814 249.2 1,266,417 138.4 1,578,001 225.3 46,230 12.9

型枠工事 81,429 113.1 359,710 96.2 379,444 104.1 61,696 75.7

合計 439,244 203.7 1,626,128 126.2 1,957,445 183.8 107,927 24.5

　（注）　当項目に該当する当社の生産実績は、開発事業、建築事業であります。

(2）受注状況

　当連結会計年度の受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（平成17年６月１日～平成18年５月31日）受注高

前期末残受注高 当期受注高 当期完成工事高 当期末残受注高

金額
（千円）

前期比
（％）

金額
（千円）

前期比
（％）

金額
（千円）

前期比
（％）

金額
（千円）

前期比
（％）

建築事業

建築工事 1,594,685 332.8 742,762 38.6 1,771,369 219.9 566,078 35.4

型枠工事 239,738 116.4 470,655 100.6 443,621 102.2 266,773 111.2

合計 1,834,424 267.7 1,213,417 50.8 2,214,990 178.7 832,851 45.4

　（注）　当項目に該当する当社の受注状況は、建築事業のみであります。

(3）販売実績

　当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（平成17年６月１日～平成18年５月31日）

金額（千円） 前期比（％） 売上比（％）

開発事業

分譲マンション 3,424,377 121.1 29.2

戸建分譲住宅 541,393 65.5 4.6

計 3,965,770 108.5 33.9

建築事業

建築工事 1,771,369 219.9 15.1

型枠工事 443,621 102.2 3.8

計 2,214,990 178.7 18.9

ホテル事業 1,269,592 ― 10.8

ショッピングリゾート事業 2,629,134 ― 22.5

その他事業 1,630,057 ― 13.9

合計 11,709,545 158.9 100.0
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開発事業物件別契約状況

物件名
販売戸数 前期末戸数 当期 当期末戸数

未引渡 契約済 未契約 契約 引渡 未引渡 契約済 未契約

 BD秋田  167 69 3 66 37 40 29 1 28

 BD扇大橋  39 17 5 12 12 17 ― ― ―

 BD草加旭町  50 (50) ― ― ― 35 32 18 3 15

 BD福島駅西口駅前  52 (52) ― ― ― 52 52 ― ― ―

 BF鎌ヶ谷３期  4 2 ― 2 ― ― 2 ― 2

 桜ヶ丘ＮｅｘＴ２期1次  12 2 1 1 1 2 ― ― ―

 仙台泉ビレジ１期  24 7 2 5 4 6 1 ― 1

 桜ヶ丘ＮｅｘＴ２期2次  14 (14) ― ― ― 11 10 4 1 3

 仙台泉ビレジ２期  10 (10) ― ― ― 8 8 2 ― 2

合計 372(126) 97 11 86 160 167 56 5 51

　（注）　上記表の「BD」はベルドゥムール、「BF」はベルフルーブの略称であります。
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