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1. 18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日） 
(1) 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。 

   

 

 
(2) 財政状態 

 

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 
2. 平成18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日） 

 
 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）  24,488円72銭 

 

平成18年12月期 中間決算短信(非連結)

 

上場会社名 株式会社リビングコーポレーション 上場取引所 東証マザーズ
コード番号 8998 本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.living-cp.co.jp)

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 今井 武一
問合せ先責任者 役職名 取締役管理部長 氏名 北村 文男

TEL (03)5456－8500  

決算取締役会開催日 平成18年７月31日 配当支払開始日 ―

単元株制度採用の有無 無

売上高 営業利益 経常利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月中間期 2,747 ― 185 ― 134 ―

17年６月中間期 ― ― ― ― ― ―

17年12月期 4,480 485 419

中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益
潜在株式調整後

１株当たり中間(当期)純利益
百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年６月中間期 76 ― 5,389 23 5,375 91

17年６月中間期 ― ― ― ― ― ―

17年12月期 241 17,459 24 ― ―

(注) ① 持分法投資損益 18年６月中間期 ―百万円 17年６月中間期 ―百万円 17年12月期 ―百万円
② 期中平均株式数 18年６月中間期 14,133株 17年６月中間期 ―株 17年12月期 13,840株
③ 会計処理の方法の変更 無
④ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は対前年中間期増減率を示しております。

⑤ 当中間期より中間財務諸表を作成しておりますので、平成17年６月中間期の記載及び平成18年６月中間期の対前年中間期
増減率の記載はしておりません。

⑥ 平成17年12月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場
であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

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６月中間期 3,704 1,186 32.0 74,154 56

17年６月中間期 ― ― ― ― ―

17年12月期 2,777 355 12.8 25,421 93

(注) ① 期末発行済株式数 18年６月中間期 16,000株 17年６月中間期 ―株 17年12月期 14,000株
② 期末自己株式数 18年６月中間期 ―株 17年６月中間期 ―株 17年12月期 ―株

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６月中間期 △293 △25 893 1,000

17年６月中間期 ― ― ― ―

17年12月期 △1,038 △47 1,246 427

売上高 経常利益 当期純利益
百万円 百万円 百万円

通期 8,334 622 369

(注) ① 業績予想に関しましては現時点で入手可能な情報に基づき当社にて判断したものであり、リスクや不確実要素の要因が含
まれており、実際の成果や業績等は記載の予測とは異なる可能性があります。

② １株当たり予想当期純利益（通期）は、新規上場に際しての新規発行株式数2,000株を含めた期中平均株式数15,074株に
より算出しております。
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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

17年12月期  ―  ― ―

18年12月期(実績)  ― ―
―

18年12月期(予想) ―  ―
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1. 企業集団の状況 

当社には、関係会社がないため企業集団はありません。 

（事業の内容） 

 当社は、独自に企画・デザイン・設計した一棟販売用賃貸デザインマンション（「MODULOR」シリー

ズ）を開発し、不動産ファンド及び法人・個人富裕層等の投資家に一棟単位で販売する事業に主として取

り組んでおります。 

 物件の特長としては、10メートルの建物高さにおいて一般的な設計・工法では３階建てまでとなるとこ

ろ、独自の設計・工法（MODULOR工法）によって４階建てマンションの建築を実現していること、エレベ

ーター・配管等メンテナンスコストを発生させる部分を 低限に抑えていること、堅固な壁式鉄筋コンク

リート造であること等があげられます。 

 当社は、均一な物件を安定的に供給することを目的として、商品企画・開発から、用地取得・設計・工

事監理まで一貫して当社で管理し、開発に係る諸業務を規格化・システム化しております。 

 用地取得に関しましても、他社との競合を回避するために、50坪前後の狭小な土地をターゲットとして

おります。 

 上記の通り、優れたデザイン性及び良好な居住環境の提供による高い入居率の確保と、工期・コストの

コントロールによって、安定的かつ高利回りを実現する投資用収益物件の提供を行っております。 

 当社では、物件開発事業（自社開発事業）の他に、収益物件開発に関する仕組みを他のデベロッパー等

に提供する事業（企画設計事業）にも取り組んでおります。 

 (1)自社開発事業 

   当事業は、当社が事業主体（施主）となって東京都内を中心に賃貸用デザインマンションの 

  企画・開発・販売を行うものであります。 

 

(2)企画設計事業 

   当事業は、当社以外のデベロッパー等に対して企画・設計業務を提供するものであります。 
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2. 経営方針 

  

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、「既成概念の打破と新しい価値の創造」を経営理念に掲げ、技術力を背景に、土地・建物が

有する本来の価値を追求することを基本方針としております。 

 従来の「土地」から出発する物件開発手法ではなく、「建物」の企画・開発・設計に経営資源を集中

投入し、物件開発の「仕組み」を構築する独自の手法を採っております。 

 不動産証券化の流れを捕捉し、不動産投資市場が求める高品質かつ高い利回りを生み出す収益物件を

安定的に供給することによって、企業の継続的な発展と企業価値の拡大を図ってまいります。 

  

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保するため、現在まで配当は実

施しておりません。しかしながら、今後は、株主の皆様に対する利益配分を経営における重要課題の一

つとして位置づけ、当社を取り巻く事業環境を踏まえて、業績見込み及び財務体質等を総合的に勘案

し、内部留保の充実を考慮しながら業績の成長に見合った利益配分を行ってまいります。 

  

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数の増加を経営の重点課題として認識しております。今後

の具体的な施策及び時期等につきましては、株価の推移、需給状況等を勘案して適切な投資単位設定に

ついて、今後とも引き続き検討を行ってまいります。 

  

(4) 目標とする経営指標 

現在の主力商品である「MODULOR」シリーズの継続的な販売拡大及び新商品の開発による売上高の増

加、並びに物件開発期間の短期化等物件開発に関する仕組みの高度化を図ることにより、収益性及び資

産効率の向上を目標としていることから、ROA・ROE・総資産回転率を重要な経営指標としております。

  

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、高品質・高収益投資物件メーカーとして、収益物件の企画・開発・販売にわたる「仕組み」

の高度化、少人数体制の維持、コアビジネスへの特化により、経営効率の高い企業体質を構築してまい

ります。また、当社独自の「仕組み」を活用した付加価値の高い新商品をマーケットに提供するととも

に、販売先の多様化を実現することにより事業規模の拡大を図ってまいります。 

  

(6) 会社の対処すべき課題 

当社が有する経営資源を 大限に活用し、更なる企業価値の向上を目指す際の基本方針として、以下

を経営推進における重要課題に挙げて、取り組んでおります。 

 

（新商品の開発） 

  当社では、市場の動向やニーズの捕捉・分析から新商品の基本コンセプトを創造する企画力、また、

そのコンセプトを新商品として開発・リリースする技術力によって、不動産マーケットに付加価値の高

い商品を継続的に提供し、事業規模の拡大を図ってまいります。 
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（販売先の多様化） 

  地価及び金利の上昇、不動産市場の変化への対応並びに更なる事業の発展を目指し、現在の主たる販

売先であります不動産ファンドに加え、法人・個人富裕層等への販路の拡大をしてまいります。 

（経営効率の向上） 

  当社では、収益物件の企画・設計・開発事業に特化することによって経営資源の分散を回避する方針

を採っており、関連事業に関しては、業務提携会社との連携及び外注によって事業を推進しておりま

す。今後においても、上記施策を更に効率化することによって、当社の主たる事業に関する収益管理の

徹底と経営効率の向上を図ってまいります。 

  

(7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

経営のグロ－バル化が進展する中、更なる業容拡大、企業価値向上の観点から、経営判断の迅速性・

効率性を確保する一方で、コーポレート・ガバナンスの充実に向けて、企業倫理・コンプライアンスに

関して全役職員が共通の認識を持ち、的確で公正な意思決定を行う風土を醸成する仕組みを整備すると

ともに、積極的かつ迅速な情報開示による経営の透明性と健全性の向上を実現するために、組織体制の

継続的な改善強化に努めてまいります。 

  

(8) 親会社等に関する事項 

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 

 当中間会計期間から中間財務諸表を作成しているため、前年同期との比較は行っておりません。 

(1) 当中間会計期間の経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、平成18年度の当初政府経済見通しが、名目・実質ともに0.2

ポイント上方修正されるなど、個人消費、設備投資を柱とする民需主導の回復が鮮明になってきまし

た。また、今年１～３月期の需給ギャップは0.3%のプラスとなり、長年わが国経済を苦しめてきたデフ

レからの脱却はさらに前進を示しました。今後についても、米国経済の減速、原油価格の高騰に地政学

的リスクが加わる等の懸念材料もありますが、回復基調を辿るというのが大方の予想であります。 

 当社が関連する不動産業界におきましては、東京都区内で住宅地公示価格が上昇に転じ、総じて土地

の先高感が顕著になってまいりました。大手不動産会社では、土地を前倒しに取得する意向と伝えられ

ています。こうした傾向は依然として個人の住宅需要が堅調な上に、投資資金がREIT・私募ファンド等

の不動産市場に流入していることによります。 

 このような経営環境の中、当社におきましては、市場から要求される物件を安定的に供給できる体制

を構築するために人員強化、事務所・システムの増強等を行うとともに、当社の主力商品である

「MODULOR」シリーズの販売拡大を行いました。 

 また、当中間会計期間における特殊要因と致しましては、昨年11月に発覚した構造計算書偽装問題の

影響による建築確認申請期間の長期化によって、２物件（売上高ベースで約860百万円）の竣工・引渡

しが下期にシフトしたこと、東京証券取引所マザーズ市場への株式上場に伴う費用が計上されたこと等

が挙げられます。  

 この結果、当中間会計期間の売上高は2,747,184千円、営業利益は185,055千円、経常利益は134,605

千円、税引前中間純利益は134,705千円となり、所期の目的を達成することができました。 

 

事業部門別の業績を示すと、次のとおりであります。 

①自社開発事業 

  当事業部門におきましては、開発物件７件が竣工・引渡となり、売上高は2,634,984千円とな 

 りました。 

②企画設計事業 

  当事業部門におきましては、取扱件数が20件となり、売上高は107,200千円となりました。 

③その他売上高 

  当中間会計期間におけるその他売上高5,000千円は、信託受益権販売業許可によって実施した 

 信託受益権売買の媒介によるものであります。 
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(2) 財政状態  

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という）は、平成18年６月20日の東京証

券取引所マザーズ市場への上場に際し2,000株の株式を新規に発行したこと等により、前事業年度末に

比して573,441千円増加し1,000,654千円となりました。また、当中間会計期間における各キャッシュ・

フロー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） 

 営業活動による資金は293,791千円の減少となりました。これは税引前中間純利益が134,705千円あっ

た一方、プロジェクト用地取得を積極的に行った結果、たな卸資産が320,659千円増加したこと等によ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は25,798千円となりました。主に、本店分室開設に伴う資金22,525千円

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） 

 財務活動の結果増加した資金は893,032千円となりました。これは、プロジェクト資金を短期借入金

で調達したことによる収入2,501,250千円に対して、短期借入金及び長期借入金2,342,974千円を返済し

たことにより158,276千円の借入増になったこと及び株式の発行による収入746,990千円等によるもので

あります。 

  

(3）通期の見通し 

わが国経済は、原油価格の高騰や米国・アジア経済の動向等懸念要素はあるものの、当面は引き続き

景気拡大が継続するものと思われます。当社が関連する不動産業界におきましては、地価の上昇及び金

融緩和策解除による金利上昇等の影響が想定されるものの、投資資金の不動産市場への流入状況に変化

はなく、業界全体としては活性化するものと予想されます。 

 このような環境の中、当社と致しましては、市場のニーズを捕捉して安定的に商品を供給できる体制

を整えるとともに、新商品の開発にも注力しております。 

 なお、通期の見通しにつきましては、売上高8,334百万円、経常利益622百万円及び当期純利益369百

万円を見込んでおります。 
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4. 事業等のリスク 

中間決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、記載事項のうち、将来に関する事項は、中間決算短信提出日現在において当社が判断したもの

であり、当社は、これらリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の防止及び発生した場合の対応に

大限努める方針でありますが、本項目の記載は当社の事業に関し全て網羅するものではありません。

  

（用地の仕入れについて） 

 当社は、50坪前後の狭小な土地を開発用地としており、当該用地に関する情報を不動産業者、金融機

関等のルートから入手しております。当社は該当ルートからの情報に対し、社内の事業収支算出システ

ムを活用すること等により事業収支計画の策定及び売主に対する価格提示を迅速に行い、仕入れの意思

決定をできる限り早く行うことで、不動産業者等との信頼関係の構築及び維持に努めております。 

 しかしながら、当社の主な営業エリアである東京都区内は、不動産市場において人気の高い地域であ

ることから、今後、仕入価額が高騰する場合や優良な用地を継続して仕入れることが困難になる場合な

ど計画どおりの用地仕入れが行われないときには、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

（物件販売について） 

 当社は、自社開発事業を現在の主な事業としております。自社開発事業の内容は一棟販売用賃貸デザ

インマンションの開発・販売であり、物件購入層の需要動向に左右される傾向にあります。物件購入層

の需要動向は景気・金利・地価等の趨勢及び将来予測、賃貸マンションの入居者動向並びに税制等の影

響を受けやすく、今後これらに変化がある場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。 

 また、今後当社では、法人・個人富裕層等の不動産ファンド以外の投資家に対する販売を強化してい

く方針であり、これまで以上に入居状況が物件の販売条件に影響を与えることが予想されます。当社で

は、物件の入居稼働率を上げるために完成物件を一定期間自社保有する施策を採る方針でありますが、

入居稼働率が計画通りに上がらない場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

（引渡時期による業績変動について） 

 当社の自社開発事業においては、物件に関する売買契約締結後、販売先への引渡をもって売上が計上

されます。このため、天災その他予想し得ない事態による建築工期の遅延等、不測の事態により引渡時

期が期末を越えて遅延した場合には、当社の業績が変動する可能性があります。 

 なお、当社では物件の規模や引渡時期によって売上及び利益が一定の時期に偏重する場合があり、当

社の業績を判断するに当たっては注意が必要になります。 

（特定取引先への販売依存度が高いことについて） 

 当社の主要販売先はキャピタルアドバイザーズ株式会社（以下、「CA社」という）及びCA社が組成す

るSPCであります。同社との関係は良好に推移していることから、今後も取引の維持・拡大に努めてま

いりますが、同時に、同社への販売依存度を下げるための新規販売先の開拓を営業方針として掲げてお

ります。しかしながら、同社への販売依存度が低下するまでの間に、同社の投資スタンス等に変更が生

じた場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

─ 8 ─



（借入金への依存について） 

 当社は、用地の取得資金及び建築資金の調達を金融機関からの借入金にて賄っております。当社で

は、借入依存度を下げるために開発期間の短縮等資金効率の向上を図っておりますが、何らかの理由に

よって計画どおりの資金調達ができない場合には、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

また、経済情勢等によって市場金利が上昇した場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。 

（構造計算書偽装問題について） 

 当社では、平成17年11月に発覚した構造計算書偽装問題を踏まえた調査を実施致しましたところ、当

社がこれまでに開発した物件において、国土交通省が公表した「姉歯元建築士及び姉歯物件に関係して

いた業者の関与した物件に係る調査の状況（関係者別）」に記載されている「関係者」が関与した物件

は存在しておりません。 

 当社が開発した物件について第三者専門家による構造計算書の再確認を行った結果、いずれの物件

も、建物の構造上、建築基準法に定める耐震性能を疑わせるような特段の事項がないことを確認してお

ります。 

 また、当社が今後開発する物件に関しては、再発防止に向けてのガイドラインや法令等が決定された

場合には当該決定に従った対策を実施致しますが、決定されるまでの間においては、第三者専門機関ま

たは第三者専門家による構造計算書の再確認を実施する方針であります。 

（今後の事業展開について） 

 当社は、事業拡大のために現在の主力商品である「MODULOR」シリーズで培った企画・工法等を応用

した新商品の開発・販売を行うことを予定しております。  

 しかしながら、予期せぬ経済情勢の変化等により新商品による事業展開が計画どおりに実行できない

場合や、新商品の開発に想定以上の時間を要する場合には、当社の事業計画及び業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

（潜在株式について） 

 当社は、当社役職員の業績貢献及び経営への参加意識を高めるため、平成18年改正前商法第280条ノ

20及び第280条ノ21の規定に基づいて、平成17年８月29日開催の臨時株主総会の特別決議に基づき、新

株予約権（以下、「ストックオプション」という。）を付与しております。  

 現在付与しているストックオプションが行使された場合には、1株当たりの株式の価値が希薄化する

可能性があります。また、ストックオプション行使によって発行された当社株式の売却によって、株価

形成に影響を及ぼす場合があります。 
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5. 中間財務諸表等 

中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

  

 
  

当中間会計期間末

(平成18年６月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成17年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,000,654 427,212

 ２ 完成工事未収入金 84,500 76,500

 ３ 営業未収入金 20,080 5,395

 ４ たな卸資産 ※２ 2,485,502 2,164,843

 ５ その他 28,157 32,317

   流動資産合計 3,618,895 97.7 2,706,268 97.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 29,037 26,857

 ２ 無形固定資産 2,970 3,383

 ３ 投資その他の資産 53,112 41,093

   固定資産合計 85,120 2.3 71,333 2.6

   資産合計 3,704,015 100.0 2,777,602 100.0

─ 10 ─



 
  

  

当中間会計期間末
(平成18年６月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成17年12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 営業未払金 3,897 1,910

 ２ 短期借入金 ※２ 2,348,100 2,178,224

 ３ 一年以内返済予定の 
   長期借入金

23,200 23,200

 ４ その他 88,744 153,161

   流動負債合計 2,463,942 66.5 2,356,495 84.8

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 53,600 65,200

   固定負債合計 53,600 1.5 65,200 2.4

   負債合計 2,517,542 68.0 2,421,695 87.2

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ― ― 82,500 3.0

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 ― 25,000

   資本剰余金合計 ― ― 25,000 0.9

Ⅲ 利益剰余金

 １ 当期未処分利益 ― 248,406

   利益剰余金合計 ― ― 248,406 8.9

   資本合計 ― ― 355,906 12.8

   負債及び資本合計 ― ― 2,777,602 100.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 459,700 12.4

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 402,200

   資本剰余金合計 402,200 10.8

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 324,572

   利益剰余金合計 324,572 8.8

   株主資本合計 1,186,472 32.0

   純資産合計 1,186,472 32.0

   負債純資産合計 3,704,015 100.0
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② 中間損益計算書 

  

 
  

当中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成17年１月１日
至 平成17年12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 2,747,184 100.0 4,480,103 100.0

Ⅱ 売上原価 2,218,812 80.8 3,476,610 77.6

   売上総利益 528,372 19.2 1,003,493 22.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 343,316 12.5 517,665 11.6

   営業利益 185,055 6.7 485,828 10.8

Ⅳ 営業外収益 ※１ 10,401 0.4 14,048 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２ 60,751 2.2 80,598 1.8

   経常利益 134,705 4.9 419,278 9.4

Ⅵ 特別利益 ― ― ― ―

Ⅶ 特別損失 ※３ ― ― 501 0.0

   税引前中間(当期)純利益 134,705 4.9 418,776 9.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

52,214 187,923

   法人税等調整額 6,325 58,539 2.1 △10,783 177,140 4.0

   中間(当期)純利益 76,165 2.8 241,635 5.4

   前期繰越利益 6,771

   当期未処分利益 248,406
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③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

 
  

  

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金 

合計繰越利益
剰余金

平成17年12月31日残高(千円) 82,500 25,000 25,000 248,406 248,406 355,906 355,906

中間会計期間中の変動額

 新株の発行(千円) 377,200 377,200 377,200 754,400

 中間純利益(千円) 76,165 76,165 76,165 76,165

中間会計期間中の変動額合計
(千円) 377,200 377,200 377,200 76,165 76,165 830,565 830,565

平成18年６月30日残高(千円) 459,700 402,200 402,200 324,572 324,572 1,186,472 1,186,472
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④ 中間キャッシュ・フロー計算書 

  

 
  

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12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

   税引前中間(当期)純利益 134,705 418,776

   減価償却費 6,101 9,680

   長期前払費用償却額 2,339 1,975

   新株発行費 7,409 425

   受取利息 △1 △2

   支払利息 41,107 62,314

   為替差損益 ― △0

   上場準備費用 12,234 14,815

   支払手数料 ― 2,600

   金利スワップ評価損益 △ 4,260 △3,381

   固定資産除却損 ― 501

   売上債権の増加額 △22,684 △61,628

   たな卸資産の増加額 △320,659 △1,015,516

   仕入債務の増減額 1,987 △255,623

   営業預り金の減少額 ― △77,040

   その他 △6,266 12,322

    小計 △147,986 △889,780

   利息の受取額 1 2

   利息の支払額 △36,575 △74,825

   法人税等の支払額 △109,230 △73,692

   営業活動によるキャッシュ・フロー △293,791 △1,038,295

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期積金の預入れによる支出 ― △600

   定期積金の払戻しによる収入 ― 1,000

   有形固定資産の取得による支出 △8,292 △21,675

   有形固定資産の売却による収入 496 ―

   無形固定資産の取得による支出 △73 △3,254

   敷金保証金の支払による支出 △22,525 △20,802

   敷金保証金の減少による収入 5,095 826

   その他 △500 △2,902

   投資活動によるキャッシュ・フロー △25,798 △47,408

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入れによる収入 2,501,250 3,198,174

   短期借入金の返済による支出 △2,331,374 △1,935,362

   長期借入金の返済による支出 △11,600 △50,172

   株式の発行による収入 746,990 49,574

   上場準備費用の支出 △12,234 △14,815

   その他 ― △1,269

   財務活動によるキャッシュ・フロー 893,032 1,246,128

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 573,441 160,424

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 427,212 266,787

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※１ 1,000,654 427,212
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
当中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

１ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

 時価法

  但し、特例処理の要件を満たす金

利スワップについては、特例処理に

よっております。 

 

デリバティブ

       同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 開発用土地及び未成工事支出金 

  個別法による原価法      

 

(1) 開発用土地及び未成工事支出金 

       同左

(2) 貯蔵品 

  終仕入原価法 

 

(2) 貯蔵品 

       同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  定率法

   但し、平成10年４月以降に取得

した建物(建物附属設備は除く)に

ついては、定額法を採用してお

り、そのうち展示用建物について

は、見込使用期間を耐用年数とし

て採用しております。

   なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

    建物      ３～12年

    車両運搬具   ３～５年

    工具器具備品  ３～８年 

 

(1) 有形固定資産

       同左

(2) 無形固定資産

  自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法によっており

ます。 

 

(2) 無形固定資産

       同左

４ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

 支出時に全額費用処理しておりま

す。 

 

新株発行費 

       同左 

 

５ 引当金の計上基準 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勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

 なお、当中間会計期間につきまして

は、債権の回収が確実であると見込ま

れること及び過去の貸倒実績がないこ

と等により計上しておりません。

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勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

 なお、当事業年度につきましては、

債権の回収が確実であると見込まれる

こと及び過去の貸倒実績がないこと等

により計上しておりません。
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項目
当中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

６ ヘッジ会計の方法 

 

 

(1) ヘッジ会計の方法

  特例処理の要件を満たしている金

利スワップについては、特例処理に

よっております。 

 

(1) ヘッジ会計の方法

      同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段………金利スワップ

  ヘッジ対象………借入金の利息 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

       同左

(3) ヘッジ方針

  変動金利借入利息の将来の金利上

昇による増加を軽減することを目的

に、変動金利受取固定金利支払の金

利スワップ取引を行っております。 

 

(3) ヘッジ方針

      同左

(4) ヘッジ有効性の評価

  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) ヘッジ有効性の評価

       同左

７ 中間キャッシュ・フロー

計算書(キャッシュ・フ

ロー計算書)における資

金の範囲

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヵ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資からなって

おります。 

 

       同左

８ その他中間財務諸表(財

務諸表)作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相
殺のうえ、流動資産の「その他」に含
めて表示しております。 
 なお、資産にかかる控除対象外消費
税等は当中間会計期間の期間費用とし
ております。

消費税等の会計処理

 税抜方式によっております。

 なお、資産にかかる控除対象外消費

税等は発生事業年度の期間費用として

おります。
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会計処理の変更 

  

 
  

追加情報 

  

 
  

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 

  至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

１．固定資産の減損に係る会計基準 ―

 当中間期会計期間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。 

 これによる影響はありません。 

 

２．貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 ―

 当中間期会計期間から「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。 

 なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は

1,186,472千円であります。 

 中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間

における中間財務諸表は、改正後の中間財務諸表等規

則により作成しております。

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 

  至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

 当社は平成18年６月19日を払込期日とする新株式発

行により資本金が１億円超となった為、法人事業税に

おける外形標準課税制度の適用を受けることとなりま

した。 

 そのため、当中間会計期間から「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

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は2,500千円増加

し、営業利益、経常利益、及び税引前中間純利益が同

額減少しております。 

 また、これに伴い税効果会計に使用する法定実効税

率を前事業年度の42.05%から40.69%に変更しておりま

す。 

 なお、この変更による影響は軽微であります。

 当社は、法定実効税率の算定にあたり、課税所得の

見積に基づき、従来まで軽減税率を適用した32.3%を採

用しておりましたが、当事業年度において将来年度の

課税所得の見積額の増加が合理的に予測されることと

なったため、42.05%を採用しております。 

 この結果、法人税等調整額は2,548千円減少し、繰延

税金資産は同額増加しております。
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間損益計算書関係) 

  

 

当中間会計期間末 
(平成18年６月30日)

前事業年度末 
(平成17年12月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

17,215千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

12,437千円

 

 

※２ 担保資産及び担保付債務

 (イ)担保に供している資産は次のとおりであります。
 
 
 

開発用土地 2,138,936千円

計

2,138,936千円

 (ロ)担保付債務は、次のとおりであります。 
 
 
 

短期借入金 2,309,000千円

計

2,309,000千円

 

 

※２ 担保資産及び担保付債務

(イ)担保に供している資産は次のとおりであります。
 
 
 

開発用土地 1,988,632千円

計

1,988,632千円

(ロ)担保付債務は、次のとおりであります。 
 
 
 

短期借入金 2,094,324千円

計

2,094,324千円

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

 
※１ 営業外収益の主要項目

賃料収入 4,271千円

金利スワップ評価益 4,260千円

受取利息 1千円

 
※１ 営業外収益の主要項目

賃料収入 9,444千円

金利スワップ評価益 3,381千円

受取利息 2千円

 
※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 41,107千円

上場準備費用 12,234千円

新株発行費 7,409千円

 
※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 62,314千円

上場準備費用 14,815千円

支払手数料 2,600千円

※３ 特別損失の主要項目

―  
※３ 特別損失の主要項目

固定資産除却損

         建物 501千円

 
 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 5,797千円

無形固定資産 304千円

 
 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 8,716千円

無形固定資産 964千円
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

   当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

  発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
（注）普通株式の発行済み株式総数の増加2,000株は、新規上場に際しての新規株式発行によるものであります。 

  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(リース取引関係) 

  

 
  

(有価証券関係) 

  

 
  

  

  

前事業年度末株式数
(株)

当中間会計期間増加
株式数(株)

当中間会計期間減少 
株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

普通株式（注） 14,000 2,000 ― 16,000

合計 14,000 2,000 ― 16,000

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高は、中間貸借

   対照表の「現金及び預金」勘定の金額と一致して
   おります。

※１ 現金及び現金同等物の期末残高は、貸借対照表の

「現金及び預金」勘定の金額と一致しております。

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

該当事項はありません。 同左

 当中間会計期間末
（平成18年６月30日)

前事業年度末
（平成17年12月31日)

該当事項はありません。 同左
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（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約金額等、時価及び評価損益 

 金利関連 

 
(注)①時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 
  ②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は記載の対象から除いております。 

   

（持分法投資損益） 

  

 
  

（ストック・オプション関係） 

当中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 
  

 
  

区分 種類

当中間会計期間末 前事業年度末

（平成18年６月30日） （平成17年12月31日）

契約金額等
（千円）

契約金額等
のうち1年
超(千円)

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約金額等
（千円）

契約金額等
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

スワップ
取引支払
固 定・受
取変動

200,000 200,000 △5,905 △5,905 200,000 200,000 △10,165 △10,165

合計 200,000 200,000 △5,905 △5,905 200,000 200,000 △10,165 △10,165

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

関連会社がないため記載しておりません。 

 

同左 

 

決議年月日 平成17年８月29日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役１名及び従業員18名
合計19名

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 700株

権利未確定残数

 期首未確定残(株) 700

 失効(株) 2

 当中間会計期間末未確定残(株) 698

権利確定後の未行使残数(株) ―

付与日 平成17年８月29日

権利確定条件

 付与日（平成17年８月29日）以
降、権利確定日（平成19年８月29
日）において、当社の取締役、監査
役、従業員または顧問たる地位を保
有していることとする。ただし、任
期満了による退任、定年による退職
の場合はこの限りではない。

対象勤務期間
平成17年８月29日
～平成19年８月29日

権利行使期間
平成19年８月30日
～平成27年８月29日

権利行使価格(円) 100,000
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（１株当たり情報） 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

 
  

（重要な後発事象） 

  

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

１株当たり純資産額 74,154円56銭 １株当たり純資産額 25,421円93銭

１株当たり中間純利益 5,389円23銭 １株当たり当期純利益 17,459円24銭

 
潜在株式調整後１株当たり中間純利益 5,375円91銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、
新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であ
り、期中平均株価が把握できないため、記載しておりま
せん。

項目
当中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

 中間（当期）純利益（千円） 76,165 241,635

 普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

 普通株式に係る中間（当期）純利益
 （千円）

76,175 241,635

 普通株式の期中平均株式数（株） 14,133 13,840

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利
益金額

 中間（当期）純利益調整額（千円） ― ―

 普通株式増加数（株） 35 ―

 （うち新株予約権（株）） 35 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり中間（当期）純利益の算定に含ま
れなかった潜在株式の概要

―
新株予約権１種類

（潜在株式の数700株）

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日)

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日)

 該当事項はありません。 同左
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5. 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

該当事項はありません。 

(2) 受注状況 

当社は受注開発を行っていないため、受注残高はありません。 

(3) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業区分
件数
（件）

当中間会計期間

(自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日)

 自社開発事業（千円） 7 2,634,984

 企画設計事業（千円） 20 107,200

 その他   （千円） 1 5,000

合計 28 2,747,184
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