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１．18年７月中間期の連結業績（平成18年１月21日～平成18年７月20日） 

(1) 連結経営成績                                        （百万円未満切捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年７月中間期 

17年７月中間期 

百万円   ％

36,033   （29.0）

27,925      (44.7) 

百万円   ％

3,437   （24.6）

2,758      (32.6) 

百万円   ％

2,791   （22.3）

2,282      (50.4) 

18年１月期 66,338   5,963   4,858   
 

 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 

 

18年７月中間期 

17年７月中間期 

百万円   ％

1,482   （19.3）

1,243      (65.8) 

円   銭

71    31 

59    36 

円   銭

―    ―  

 ―    ― 

18年１月期 2,697   129    23  129    18  

（注） ① 持分法投資損益 18年７月中間期 ―百万円 17年７月中間期 ―百万円 18年１月期 ―百万円

 ② 期中平均株式数(連結) 18年７月中間期 20,793,556株 17年７月中間期 20,942,602株 18年１月期 20,877,526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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 

(2) 連結財政状態                                        （百万円未満切捨て） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

18年７月中間期 

17年７月中間期 

百万円 

      84,000 

   80,489       

百万円

              14,806 

 12,219     

％ 

17.6 

15.2 

円   銭

714  16 

      587  11  

18年１月期       78,965              13,678       17.3  657    20  

(注) 期末発行済株式数(連結)18年７月中間期  20,732,010株  17年７月中間期20,813,510 株   18年１月期 20,813,510株 

 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況                                （百万円未満切捨て） 

 
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 

 

18年７月中間期 

17年７月中間期 

百万円 

△6,058    

  △29,179      

百万円

△213    

  119     

百万円 

3,146     

 22,932     

百万円

4,756    

   8,438     

18年１月期 △27,349         18        20,646       7,881     

(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   ５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)   ２社   (除外)   ―社    持分法 (新規)   ―社   (除外)   ―社 

２．19年１月期の連結業績予想(平成18年１月21日～平成19年１月20日) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

通  期 

百万円

  80,600      

百万円

5,660      

百万円

                      2,780     

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）    134円09銭 
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１．企業集団の状況 

当社グループは、当社、連結子会社５社（株式会社プロパティー、株式会社ＹＵＴＯＲＩ債権回収、株式会社

バリュー・ローン、株式会社バンカー、やすらぎ共済株式会社）により構成されております。 

当社は不動産競売市場及び不動産任売市場から中古住宅を仕入れ、その住宅にリフォームを施し、中古住宅

を再生して販売する「中古住宅再生事業」を主たる業務としております。 

株式会社プロパティー(資本金１億円、当社100%出資)は不動産競売市場及び不動産任売市場から収益物件を

仕入れ、その収益物件の入居率を上昇させ、投資物件として販売する「収益物件運営事業」を主たる業務とし

ております。また、当社ならびに株式会社プロパティーは付帯業務としてアパート等の賃貸業務を営んでおり

ます。 

株式会社ＹＵＴＯＲＩ債権回収(資本金５億円、当社100%出資)は各種債権(主に住宅ローン債権)の管理・回

収を行う「サービサー事業」を主たる業務としております。 

株式会社バリュー・ローン(資本金１千万円、当社100%出資)は当社が中古住宅を販売するにあたり顧客へロ

ーン融資を行う「貸金事業」を主たる業務としております。 

   株式会社バンカー(資本金１千万円、当社100%出資)は不動産任売市場での売買業務及び仲介業務を主たる事

業の目的として平成18年２月に設立いたしました。 

やすらぎ共済株式会社(資本金１千万円、当社85%出資)は、ホームワランティ共済（注）の販売を主たる事業

の目的として平成18年２月に設立いたしました。 

 （注） ホームワランティ共済とは、住宅器機の故障や瑕疵等を補償する共済であります。 

     

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次の通りであります。 
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事業系統図 
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２．経営方針 

(1) 経営の基本方針  

 当社グループは『お客様に心から満足していただける住宅とサービスを創造し、社会に貢献するとともに、

人間性豊かな企業として発展する』という企業理念のもと、お客様に対する高品質かつ低価格な中古住宅の

提供を通じて、顧客満足度の一層の向上を追及しております。 

 上記の企業理念を追求するために、次の諸点を経営行動の指針として掲げております。 

（行動規範） 

 品質・信頼をすべてに優先させ、挑戦、革新、創造する。 

（長期経営ビジョン） 

 時代をリードする全国規模での総合建設、不動産の革新、再生等のグローバル企業を目指す。 

（経営方針） 

1． 戸建中古住宅再生事業を中心として収益基盤を確立する。 

2． 不動産再生事業等々、チャレンジ、革新、開発していく。 

3． 社会の変化、お客様のニーズの変化に速やかに対応出来るような、フレキシブルな経営体制を確立する。 

4． 社員の個性を尊重し、全員参加で組織風土の改革、意識改革を推進する。 

 

これらの基本方針に基づき、継続的成長を実現することによって、社会、株主、社員にとって価値ある企業

作りに励んで参ります。 

 

(2) 利益配分に関する基本方針  

 当社グループは株主の皆様への利益還元を経営の重要課題ととらえており、配当政策については企業体質

の強化と将来の事業展開のための内部留保の充実を図るとともに業績に応じた配当を継続的に行うことを基

本方針としております。 

    前期におきましては、当社グループの株主の皆様に対する利益還元といたしまして、新規配当（初配）を

実施させていただきました。 

当期の配当金につきましても、期末配当を１株当たり５円とし、ご支援を賜った株主の皆様への利益還元

を実施させていただく予定でおります。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等  

当社グループは、投資単位の引下げが株式の流動性向上と株式市場に個人投資家の参加を促すための有効

な施策であると理解しております。収益力の向上を経営課題とする当社としましては、今後、株式市場の動

向を注視しつつ、当社の業績及び株価などを勘案して、投資単位の引下げの実施について検討していく所存

であります。 

 

(4) 目標とする経営指標及び中長期的な会社の経営戦略  

当社グループの経営は資金効率を重視しつつ、利益率の追求を目指しております。その上で売上高総利益率、

売上高経常利益率、たな卸資産回転率等の指標について、高水準の確保を目指すべく努力しております。 

当社グループは、旺盛な再生中古住宅への需要を背景に、急速な拡大を遂げてきました。今後の中古住宅市

場におきましても、10年後に倍増すると予想され（国土交通省「住生活基本計画案」平成18年６月29日日本経

済新聞朝刊掲載記事より）、当社グループが有する再生中古住宅への需要は今後も益々続くと考えており、首
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都圏地域を除く日本全国での中古住宅市場及び不動産競売市場においての占有率を上げるためにも、今後更に

仕入物件ならびに店舗（小型店舗及び土地建物情報館）及び人員を増やす予定でおります。 

また設立後３年を迎える株式会社プロパティーの主力事業である収益物件運営事業（不動産競売市場及び不

動産任売市場から収益物件を仕入れ、その収益物件の入居率を上昇させ、投資物件として販売）も、地方を中

心に本格稼働しており、当社グループの収益に大きく寄与するようになりました。かかる事業の遂行のため今

後収益物件の仕入、販売・賃料収入等を増やしていく予定でおります。 

上記に加え、当社グループは中長期的な新たな成長基盤構築のため、 

①各種債権（主に住宅ローン債権）の管理・回収を行いサービサー事業に特化する株式会社ＹＵＴＯＲＩ債権 

回収（平成16年８月設立） 

②当社の中古住宅を販売するにあたり顧客へローン融資を行う株式会社バリュー・ローン(平成16年９月設立） 

を着実に事業展開しており、不動産再生の総合グループとして、地方不動産流通の活性化に寄与する所存であ

ります。 

また、当社グループの全国を網羅したデューデリジェンス能力、不動産再生能力、及び各地の金融機関との

取引実績等を活かして、ビジネスチャンスをタイムリーに確実に得るべく、不動産任売市場での売買業務及び

仲介業務を専門とする当社100%出資の子会社「株式会社バンカー」を平成18年２月14日付けで設立し、今後、

仕入ルートの間口を広げお客様のニーズに応じた満足度の高い商品を継続的に供給していく予定でおります。

また、ホームワランティ共済の販売を主たる事業の目的として、やすらぎ共済株式会社(資本金１千万円、当

社85%出資)は、平成18年２月に設立しております。 

 

(5) 対処すべき課題  

平成16年２月に競売業者として初めて株式上場した当社は、不動産競売市場から仕入れた低価格の住宅に

リフォームを施し、良質廉価な住宅を販売するという独自のビジネスモデルで他社との差別化を図り、急速

な事業拡大を遂げてきました。今後も永続的に事業発展・社会寄与を遂げるには、お客様の多様化したニー

ズを満たすべく、更なる営業企画力・商品力の強化が急務であると考えております。具体策としましては、

平成18年２月１日付の組織変更で「営業企画本部」を新設し、人材の質的向上を進める所存であります。 

 また、当社グループは中古住宅再生事業以外にも、収益物件への投資・販売事業も本格稼働させており、

かかる事業の遂行のため収益物件を増やす予定でおります。今後不動産投資ファンド組成等へ関与する可能

性もあります。さらに、当社グループは金融と連動している不動産再生の総合企業グループとして、事業間

（中古住宅再生事業、収益物件運営事業、サービサー事業、貸金事業等）のシナジー効果が発揮できるよう、

引き続き情報システムの構築を進める所存であります。このように不動産及び金融関連事業に関わる専門知

識と経験に依存する付加価値の高い事業を構築するには、優秀な人員の確保と育成が不可欠となっておりま

す。当社グループはこのような認識のもと積極的に優秀な人員を採用・教育する方針であります。 

 

(6) 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  

１．コーポレート・ガバナンスの状況 

当社では、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナン

スの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な施策と位置付

けております。取締役会は取締役９名で、迅速な経営判断ができるよう少人数で構成されております。取締

役会は定例取締役会が毎月１回開催され、ここで会社の重要事項などの決定及び事業活動の報告を行ってお

ります。また、事業の状況などについて、全国の支店長以上による経営戦略会議を毎週開催しており、事業
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の状況把握と情報共有化を図っております。 

監査役は計４名で、うち２名は常勤監査役として常時執務しており、取締役会、経営戦略会議に常時出席

している他、社内の重要会議にも積極的に参加しており、非常勤監査役２名も取締役会に毎回出席しており

ます。また、監査役会は、監査役全員をもって構成し、法令、定款に従い監査役の監査方針を定めるととも

に、各監査役の報告に基づき監査意見を形成します。以上のとおり、取締役の職務執行を十分に監視できる

体制となっております。監査役と当社との取引等の利害関係はありません。さらに、当社では会社における

リスク発生を未然に防止するための内部統制システムとして社長直轄の内部監査室を設置しており、業務活

動の全般に関し、方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、法律、法令の遵守状況等について内部監

査を実施しており、業務の改善に向け具体的な助言・勧告を行っております。 

また、当社は急激に変化する経営環境の中、 

（1）取締役会機能の充実と意思決定の迅速化 

（2）業務執行体制の強化・迅速化と責任の明確化  

を目的に経営機構を意思決定・監督と業務執行に分離し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、

平成17年２月１日より執行役員制度を導入しております。 

    

  

３.経営成績及び財政状態 

（1）当中間期の概況  

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油高騰による不透明感はあるものの、企業業績の増益や

設備投資の拡大傾向、個人消費の緩やかな回復ならびに雇用環境の好転が見られました。 

当社グループの属する不動産業界に目を向けますと、今年３月に発表された2006年１月１日時点の公示

地価が３大都市圏を中心に上昇に転じている箇所が増えてきており、不動産投資ファンド等による不動産

投資が過熱し、物件取得競争が激しくなっております。当社グループの主要マーケットである地方圏は、

公示地価が15年連続下落しておりますものの、下げ幅は小さくなってきております。 

このような状況の中、当社グループは、不動産競売市場及び不動産任売市場から仕入れた低価格の住宅に

リフォームを施し、良質廉価な住宅を販売するという独自のビジネスモデルで他社との差別化を図りました。

お客様の多様化したニーズを満たすべく、土地建物情報館をオープンし、営業企画力・商品力強化のための

営業企画本部を新設いたしました。また、そのビジネスモデルを、地方圏が大都市圏に比べ競合他社が参入

しにくく収益性が高いという点を活かし、「田舎戦略」として引続き展開・強化しております。 

その結果、中古住宅再生事業及び収益物件運営事業ともに、リフォーム等でバリューアップ（味付け、

価値を付加）した物件についてお客様からの信頼、満足を得ることができ、当中間連結会計期間は1,855戸

（収益物件運営事業の31物件を含む）の販売棟数となりました。（前中間連結会計期間は1,534戸（収益物

件運営事業の17物件を含む）で20.9%の増加） 

以上の結果として、当中間連結会計期間の売上高は36,033百万円（前年同期比29.0%増）、 

営業利益は3,437百万円（前年同期比24.6%増）、経常利益は2,791百万円（前年同期比22.3%増）、

中間純利益は1,482百万円（前年同期比19.3%増）となり、増収及び増益となりました。 
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（2）財政状態  

当中間連結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。）は前連結会計年度末に比べ

3,125百万円減少し、4,756百万円となりました。 

また、中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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） 

  当中間連結会計期間において営業活動により使用した資金は、6,058百万円（前中間連結会計期間は29,179

百万円の使用）となりました。これは、税金等調整前中間純利益が2,758百万円と順調に推移いたしました

が、今後の販売活動を考慮し積極的な仕入活動を行った結果、たな卸資産を3,451百万円増加させたこと、

及び業績が向上していることに伴い法人税等の支払を1,572百万円実施したことが主な要因であります。 

 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において投資活動により使用した資金は、213百万円（前中間連結会計期間は119百万

円の獲得）となりました。これは、主にその他投資活動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） 

当中間連結会計期間において財務活動により獲得した資金は、3,146百万円（前中間連結会計期間は22,932

百万円の獲得）となりました。これは、主にたな卸資産の仕入資金を銀行借入により賄ったことによるもの

であります。 

 

（3）通期の見通し  

下半期につきましては、国内経済は引き続き拡大基調を続けるものと予想され、個人消費についても雇用

環境の改善等、堅調な推移を辿るものと考えられる中、当社グループは、中長期的な経営方針を着実に実行

することにより、業績の向上に邁進いたします。 

    なお、通期の業績見通しにつきましては、平成18年２月15日の平成18年１月期決算発表日に公表いたしま

した下記の業績予想の通り、連結売上高、連結経常利益、連結当期純利益とも増収、増益の見通しでありま

す。 

 

連結売上高806億円（前期比21.5%増） 

連結経常利益56億60百万円（同16.5%増） 

連結当期純利益27億80百万円（同3.1%増） 
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【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末

（平成17年７月20日）

当中間連結会計期間末

（平成18年７月20日）

 

対前中間期比 

 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表

（平成18年１月20日）

区分 
注記 

番号 
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

増減額 

（百万円） 

増減率 

（％） 
金額（百万円）

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※２ 8,438 5,056   8,181

２．売掛金  48 79   60

３．販売用不動産 ※２,４ 41,401 49,045   48,192

４．仕掛販売用不動産 ※２,４ 23,505 17,262   14,664

５．貯蔵品  226 234   233

６．前渡金  1,502 1,075   1,688

７．その他  1,953 7,821   2,592

貸倒引当金  △20 △65   △31

流動資産合計  77,056 95.7 80,509 95.8 3,452 4.5 75,581 95.7

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１,４   

(1)建物及び構築物 ※２ 1,418 1,235   1,368

(2)土地 ※２ 1,542 1,385   1,477

(3)その他  110 69   69

 有形固定資産合計  3,071 2,690   2,915

２．無形固定資産  39 63   44

無形固定資産合計  39 63   44

３．投資その他の資産    

(1)その他  329 740   425

  貸倒引当金  △7 △2  △2

  投資その他の資産合計  322 737  

 
 
 423

固定資産合計  3,433 4.3 3,491 4.2 58 1.7 3,383 4.3

資産合計  80,489 100.0 84,000 100.0 3,510 4.4 78,965 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年７月20日）

当中間連結会計期間末

（平成18年７月20日）
対前中間期比 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成18年１月20日）

区分 
注記 

番号 
金額(百万円)

構成比

（％）
金額(百万円)

構成比

（％）

増減額 

（百万円） 

増減率 

（％） 
金額(百万円)

構成比

（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  1,064 927   605

２．短期借入金 ※２ 36,802 21,711   22,548

３．一年以内返済予定長期借入金 ※２ 14,534 30,172   18,941

４．一年以内償還予定社債  633 2,597   1,097

５．未払金  1,811 1,513   1,243

６．未払法人税等  1,270 1,364   1,654

７．工事保証引当金  150 157   166

８．その他  699 855   639

流動負債合計  56,966 70.8 59,297 70.6 2,331 4.1 46,896 59.4

Ⅱ 固定負債    

１．社債  3,624 1,495   3,043

２．長期借入金 ※２ 6,972 7,802   14,649

３．役員退職慰労引当金  225 241   236

４．その他  481 356   461

固定負債合計  11,303 14.0 9,895 11.8 △1,407 △12.5 18,390 23.3

負債合計  68,269 84.8 69,193 82.4 923 1.4 65,286 82.7

    

（少数株主持分）    

少数株主持分  － － － － － － － －

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  3,778 4.7 － － △3,778 － 3,778 4.8

Ⅱ 資本剰余金  3,640 4.5 － － △3,640 － 3,640 4.6

Ⅲ 利益剰余金  5,426 6.7 － － △5,426 － 6,880 8.7

Ⅳ その他有価証券評価差額金   2 △0.0 － － △2 － 6 0.0

Ⅴ 自己株式  △628 △0.8 － － 628 － △628 △0.8

資本合計  12,219 15.2 － － △12,219 － 13,678 17.3

負債、少数株主持分及
び資本合計 

 80,489 100.0 － － △80,489 － 78,965 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年７月20日）

当中間連結会計期間末

（平成18年７月20日）
対前中間期比 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成18年１月20日）

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

増減額 

（百万円） 

増減率 

（％） 
金額（百万円）

構成比

（％）

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金  － － 3,778 4.5 3,778 － － －

２．資本剰余金  － － 3,640 4.3 3,640 － － －

３．利益剰余金  － － 8,259 9.8 8,259 － － －

４．自己株式  － － △877 △1.0 △877 － － －

株主資本合計  － － 14,802 17.6 14,802 － － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価 
差額金 

 
 － － 3 0.0 3 － － －

評価・換算差額等合計  － － 3 0.0 3 － － －

Ⅲ 少数株主持分  － － 0 0.0 0 － － －

純資産合計  － － 14,806 17.6 14,806 － － －

負債純資産合計  － － 84,000 100.0 84,000 － － －
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②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月21日 

至 平成17年７月20日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月21日 

至 平成18年７月20日）

対前中間期比 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書

（自平成17年１月21日 

至平成18年１月20日）

区分 
注記

番号
金額（百万円） 

百分比

（％）
金額（百万円）

百分比

（％）

増減額 

(百万円）

増減率 

（％） 
金額（百万円）

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  27,925 100.0 36,033 100.0 8,108 29.0 66,338 100.0

Ⅱ 売上原価  20,336 72.8 27,586 76.6 7,249 35.6 50,377 75.9

売上総利益  7,588 27.2 8,446 23.4 858 11.3 15,960 24.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 4,829 17.3 5,008 13.9 178 3.7 9,997 15.1

営業利益  2,758 9.9 3,437 9.5 679 24.6 5,963 9.0

Ⅳ 営業外収益 ※２ 55 0.2 82 0.2 26 47.3 143 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※３ 532 1.9 728 2.0 196 36.9 1,247 1.9

経常利益  2,282 8.2 2,791 7.7 509 22.3 4,858 7.3

Ⅵ 特別利益 ※４ 93 0.3 44 0.1 △48 △52.1 264 0.4

Ⅶ 特別損失 ※５ 0 0.0 78 0.2 78 － 9 0.0

      税金等調整前中間 
   (当期)純利益 

 2,375 8.5 2,758 7.6 382 16.1 5,114 7.7

法人税、住民税及び
事業税 

 1,236 4.4 1,307 3.6 71 5.7 2,559 3.9

法人税等調整額  △104 △0.4 △31 △0.1 72 △69.4 △143 △0.3

少数株主損失  － － 0 0.0 0 － － －

中間（当期）純利益  1,243 4.5 1,482 4.1 239 19.3 2,697 4.1

    



 11

③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

 
 

 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月21日 

至 平成17年７月20日） 

 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

（自 平成17年１月21日 

至 平成18年１月20日） 

 

        区   分 
注記 

番号 
    金額(百万円)   金額(百万円) 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  3,242  3,242

Ⅱ 資本剰余金中間期末 
（期末）残高 

 3,640  3,640

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  4,182  4,182

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．中間（当期）純利益  1,243 1,243 2,697 2,697

Ⅲ 利益剰余金中間期末 
（期末）残高 

 5,426  6,880
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中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年１月21日 至平成18年７月20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18年１月20日残高 

(百万円) 
3,778 3,640 6,880 △628 13,672

中間連結会計期間中の変動額   

新株の発行   

剰余金の配当  △104  △104

利益処分による役員賞与   

中間純利益  1,482  1,482

自己株式の取得  △248 △248

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額(純額) 
  

中間連結会計期間中の変動額

合計(百万円) 
 1,378 △248 1,130

平成18年７月20日残高 

(百万円) 
3,778 3,640 8,259 △877 14,802

 

 評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 

少数株主 

持分 
純資産合計 

平成18年１月20日残高 

(百万円) 

 

6

 

6

 

― 

 

13,678

中間連結会計期間中の変動額     

新株の発行    ―

剰余金の配当    △104

利益処分による役員賞与    ―

中間純利益    1,482

自己株式の取得    △248

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額(純額) 

 

△2

 

△2

 

0 △1

中間連結会計期間中の変動額

合計(百万円) △2

 

△2

 

0 1,128

平成18年７月20日残高 

(百万円) 3

 

3

 

0 

 

14,806
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自平成17年１月21日 

至平成17年７月20日）

当中間連結会計期間

（自平成18年１月21日 

至平成18年７月20日）

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成17年１月21日 

至 平成18年１月20日） 

区分 
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 増減額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

     

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

 2,375 2,758  5,114 

減価償却費  56 59  121 

減損損失  － 55  － 

貸倒引当金の増加額  20 35  25 

工事保証引当金の増減
額 

 17 △8  33 

役員退職慰労引当金の
増加額 

 3 5  14 

受取利息及び受取配当
金 

 △4 △2  △5 

支払利息及び社債利息  481 482  1,023 

たな卸資産の増加額  △31,625 △3,451  △29,641 

前渡金の減少額  1,099 612  914 

仕入債務の増減額  351 321  △107 

未払金の増加額  648 270  80 

投資有価証券売却益  △1 －  △1 

投資有価証券売却損  4 －  4 

保険解約返戻金  △6 －  △52 

損害保険金  △35 △25  △54 

固定資産売却益  △58 △19  △210 

固定資産売却損及び 
除却損 

 0 23  8 

  その他資産の増加額  △1,152 △5,254  △1,776 

524 67  473   その他負債の増加額 
 

小計 
 

△27,299 △4,070 23,229 △24,036 

利息及び配当金の 
受取額 

 4 2  5 

利息の支払額  △528 △443  △1,056 

法人税等の支払額  △1,406 △1,572  △2,369 

簡易保険金の受取額  14 －  52 

損害保険金の受取額  35 25  54 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △29,179 △6,058 23,121 △27,349 
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前中間連結会計期間 

（自平成17年１月21日 

至平成17年７月20日）

当中間連結会計期間

（自平成18年１月21日 

至平成18年７月20日）

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成17年１月21日 

至 平成18年１月20日）

区分 
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 増減額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

     

定期預金の増加額  － －  △300 

貸付金の回収による
収入 

 2 1  9 

有形固定資産の取得
による支出 

 △94 △28  △171 

有形固定資産の売却
による収入 

 204 139  579 

その他投資活動 
による支出（純額） 

 7 △326  △100 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 119 △213 △333 18 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

     

短期借入金の 
純増減額 

 19,349 △837  5,095 

長期借入金による 
収入 

 9,280 16,380  35,037 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △5,027 △11,997  △18,700 

社債の発行による 
収入 

 300 300  500 

社債の償還による 
支出 

 △1,140 △348  △1,457 

新株発行による収入  797 －  797 

配当金の支払額  － △104  － 

自己株式の取得に 
よる支出 

 △625 △248  △625 

その他財務活動 
による収入 

 － 1  － 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 22,932 3,146 △19,786 20,646 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 － － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額 

 △6,127 △3,125 3,001 △6,684 

Ⅵ 現金及び現金同等物 
期首残高 

 14,565 7,881 △6,684 14,565 

Ⅶ 現金及び現金同等物 
中間期末(期末)残高 

※ 8,438 4,756 △3,682 7,881 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月21日 
至 平成17年７月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月21日 
至 平成18年７月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

１．連結の範囲に関する事項 子会社は全て連結しており

ます。 

子会社は全て連結しており

ます。 

子会社は全て連結しており

ます。 

 連結子会社の数 ３社 連結子会社の数 ５社 連結子会社の数 ３社 

 連結子会社の名称 

㈱プロパティー 

㈱ＹＵＴＯＲＩ債権回収 

㈱バリュー・ローン 

 

連結子会社の名称 

㈱プロパティー 

㈱ＹＵＴＯＲＩ債権回収 

㈱バリュー・ローン 

㈱バンカー 

やすらぎ共済㈱ 

㈱バンカー及びやすらぎ共

済㈱につきましては、新規設

立に伴い、当中間連結会計年

度より連結の範囲に含めてお

ります。 

連結子会社の名称 

㈱プロパティー 

㈱ＹＵＴＯＲＩ債権回収 

㈱バリュー・ローン 

 

２．持分法の適用に関する事

項 

 該当する事項はありません。 同左 同左 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

  連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致し

ております。 

同左  連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する事項    

① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 中間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

より算定）によっております。

同左 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

より算定）によっております。

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法に

よっております。 

同左 同左 

  ②  デリバティブ ②  デリバティブ ②  デリバティブ 

 時価法を採用しておりま

す。 

同左 同左 

 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

 (1）販売用不動産 (1）販売用不動産 (1）販売用不動産 

 個別法による原価法によっ

ております。 

同左 同左 

 (2）仕掛販売用不動産 (2）仕掛販売用不動産 (2）仕掛販売用不動産 

 個別法による原価法によっ

ております。 

同左 同左 

 (3）貯蔵品 (3）貯蔵品 (3）貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価

法によっております。 

同左 同左 

    

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 (2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 定率法 同左 同左 

 ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物付

属設備を除く）については、

定額法によっております。な

お、主な耐用年数は次の通り

であります。 

 

 

 

 

なお、主な耐用年数は次の

通りであります。 

  

 

 

 

なお、主な耐用年数は次の

通りであります。 

 建物及び構築物 ２～43年 建物及び構築物 ２～43年 建物及び構築物 ２～43年 

 その他     ３～20年 その他     ３～20年 その他     ３～20年 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月21日 

至 平成17年７月20日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月21日 

至 平成18年７月20日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年１月21日 

至 平成18年１月20日） 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

  定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。

同左 同左 

(3）重要な繰延資産の処理  ① 新株発行費 ① 新株発行費 ① 新株発行費 

方法  新株発行費は、支出時に全

額費用として処理しておりま

す。 

  

―――  支出時に全額費用として処

理しております。 

 平成17年２月15日付のオー

バーアロットメントによる売

出しに関連して行われた第三

者割当増資による新株発行

（270,000株）は、引受証券会

社が引受価額で引受けを行い、

これを引受価額と異なる発行

価格で一般投資家に販売する

スプレッド方式の買取引受方

式によっております。スプレッ

ド方式では、発行価格と引受価

額との差額の総額72百万円が

事実上の引受手数料となりま

すので、引受証券会社に対する

引受手数料の支払はありませ

ん。このため、新株発行費に引

受手数料は含まれておりませ

ん。 

 

 ② 社債発行費 ② 社債発行費 ② 社債発行費 

   支出時に全額費用として処

理しております。 

同左 同左 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 (4）重要な引当金の計上基

準  債権の貸倒による損失に備

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。 

同左 同左 

 ② 工事保証引当金 ② 工事保証引当金 ② 工事保証引当金 

  販売済中古住宅に係わる補

修費用の支出に備えるため、

売上高に対する補修見込額を

計上しております。 

同左 同左 

 ③ 役員退職慰労引当金 ③ 役員退職慰労引当金 ③ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に

備えて、役員退職慰労金規程

に基づく中間期末要支給額を

計上しております。 

同左  役員の退職慰労金の支出に

備えて、役員退職慰労金規程

に基づく期末要支給額を計上

しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月21日 
至 平成17年７月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月21日 
至 平成18年７月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

(5）重要なヘッジ会計の方

法 

 

①ヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の要件を満たす

金利スワップについては特例

処理を採用しております。 

①ヘッジ会計の方法 

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

理を採用しております。 

 

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 

 

 

②へッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 ③ヘッジ方針 

 将来の金利上昇リスクをへ

ッジするために変動金利を固

定化する目的で、金利スワッ

プ取引を利用しているのみで

あり、投機目的の取引は行っ

ておりません。 

③ヘッジ方針 

将来の金利上昇リスクをヘ

ッジするために変動金利を固

定化する目的で、金利スワッ

プ取引を利用しております 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 ④ヘッジの有効性評価の方法 

特例処理によっているた

め、有効性の評価を省略して

おります。 

④ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

④ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 (6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項 

 

 

 

 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。 

なお、控除対象外消費税等は、

当中間連結会計期間の費用とし

て処理しております。 

また、仮払消費税等及び仮受消

費税等は、相殺の上、流動資産

のその他に含めて表示しており

ます。 

 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。 

なお、連結子会社のうち 

㈱ＹＵＴＯＲＩ債権回収及び 

㈱バリュー・ローンは免税業者

であります。 

 控除対象外消費税は、当中間

連結会計期間の費用として処理 

しております。 

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、

控除対象外消費税及び地方消費

税は、当連結会計年度の費用と

して処理しております。 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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 同左 
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会計処理の方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月21日 
至 平成17年７月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月21日 
至 平成18年７月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 
当中間連結会計期間より、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
れにより当中間連結会計期間の営業利
益、経常利益は１百万円増加し、税金等
調整前中間純利益は55百万円減少してお
ります。 
なお、減損損失額累計額については、改
正後の中間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。 
 

――― 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第５号 平成17年

12月９日)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」(企業会計基準適用指針第８号 平

成17年12月９日)を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金

額は、14,805百万円であります。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 

――― 

シンジケートローン手数料について

は、従来、支出時に費用処理しており

ましたが、シンジケートローン設定額

の大型化に伴い、ローン手数料の相対

的重要性が高まってきたことから、資

金調達の効果が支出時のみならず翌期

以降にも及ぶことを勘案し、期間損益

計算を適正化するため、当中間連結会

計期間よりローン期間にわたって償却

することといたしました。 

この変更に伴い、従来の処理に比較し

て、経常利益及び税金等調整前中間純

純利益はそれぞれ63百万円増加してお

おります。 

        ―――        シンジケートローン等の手数料につい

ては、従来、支出時に費用処理しており

ましたが、シンジケートローン等の設定

額の大型化に伴い、ローン手数料の相対

的重要性が高まってきたことから、資金

調達の効果が支出時のみならず翌期以

降にも及ぶことを勘案し、期間損益計算

を適正化するため、当連結会計年度より

ローン期間にわたって償却する方法に

変更いたしました。 

 この変更に伴い、従来の処理に比較し

て、経常利益及び税金等調整前当期純利

益はそれぞれ279百万円増加しておりま

す。 
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追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月21日 
至 平成17年７月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月21日 
 至 平成18年７月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月21日 
  至 平成18年１月20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

形標準課税制度が導入されたことに

伴い、当中間連結会計期間から「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

26百万円増加し、営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益が26百

万円減少しております。 

 

――― 

 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外

形標準課税制度が導入されたことに

伴い、当連結会計年度から「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

51百万円増加し、営業利益、経常利益

及び税金等調整前純利益が51百万円

減少しております。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年７月20日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年７月20日） 

前連結会計年度 
（平成18年１月20日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は  
327百万円であります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は 
394百万円であります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は 
358百万円であります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の通り

であります。 

預金           580百万円 

販売用不動産   3,090 

建物及び構築物     643 

土地              942 

    計         5,256      

 

担保付債務は次の通りであります。 

短期借入金      1,000百万円 

一年以内返済予定    

長期借入金         537 

長期借入金     2,843 

     計             4,380 

 

なお、上記の他に短期借入金1,000

百万円に対して、販売用不動産756百

万円及び仕掛販売用不動産392百万円

を登記留保として提供しております。 

 

 

 

 

３ 貸出コミットメント契約 

担保に供している資産は次の通り

であります。 

預金           930百万円 

販売用不動産   5,185 

建物及び構築物     578 

土地               853 

    計        7,548 

 

担保付債務は次の通りであります。

一年以内返済予定    

長期借入金       810百万円 

長期借入金    4,277 

     計            5,087 

 

なお、上記の他に短期借入金700百

万円、一年以内返済予定長期借入金

806百万円、長期借入金680百万円に対

して、販売用不動産2,502百万円、 

仕掛販売用不動産572百万円、建物及

び構築物36百万円、土地35百万円を登

記留保として提供しております。 

 

 

  ３ 貸出コミットメント契約 

担保に供している資産は次の通り

であります。 

預金           409百万円 

販売用不動産   3,573 

建物及び構築物     589 

土地               878 

    計        5,450 

 

担保付債務は次の通りであります。

一年以内返済予定    

長期借入金        788百万円 

長期借入金    4,392 

     計            5,180 

 

 

なお、上記の他に短期借入金1,000

百万円、一年以内返済予定長期借入金

2,872百万円、長期借入金1,022百万円

に対して、販売用不動産7,284百万円、

建物及び構築物107百万円、土地75百

万円を登記留保として提供しており

ます。 

 

  ３ 貸出コミットメント契約 

当社においては運転資金の効率的

な調達を行うため取引金融機関63社 

と貸出コミットメント契約を締結し

ております。これらの契約に基づく、

当中間連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

貸出ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄの総額 33,500百万円 

借入実行額    30,280 

差引額             3,220 

※４ 販売用不動産等の保有目的変更 

   販売用資産の保有目的変更により、

販売用不動産等から有形固定資産の

土地等に294百万円振替えておりま

す。 

 

当社においては運転資金の効率的

な調達を行うため取引金融機関50社

と貸出コミットメント契約を締結し

ております。これらの契約に基づく当

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。 

貸出ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄの総額   35,900百万円

借入実行額      32,850 

差引額              3,050 

※４ 

――― 

 

当社においては運転資金の効率的

な調達を行うため取引金融機関52社

と貸出コミットメント契約を締結し

ております。これらの契約に基づく当

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。 

貸出ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄの総額   27,100百万円

借入実行額      27,100 

差引額              ― 

※４ 販売用不動産等の保有目的変更 

    販売用資産の保有目的変更によ

り、販売用不動産等から有形固定資

産の土地等に354百万円振替えてお

ります。 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月21日 
至 平成17年７月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月21日 
至 平成18年７月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

役員報酬         128百万円 役員報酬        152百万円 役員報酬        221百万円
 

従業員給与    1,297 

賃借料  155 

租税公課   289 

減価償却費   20 

広告宣伝費 

工事保証引当金繰入額 

役員退職慰労引当金繰入額

旅費交通費 

1,710 

77 

10 

 231 

  
  

 
従業員給与   1,430 

賃借料 138 

租税公課     526 

減価償却費    28  

広告宣伝費 

工事保証引当金繰入額

役員退職慰労引当金繰入額

旅費交通費 

貸倒引当金繰入額 

1,404 

83 

10 

163 

35 
  

 
従業員給与   2,792 

賃借料 312 

租税公課  584 

減価償却費 44 

広告宣伝費 

工事保証引当金繰入額

役員退職慰労引当金繰入額

旅費交通費 

貸倒引当金繰入額 

3,698 

171 

     20 

420 
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※２ 営業外収益の主なもの ※２ 営業外収益の主なもの ※２ 営業外収益の主なもの 

受取手数料        12 受取手数料    37 受取手数料       26 

    保険解約返戻金    52 

    受取賃借料       22 

※３ 営業外費用の主なもの ※３ 営業外費用の主なもの ※３ 営業外費用の主なもの 

支払利息         481 支払利息        482 支払利息        1,023 

シンジケートローン   シンジケートローン  シンジケートローン  

手数料          10 手数料         200 手数料         104 

社債発行費         6 社債発行費       4 社債発行費       12 

新株発行費         3   新株発行費         3 

※４ 特別利益の主なもの ※４ 特別利益の主なもの ※４ 特別利益の主なもの 

固定資産売却益     58 固定資産売却益    19 固定資産売却益    210 

損害保険金受取額    35 損害保険金受取額   25  損害保険金受取額   54 

※５      ――――― ※５ 特別損失の主なもの ※５ 特別損失の主なもの 

       固定資産売却損      7 固定資産売却損      8 

 固定資産除却損 16   

  減損損失         55        
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自平成18年１月21日 至平成18年７月20日） 
１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 

株式数 

当中間連結会計期間

増加株式数 

当中間連結会計期間

減少株式数 

当中間連結会計期間

末株式数 

発行済株式     

普通株式 21,025,000 － － 21,025,000

自己株式     

普通株式 (注) 211,490 81,500 － 292,990

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加81,500株は、市場買付による自己株式の取得であります。 

 

２. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる 

株式の種類 

前連結 

会計年度末 

当中間連結 

会計期間増加

当中間連結 

会計期間減少 

当中間連結会

計期間末 

当中間連結会

計期間末残高

(百万円) 

提出会社

(親会社) 

ストックオプション

としての新株予約権

（第１回） 

普通株式 225,500

 

－

 

12,800 

 

212,700

 

－

 ストックオプション

としての新株予約権

（第２回） 

普通株式 

 

－

 

123,500

 

10,400 

 

113,100

 

－

連結 

子会社 
－ － － － － － －

合計 － 225,500 123,500 23,200 325,800 －

 

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

(百万円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

平成18年４月14日 普通株式 104 5 平成18年１月20日 平成18年４月15日

 

（2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

該当事項はありません。 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月21日 
至 平成17年７月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月21日 
至 平成18年７月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と 

中間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７月20日現在） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と 

中間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18年７月20日現在） 

※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18年１月20日現在) 

 
現金及び預金 8,438百万円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 

 

－ 

現金及び現金同等物 8,438 
 

 
現金及び預金 5,056百万円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 

 

△300 

現金及び現金同等物 4,756 
 

 
現金及び預金勘定 8,181百万円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金       

 

△300  

現金及び現金同等物     7,881 
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月21日 
至 平成17年７月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月21日 
至 平成18年７月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

 リース取引を全く利用しておりま 

せんので、該当事項はありません。 
同左 同左 

 

 

（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年７月20日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 22 26 4 

(2)債券 － － － 

(3)その他 4 4 △0 

合計 27 31 3 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

時価評価されていない有価証券については重要性が乏しいため、中間連結財務諸表規則第16条第２

項の規定により、記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間末（平成18年７月20日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 30 36 6 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 30 36 6 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

時価評価されていない有価証券については重要性が乏しいため、中間連結財務諸表規則第16条第２

項の規定により、記載を省略しております。 
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前連結会計年度末（平成18年１月20日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 22 32 10 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 22 32 10 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

時価評価されていない有価証券については重要性が乏しいため、連結財務諸表規則第15条の６第

２項の規定により、記載を省略しております。 

 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間末（平成17年７月20日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

区分 種類 
契約額等

(百万円)

契約額等の

内１年超

（百万円）

時価 

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取

引以外

の取引 

金利キャップ取引 
1,000

(22)
1,000 0 △22

合計 1,000 1,000 0 △22

 (注)１．時価の算定方法は、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．（ ）内の金額は、オプション料であります。 

３．当中間連結会計期間末の評価損22百万円は当中間連結会計期間末までの累計額であり、当中間

連結会計期間の評価損は0百万円であります。 

 

当中間連結会計期間末（平成18年７月20日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

区分 種類 
契約額等

(百万円)

契約額等の

内１年超

（百万円）

時価 

(百万円)

評価損益

(百万円)

金利キャップ取引 
2,500

(52)
2,200 11 △40市場取

引以外

の取引 金利スワップ取引 288 288 △2 △2

合計 2,788 2,488 9 △42

(注)１．時価の算定方法は、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．（ ）内の金額は、オプション料であります。 

３．特例処理によっている金利スワップ取引については、開示の対象から除いております。 
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前連結会計年度末（平成18年１月20日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

区分 種類 
契約額等

(百万円)

契約額等の

内１年超

（百万円）

時価 

(百万円)

評価損益

(百万円)

金利キャップ取引 
2,000

(38)
1,700 6 △31

市場取

引以外

の取引 
金利スワップ取引 316 316 △7 △7

合計 2,316 2,016 △0 △39

(注)１．時価の算定方法は、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．（ ）内の金額は、オプション料であります。 

３．特例処理によっている金利スワップ取引については、開示の対象から除いております。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年１月21日 至平成17年７月20日） 

当社及び連結子会社は、中古住宅再生事業、収益物件運営事業ならびにその他事業を行っております。

前中間連結会計期間までは、中古住宅再生事業の全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメン

ト資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しておりました。前連結会計年度において、連結子会社である㈱プロパティーの主たる業務である収

益物件運営事業が本格的に稼動し、当該事業の全セグメントに占める割合が高まったため当中間連結会計

期間より事業の種類別セグメント情報を開示しております。 

  
中古住宅 
再生事業 
（百万円） 

収益物件 
運営事業 
（百万円） 

その他事業
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

 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 
26,184 1,030 710 27,925 ― 27,925

 
（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
― ― 9 9 (9) ― 

 計 26,184 1,030 719 27,934 (9) 27,925

 営業費用 23,748 625 592 24,966 200 25,166

 営業利益 2,435 405 126 2,967 (209) 2,758

     （注）１.事業区分の方法 

          事業内容を勘案して区分しております。 

        ２.各事業区分に属する主要な内容  

 事業区分 主要な内容 

 中古住宅再生事業 中古戸建住宅の再生、販売 

 収益物件運営事業 テナントビル、マンション、アパート等の販売 

 その他事業 テナントビル等の賃貸、各種債権の管理・回収他 

   ３.営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は209百万円であり、その

主なものは当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 
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当中間連結会計期間（自平成18年１月21日 至平成18年７月20日） 

 当社及び連結子会社は、中古住宅再生事業、収益物件運営事業ならびにその他事業を行っております。 

  
中古住宅 
再生事業 
（百万円）

収益物件 
運営事業 
（百万円）

その他事業
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

 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 
30,048 5,109 874 36,033 ― 36,033

 
（2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
― ― 9 9 (9) ―

 計 30,048 5,109 883 36,042 (9) 36,033

 営業費用 27,385 4,298 662 32,347 248 32,595

 営業利益 2,663 810 221 3,695 (257) 3,437

     （注）１.事業区分の方法 

          事業内容を勘案して区分しております。 

        ２.各事業区分に属する主要な内容  

 事業区分 主要な内容 

 中古住宅再生事業 中古戸建住宅の再生、販売 

 収益物件運営事業 テナントビル、マンション、アパート等の販売 

 その他事業 テナントビル等の賃貸、各種債権の管理・回収他 

        ３.営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は311百万円であり、

その主なものは当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

  

前連結会計年度（自平成17年１月21日 至平成18年１月20日） 

当社及び連結子会社は、中古住宅再生事業、収益物件運営事業ならびにその他事業を行っております。 

  
中古住宅 
再生事業 
（百万円）

収益物件 
運営事業 
（百万円）

その他事業
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

 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 
59,831 4,835 1,671 66,338 － 66,338

 
（2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － 134 134 (134) －

 計 59,831 4,835 1,806 66,473 (134) 66,338

 営業費用 54,947 3,460 1,530 59,938 436 60,375

 営業利益 4,883 1,375 275 6,534 (571) 5,963

     （注）１.事業区分の方法 

          事業内容を勘案して区分しております。 

        ２.各事業区分に属する主要な内容  

 事業区分 主要な内容 

 中古住宅再生事業 中古戸建住宅の再生、販売 

 収益物件運営事業 テナントビル、マンション、アパート等の販売 

 その他事業 テナントビル等の賃貸、住宅ローンの買取・回収他 

        ３.営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は478百万円であり、

その主なものは当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年１月21日 至平成17年７月20日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間（自平成18年１月21日 至平成18年７月20日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度（自平成17年１月21日 至平成18年１月20日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成17年１月21日 至平成17年７月20日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自平成18年１月21日 至平成18年７月20日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自平成17年１月21日 至平成18年１月20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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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月21日 
至 平成17年７月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月21日 
至 平成18年７月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

    

１株当たり純資産額 587.11円 

１株当たり中間純利益金額 59.36円 

  

    
１株当たり純資産額 714.16円 

１株当たり中間純利益金額 71.31円 
  

 

１株当たり純資産額 657.20円 

１株当たり当期純利益金額 129.23円 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

129.18円 
 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

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。 

(注)１.平成16年７月30日付をもって 

株式を１株につき10株の割合で分割

しております。 

２.前期首に当該株式分割が行われたと 

仮定した場合における（１株当たり

情報）の各数値は以下のとおりであ

ります。 

（前中間会計期間） 

１株当たり純資産額 

238.76円 

１株当たり中間純利益金額 

47.21円 

 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

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。 
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（注）１. １株当たり中間（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。 

 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月21日 
  至 平成17年７月20日)
 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月21日 
 至 平成18年７月20日)

前連結会計年度 
(自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日) 

中間（当期）純利益（百万円） 1,243 1,482 2,697 

普通株主に帰属しない金額 

（百万円） 
－ － － 

普通株式に係る中間（当期）

純利益（百万円） 
1,243 1,482 2,697 

期中平均株式数（株） 20,942,602 20,793,556 20,877,526 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
   

中間（当期）純利益調整額

（百万円） 
－ － － 

普通株式増加数（株） － － 7,458 

（うち新株予約権） (－) （－） （7,458） 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

新株予約権１種類 

第１回ストップオプション

新株予約権の数2,693個、 

目的となる株式の数 

269,300株 

新株予約権２種類 

第１回ストックオプション

新株予約権の数2,127個、

目的となる株式の数

212,700株 

第２回ストックオプション

新株予約権の数1,131個、

目的となる株式の数

113,100株 

 

 

 

 

（注）２. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月21日 
  至 平成17年７月20日)
 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月21日 
 至 平成18年７月20日)

前連結会計年度 
(自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日) 

純資産の部の合計額（百万円） － 14,806 － 

純資産の部の合計額から控除す

る金額（百万円） 
－ 0 － 

(うち新株予約権) (－) (－) (－) 

(うち少数株主持分) (－) (0) (－) 

普通株式に係る中間期末(期末)

の純資産額(百万円) 
－ 14,805     － 

中間期末(期末)の普通株式の数

(株) 
－ 20,732,010     － 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月21日 
至 平成17年７月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月21日 
  至 平成18年７月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月21日 
  至 平成18年１月20日） 

(行政処分の件) ――― ――― 

当社は、平成17年７月29日付けで、国

土交通省関東整備局長より、宅地建物取

引業法第65条第２項に基づき、以下の通

り業務停止処分を受けました。 

１．業務停止の期間 

 平成17年８月５日から平成17年８月11

日までの７日間 

２．業務停止の範囲 

 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千

葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び

長野県の区域内における業務の全部及

び当該区域内に存する宅地及び建物に

かかる業務の全部 

 

  

 
    

 
 


