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１．平成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。

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 16,551 45.3 1,235 120.3 1,054 224.2

17年６月中間期 11,388 59.2 560 225.3 325 201.0

17年12月期 35,178 3,442 2,932

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

18年６月中間期 613 209.4 1,429 96

17年６月中間期 198 194.1 1,157 26

17年12月期 1,759 9,623 60

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 428,981株 17年６月中間期 171,424株 17年12月期 181,618株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、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であります。

(2）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６月中間期 43,201 11,154 25.8 25,985 97

17年６月中間期 25,765 4,676 18.1 27,278 49

17年12月期 35,233 10,852 30.8 50,563 26

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 429,250.7株 17年６月中間期 171,424株 17年12月期 214,385.35株

②期末自己株式数 18年６月中間期 2.7株 17年６月中間期 －株 17年12月期 1.35株

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）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 50,238 5,549 3,134

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　7,301円33銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

17年12月期 － 1,450 1,450

18年12月期（実績） － －  

18年12月期（予想） － 1,150 1,150

※　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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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 6,839,385 13,026,853 17,918,733

２．売掛金 2,308,952 1,582,783 2,328,564

３．販売用不動産 ※２ 4,830,517 4,301,939 4,113,843

４．仕掛販売用不動産 ※２ 10,487,642 22,418,260 9,744,553

５．貯蔵品 4,192 3,816 4,197

６．前渡金 183,734 466,700 112,019

７．その他 ※３ 566,046 632,005 529,139

貸倒引当金 △37,205 △18,433 △76,329

流動資産合計 25,183,264 97.7 42,413,925 98.2 34,674,721 98.4

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 70,355   68,551   73,112   

２．無形固定資産 9,982   10,715   10,778   

３．投資その他の資産 ※２ 530,980 769,552 506,767

貸倒引当金 △29,388 △61,193 △31,572

固定資産合計 581,929 2.3 787,624 1.8 559,085 1.6

資産合計 25,765,194 100.0 43,201,549 100.0 35,233,806 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 5,046,413 6,655,794 7,240,775

２．工事未払金 195,290 919,058 2,233,618

３．短期借入金 ※２ 1,020,000 3,354,000 709,000

４．１年内返済予定長
期借入金

※２ 3,587,965 5,810,426 4,015,949

５．未払法人税等 132,797 421,937 1,211,020

６．前受金 103,158 413,875 85,322

７．賞与引当金 79,849 83,100 16,060

８．その他  522,539 935,498 937,419

流動負債合計 10,688,012 41.5 18,593,690 43.0 16,449,166 46.7

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 10,141,386 13,234,315 7,609,249

２．役員退職慰労引当
金

166,570 199,220 172,380

３．その他 93,037 19,896 150,907

固定負債合計 10,400,994 40.4 13,453,431 31.2 7,932,537 22.5

負債合計 21,089,006 81.9 32,047,122 74.2 24,381,703 69.2
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前中間会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,191,124 4.6 － － 3,503,312 9.9

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,073,226 － 3,385,414

資本剰余金合計 1,073,226 4.2 －  3,385,414 9.6

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 16,000 － 16,000

２．任意積立金 1,500,000 － 1,500,000

３．中間（当期）未処
分利益

886,002 － 2,447,587

利益剰余金合計 2,402,002 9.3 －  3,963,587 11.3

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

9,834 0.0 －  － －

Ⅴ　自己株式 ※４ － － －  △210 0.0

資本合計 4,676,187 18.1 －  10,852,103 30.8

負債・資本合計 25,765,194 100.0 －  35,233,806 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本       

１．資本金 －  3,505,280 8.1 －  

２．資本剰余金 －  3,387,382 7.9 －  

３．利益剰余金 －  4,254,388 9.8 －  

４．自己株式 －  △210 － －  

株主資本合計 －  11,146,840 25.8 －  

Ⅱ　評価・換算差額等       

１．その他有価証券評
価差額金

－  △6,179 － －  

２．繰延ヘッジ利益 －  13,766 0.0 －  

評価・換算差額等
合計

－  7,586 0.0 －  

Ⅲ　新株予約権 －  － － －  

Ⅳ　少数株主持分 －  － － －  

純資産合計 －  11,154,428 25.8 －  

負債純資産合計 －  43,201,549 100.0 －  
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

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）

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 11,388,289 100.0 16,551,439 100.0 35,178,434 100.0

Ⅱ　売上原価 9,041,224 79.4 13,415,901 81.1 28,036,022 79.7

売上総利益 2,347,064 20.6 3,135,537 18.9 7,142,412 20.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,786,250 15.7 1,900,233 11.5 3,699,612 10.5

営業利益 560,814 4.9 1,235,303 7.4 3,442,800 9.8

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 707 595 1,230

２．賃貸収入 48,070 121,370 143,206

３．その他 ※２ 23,000 71,778 0.6 34,052 156,018 0.9 52,307 196,743 0.5

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 134,335 175,115 314,139

２．支払手数料 155,795 113,114 301,889

３．賃貸原価 13,513 36,265 46,311

４．その他  3,615 307,259 2.7 11,975 336,470 2.0 44,642 706,982 2.0

経常利益 325,333 2.9 1,054,851 6.3 2,932,561 8.3

Ⅵ　特別利益 2,270 0.0 28,275 0.2 46,597 0.2

Ⅶ　特別損失 2,867 0.0 3,117 0.0 2,867 0.0

税引前中間（当期）純
利益

324,736 2.9 1,080,008 6.5 2,976,291 8.5

法人税、住民税及び事
業税

111,224 400,351 1,291,592

法人税等調整額 15,129 126,353 1.1 66,017 466,200 2.8 △75,268 1,216,323 3.5

中間（当期）純利益 198,382 1.7 613,807 3.7 1,759,967 5.0

前期繰越利益 687,619 － 687,619

中間（当期）未処分利
益

886,002 － 2,447,587
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（百万円）
3,503 3,385  3,385 16 1,500 2,447 3,963 △0 10,852

中間会計期間中の変動額

新株の発行（百万円） 1 1  1      3

別途積立金の積立て（百万

円）
     1,400 △1,400 －  －

剰余金の配当（百万円）       △310 △310  △310

利益処分による役員賞与（百

万円）
      △12 △12  △12

中間純利益（百万円）       613 613  613

自己株式の処分（百万円）           

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

          

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
1 1  1 － 1,400 △1,109 290 － 294

平成18年６月30日　残高

（百万円）
3,505 3,387  3,387 16 2,900 1,338 4,254 △0 11,146

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
－ －    －   10,852

中間会計期間中の変動額

新株の発行（百万円）      3

別途積立金の積立て（百万

円）
     －

剰余金の配当（百万円）      △310

利益処分による役員賞与（百

万円）
     △12

中間純利益（百万円）      613

自己株式の処分（百万円）       

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

△6 13  7  7

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△6 13  7  302

平成18年６月30日　残高

（百万円）
△6 13  7  11,154
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(3) 中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（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） 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

324,736 2,976,291

減価償却費 2,986 6,790

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

△2,270 39,037

賞与引当金の増加額
（△減少額）

63,789 －

役員退職慰労引当金
の増加額

2,790 8,600

受取利息及び受取配
当金

△1,802 △1,856

支払利息 134,335 314,139

社債発行費 － 32,164

固定資産除却損 2,867 2,867

投資有価証券売却益 － △46,597

売上債権の減少額
（△増加額）

697,906 678,295

たな卸資産の減少額
（△増加額）

△3,592,143 △2,132,386

前渡金の減少額
（△増加額）
 

△101,648 △29,933

仕入債務の増加額
（△減少額）

△3,104,027 1,128,663

前受金の増加額
（△減少額）

59,860 42,025

その他の資産の増加
額

△126,183 △14,467

その他の負債の増加
額(△減少額)

30,675 500,895

役員賞与の支払額 △26,300 △26,300

小計 △5,634,428 △3,478,229

利息及び配当金の受
取額

894 1,828

利息の支払額 △139,362 △315,854

法人税等の支払額 △700,084 △802,229

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△6,472,980 △2,361,974
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（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） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の預入によ
る支出

－ △10,000

定期預金の払戻によ
る収入

－ 10,000

有形固定資産の取得
による支出

△11,784 △17,327

無形固定資産の取得
による支出

－ △879

無形固定資産の売却
による収入 

9 9

投資有価証券の取得
による支出

△111,400 △115,900

投資有価証券の売却
による収入

－ 87,792

貸付による支出 △4,390 △4,390

貸付金の回収による
収入

872 6,381

その他投資の取得に
よる支出

△18,835 △39,742

その他投資の回収に
よる収入

7,400 14,648

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△138,126 △69,408
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（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） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の増減額 △1,162,200 △1,473,200

長期借入れによる収
入

9,125,400 16,413,600

長期借入金の返済に
よる支出

△3,065,748 △12,458,101

社債の発行による収
入

－ 4,467,625

株式の発行による収
入

－ 124,377

配当金の支払額 △194,009 △195,184

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

4,703,442 6,879,116

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

△1,907,665 9,171,682

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

8,737,050 8,737,050

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※１ 6,829,385 17,908,733
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

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．資産の評価基準及び評価

方法

(1)たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不動

産

　個別法による原価法を採用して

おります。

(1)たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不動

産

同左

(1)たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不動

産

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しており

ます。

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

(2)有価証券

その他有価証券

(2)有価証券

その他有価証券

(2)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間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

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

(1)デリバティブ

時価法を採用しております。

(1)デリバティブ

同左

(1)デリバティブ

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用し

ております。

(1)有形固定資産

同左

(1)有形固定資産

同左

(2)無形固定資産

　定額法によっております。

(2)無形固定資産

同左

(2)無形固定資産

同左

(3)長期前払費用

　定額法によっております。

(3)長期前払費用

同左

(3)長期前払費用

同左

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

　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。

(1)貸倒引当金

同左

(1)貸倒引当金

同左

(2)賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、賞与支給見込額のうち、

当中間期の負担に属する部分を計

上しております。

(2)賞与引当金

同左

(2)賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、賞与支給見込額のうち、

当期の負担に属する部分を計上し

ております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

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）

(3)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における簡便法（期末自己

都合要支給額を退職給付債務とす

る方法）による退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、中間

期末において発生していると認め

られる額を計上しております。

　なお、当中間期末においては、

年金資産が退職給付債務を6,372千

円上回ったため、長期前払費用に

含めて計上しております。

(3)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における簡便法（期末自己

都合要支給額を退職給付債務とす

る方法）による退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、中間

期末において発生していると認め

られる額を計上しております。

　なお、当中間期末においては、

年金資産が退職給付債務を13,595

千円上回ったため、長期前払費用

に含めて計上しております。

(3)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における簡便法（期末自己

都合要支給額を退職給付債務とす

る方法）による退職給付債務及び

年金資産の額に基づき計上してお

ります。

  なお、当期末においては、年金

資産が退職給付債務を17,190千円

上回ったため、長期前払費用に含

めて計上しております。

 

(4)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、当社内規に基づく中間期

末要支給額を計上しております。

(4)役員退職慰労引当金

同左

(4)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、当社内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

５．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 同左

６．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっており

ます。

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(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

　　　　　　　取引

　ヘッジ対象：借入金利息

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左　　　　　

　

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3)ヘッジ方針

　将来の借入金の金利上昇リス

クに対し、借入額の範囲内で金

利スワップ取引によりヘッジを

行う方針であります。

(3)ヘッジ方針

同左

(3)ヘッジ方針

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動の累計とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基

礎にして、ヘッジ有効性を評価

しております。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左　

(4)ヘッジ有効性評価の方法

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

　中間キャッシュ・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。

――――― 　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。

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

(1)消費税等の会計処理

　 税抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理

同左

(1)消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

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．　　　 ────── １． (固定資産の減損に関る会計基

準）

当中間会計期間より、「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「固定資産の減損に関

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。

この変更に伴う影響はありません。

１． 　　　──────

２． 　　　────── 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11,140百万円であります。

なお、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貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

２． 　　　──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年６月30日）

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

   16,628千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 22,809千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

     20,350千円

※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と

おりであります。

※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と

おりであります。

※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と

おりであります。

販売用不動産 1,773,103千円

仕掛販売用不動産 5,938,583    

投資有価証券  57,695

計 7,769,381

販売用不動産   92,723千円

仕掛販売用不動産 14,302,482

計 14,395,206

販売用不動産 1,116,729千円

仕掛販売用不動産 5,500,335

計 6,617,064

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

１年内返済予定長期

借入金
474,965千円

長期借入金 7,683,386

計 8,158,352

短期借入金  2,045,000千円

１年内返済予定長期

借入金
1,116,426

長期借入金 11,839,315

計 15,000,741

短期借入金   280,000千円

１年内返済予定長期

借入金
  597,949

長期借入金 6,179,249

計  7,057,198

　なお、上記の他に、短期借入金

304,000千円、１年内返済予定長期

借入金3,043,000千円及び長期借入

金2,423,000千円に対して、仕掛販

売用不動産4,336,993千円及び販売

用不動産188,598千円を登記留保と

して提供しております。

　なお、上記の他に、短期借入金

878,000千円、１年内返済予定長期

借入金4,852,000千円及び長期借入

金1,395,000千円に対して、仕掛販

売用不動産4,312,332千円及び販売

用不動産1,520,580千円を登記留保

として提供しております。

　なお、上記の他に、短期借入金

333,000千円、１年内返済予定長期

借入金3,348,000千円及び長期借入

金1,430,000千円に対して、仕掛販

売用不動産3,863,042千円を登記留

保として提供しております。

※３．消費税等の取扱い

　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。

※３．消費税等の取扱い

　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。

※３.　　―――――――

※４.　　―――――――

 

※４.　　―――――――

 

※４.　当社が保有する自己株式の数

は、普通株式1.35株であります。
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

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．減価償却実施額 １．減価償却実施額 １．減価償却実施額

有形固定資産　 2,936千円 有形固定資産　 3,341千円 有形固定資産　  6,657千円

無形固定資産　　　50千円 無形固定資産　　　82千円 無形固定資産　　  132千円

※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの

解約違約金収入

16,495千円

解約違約金収入

 19,520千円

解約違約金収入

   39,082千円

受取手数料

     4,040千円

受取手数料

      5,341千円

受取手数料

     6,008千円

（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）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前事業年度末株式数
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） 1.35 1.35 － 2.7

 合計 1.35 1.35 － 2.7

 （注）普通株式の自己株式の増加1.35株は、株式１株につき２株の株式分割による増加であります。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17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

残高と中間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６月30日現在） （平成17年12月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 6,839,385

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
    △10,000

現金及び現金同等物 6,829,385

（千円）

現金及び預金勘定 17,918,733

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△10,000 

現金及び現金同等物 17,908,733

２．　　　────── ２．新株予約権付社債（転換社債型

新株予約権付社債）に付された

新株予約権の行使の内容　　　

（千円）

新株予約権の行使によ

る資本金の増加額
2,249,999

新株予約権の行使によ

る資本準備金増加額
2,249,999

新株予約権の行使によ

る新株予約権付社債減

少額

4,499,998

－ 42 －



①　リース取引

 　　　 半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

 

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年６月30日）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

①株式 41,194 57,695 16,500

②債券 － － －

③その他 － － －

合計 41,194 57,695 16,500

（注）　その他有価証券で時価のある株式等の減損処理にあたっては、当該中間期末日の時価が取得原価の70％以下の銘

柄についてその適用対象としております。ただし、当該中間期末日の時価が取得原価の70％以下、50％超の銘柄

については、過去１年間を通じて時価が取得原価の70％以下である場合に減損処理を行うこととしております。

２．時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額

種類 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

①非上場株式

 ②非上場債券

 

11,400

100,000

 

当中間会計期間末（平成18年６月30日）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

①株式 － － －

②債券 － － －

③その他 105,500 95,131 △10,369

合計 105,500 95,131 △10,369

（注）　その他有価証券で時価のある株式等の減損処理にあたっては、当該中間期末日の時価が取得原価の70％以下の銘

柄についてその適用対象としております。ただし、当該中間期末日の時価が取得原価の70％以下、50％超の銘柄

については、過去１年間を通じて時価が取得原価の70％以下である場合に減損処理を行うこととしております。

２．時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額

種類 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

①非上場株式

 ②非上場債券

 ③その他

 

11,400

100,000

100,000
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前事業年度末（平成17年12月31日）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

①株式 － － －

②債券 － － －

③その他 － － －

合計 － － －

（注）　その他有価証券で時価のある株式等の減損処理にあたっては、当該期末日の時価が取得原価の70％以下の銘柄に

ついてその適用対象としております。ただし、当該期末日の時価が取得原価の70％以下、50％超の銘柄について

は、過去１年間を通じて時価が取得原価の70％以下である場合に減損処理を行うこととしております。

２．時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額

種類 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

①非上場株式

 ②非上場債券

 ③その他

 

11,400

100,000

4,500

 

③　デリバティブ取引

 　　　 半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

 

④　持分法損益等

前中間会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日）

　該当事項はありません。

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。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

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  27,278円49銭

１株当たり中間純利

益金額
1,157円26銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

   1,099円33銭

１株当たり純資産額 25,985円97銭

１株当たり中間純利

益金額
  1,429円96銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

   1,427円67銭

１株当たり純資産額 50,563円26銭

１株当たり当期純利

益金額
 9,623円60銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

  9,126円13銭

（追加情報） （追加情報） （追加情報）

(1)　　　―――――― 

 

 　

 

 

 

 

 

(2)　当社は平成16年８月16日付で、

株式１株を４株に株式分割を行っ

ております。

　当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前中間会計期間に

おける１株当たり情報については、

以下のとおりとなります。

 

 

 

１株当たり純資産額 26,785円74銭

１株当たり中間純利

益金額
   867円95銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

   822円57銭

(1)　「１株当たり当期純利益に関す

る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第４号）が平成18

年１月31日付で改正されたことに

伴い、当中間会計期間から繰延ヘッ

ジ損益（税効果調整後）の金額を

普通株式に係る中間期末の純資産

額に含めております。

(2)　当社は平成18年１月31日付で、

株式１株を２株に株式分割を行っ

ております。

当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前中間会計期

間及び前事業年度における１株当

たり情報については、以下のとお

りとなります。

 

前中間会計期間 

１株当たり純資産額 13,639円24銭

１株当たり中間純利

益金額
  578円63銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

   549円67銭

(1)　　　―――――― 

 

 

 

 

 

 

(2)　当社は平成17年１月14日付で、株

式１株を２株に株式分割を行ってお

ります。

当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前期における１株

当たり情報については、以下のとお

りとなります。

 

 

１株当たり純資産額 27,263円91銭

１株当たり当期純利

益金額
 5,806円60銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

  5,501円56銭

前事業年度 

１株当たり純資産額  25,281円63銭

１株当たり当期純利

益金額
4,811円80銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

4,563円07銭
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

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）

(3)　当社は平成17年１月14日付で、

株式１株につき２株の株式分割を

行っております。

当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前中間会計期

間及び前事業年度における１株当

たり情報については、以下のとお

りとなります。

前中間会計期間 

(3)　　　―――――― (3)　　　――――――

１株当たり純資産額  13,392円87銭

１株当たり当期純利

益金額
   433円97銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

411円28銭

 

前事業年度 

１株当たり純資産額  27,263円91銭

１株当たり当期純利

益金額
   5,806円60銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

5,468円46銭

（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。

前中間会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日)

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 198,382 613,807 1,759,967

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 12,150

（うち利益処分による役員賞与金） － － (12,150)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
198,382 613,807 1,747,817

期中平均株式数（株） 171,424 428,981 181,618

 

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） － － －

普通株式増加額（株） 9,034 957 9,900

（うち新株予約権） (9,034) (957) (6,464)

（うち新株予約権付社債） － － (3,436)

－ 46 －



（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

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．平成17年８月10日開催の当社取締
役会において、平成17年８月26日を
払込期日とする第三者割当による第
１回無担保転換社債型新株予約権付
社債（転換社債型新株予約権付社債
間限定同順位特約付）（以下「本新
株予約権付社債」といい、そのうち
社債のみを「本社債」、新株予約権
のみを「本新株予約権」という。）
の発行を決議し、８月26日に発行し
ました。又、新株予約権20個の権利
行使が行われました。その概要は、
次のとおりであります。

新株予約権付社債発行決議概要 
(1)発行総額

4,500,000,000円
(2)発行価額

社債額面金額の100％　
（社債額面金額100,000,000円）

(3)発行価格
（募集価格）
社債額面金額の100％
ただし、本新株予約権は無償に
て発行するものとする。

(4)払込期日 
平成17年８月26日 

(5)償還期限
①本社債の満期償還
平成19年８月24日（償還期
限）にその総額を額面100円に
つき金100円で償還する。

②当社の選択による繰上償還
イ 当社は、当社が株式交換又

は株式移転により他の会社
の完全子会社となることを
当社の株主総会で決議した
場合、社債権者に対して償
還日から30日以上60日以内
の事前通知を行った上で、
当該株式交換又は株式移転
の効力発生日以前に、残存
する本社債の全部（一部は
不可）を額面100円につき
金100円で繰上償還するこ
とができる。

ロ 当社は、本社債権者に対し
て毎月第２金曜日までに事
前通知を行った上で、当該
月の第４金曜日に残存する
本社債の全部（一部は不
可）を額面100円につき金
100円で繰上償還すること
ができる。

１．平成18年７月20日開催の当社取締
役会において、平成18年８月４日を
払込期日とする第三者割当による第
２回無担保転換社債型新株予約権付
社債（転換社債型新株予約権付社債
間限定同順位特約付）（以下「本新
株予約権付社債」といい、そのうち
社債のみを「本社債」、新株予約権
のみを「本新株予約権」という。）
の発行を決議し、８月４日に発行し
ました。
 
 

新株予約権付社債発行決議概要 
(1)発行総額

8,000,000,000円
(2)発行価額

社債額面金額の100％　
（社債額面金額200,000,000円）

(3)発行価格
（募集価格）
社債額面金額の100％
ただし、本新株予約権は無償に
て発行するものとする。

(4)払込期日 
平成18年８月４日 

(5)償還期限
①本社債の満期償還
平成20年８月４日（償還期
限）にその総額を額面100円に
つき金100円で償還する。

②当社の選択による繰上償還
イ 当社は、本新株予約権付社

債の発行後、当社が消滅会
社となる合併または当社が
完全子会社となる株式交換
もしくは株式移転（以下
「組織再編行為」とい
う。）につき当社の株主総
会で承認決議した場合、当
該組織再編行為の効力発生
日以前に、残存する本社債
の全部（一部は不可）を額
面100円につき金100円で繰
上償還する。この場合、当
社は、本新株予約権付社債
の社債権者に対して、償還
日に先立つ１か月以上前に
事前通知するものとする。

１．平成17年11月14日及び12月５日開
催の取締役会において、次のとおり
株式の分割（無償交付）を決議いた
しました。
(1)分割の方法
  平成18年１月31日最終の株主名簿
及び実質株主名簿に記載又は記録さ
れた株主の所有株式数を１株につき
２株の割合をもって分割いたします。
(2)分割により増加する株式の種類
及び数

 　 　普通株式　　　214,385.35株
(3)分割日

      平成18年２月１日
(4)配当起算日

      平成1８年１月１日
  なお、増加する資本の額等はありま
せん。
  当該株式分割が前期首に行われたと
仮定した場合の当事業年度及び前事業
年度における１株当たりの情報につい
ては、それぞれ以下のとおりとなりま
す。
 当事業年度
１株当たり純資産額 25,281円63銭
１株当たり当期純利
益金額

4,811円80銭

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金
額

4,563円07銭

 前事業年度
１株当たり純資産額 13,631円96銭
１株当たり当期純利
益金額

2,903円30銭

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金
額

2,750円78銭

－ 47 －



前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

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）

ハ 本新株予約権付社債の発行
後、平成19年８月９日まで
（当日を含む。）の間のあ
る５連続取引日（ただし、
終値（気配表示を含む。）
のない日は除く。）の株式
会社東京証券取引所におけ
る当社普通株式の普通取引
の毎日の終値（気配表示を
含む。）が66,500円（下限
転換価額という。ただし、
(9)新株予約権の行使に際
して払い込むべき金額③の
調整を受ける）を下回った
場合には、当社は、当該５
連続取引日の最終日の翌取
引日から起算して３取引日
後の日まで（当日を含
む。）に、社債権者に対し
て事前通知を行った上で、
当該５連続取引日の最終日
の翌取引日から起算して10
取引日後の日に、残存する
本社債の全部（一部は不
可）を額面100円につき金
100円で繰上償還する。

③本社債権者の選択による繰上
償還

本社債権者は、社債の発行
後、その選択により保有す
る本社債の全部又は一部を
額面100円につき金100円で
繰上償還することを当社に
対し請求する権利を有する。
この請求権を行使するため
に、本社債権者は、毎月第
２金曜日までに、所定の繰
上償還請求書に、償還を受
けようとする本社債を表示
し、請求の年月日等を記載
してこれに記名押印した上、
野村信託銀行株式会社本店
（償還金支払場所）に提出
することにより、当該月の
第４金曜日に繰上償還する
ことができる。

④買入消却
当社は、本新株予約権付社
債の発行日の翌日以降いつ
でも本社債を買入、これを
保有し、転売し、又は消却
することができる。

⑤償還すべき日が銀行休業日に
あたるときは、その前銀行営
業日にこれを繰り上げる。

ロ 当社は、本社債権者に対し
て、毎月第２金曜日までに
事前通知を行った上で、当
該月の第４金曜日に、残存
する本社債の全部（一部は
不可）を額面100円につき
金100円で繰上償還するこ
とができる。

ハ 本新株予約権付社債の発行
後、平成20年７月17日まで
（当日を含む。）の間のあ
る５連続取引日（ただし、
終値（気配表示を含む。）
のない日は除く。）の株式
会社東京証券取引所におけ
る当社普通株式の普通取引
の毎日の終値（気配表示を
含む。）が48,500円（下限
転換価額という。ただし、
(10)新株予約権の行使に際
して払い込むべき金額③の
調整を受ける）を下回った
場合には、当社は、当該５
連続取引日の最終日の翌取
引日から起算して３取引日
後の日まで（当日を含
む。）に、社債権者に対し
て事前通知を行った上で、
当該５連続取引日の最終日
の翌取引日から起算して10
取引日後の日に、残存する
本社債の全部（一部は不
可）を額面100円につき金
100円で繰上償還する。

③本社債権者の選択による繰上
償還
イ 社債権者は、本新株予約権

付社債の発行後、当社が吸
収分割または新設分割につ
き当社の株主総会（株主総
会の決議を要しない場合は、
取締役会）で承認決議した
場合、その選択により、当
社に対して、当該吸収分割
または新設分割の効力発生
日の２週間前まで（当日を
含む。）に事前通知を行い、
かつ本新株予約権付社債券
を野村信託銀行株式会社本
店（償還金支払場所）に提
出することにより、当該吸
収分割または新設分割の効
力発生日以前に、その保有
する本社債の全部または一
部を
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

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)利率
本社債には、利息は付さない。

(7)本新株予約権の目的となる株式
の種類及び数
①種類
当社普通株式

②数
本新株予約権の行使により当
社が当社普通株式を新たに発
行又はこれに代えて当社の有
する当社普通株式を移転（以
下、当社普通株式の発行又は
移転を、当社普通株式の「交
付」という。）する数は、行
使請求に係る本社債の発行価
額の総額を下記(9)②記載の転
換価額で除した数とする。

(8)本新株予約権の総数　　45個
(9)新株予約権の行使に際して払い

込むべき金額
①本社債の発行価額と同額とする。
②新株予約権の行使に際して払込
をなすべき１株当たりの額（転
換価額）は当初133,000円とする。
なお、商法第341条ノ３第１項第
７号及び第８号により、本新株
予約権を行使するときは、本社
債の全額の償還に代えて当該新
株予約権の行使に際して払込を
なすべき額の全額の払込があっ
たものとみなす。　　　　　　

額面100円につき金100円で
繰上償還することを、当社
に対して請求する権利を有
する。

ロ 社債権者は、本社債の発行
後、その選択により、当社
に対して、毎月第１金曜日
まで（当日を含む。）に事
前通知を行い、かつ本社債
券を償還金支払場所に提出
することにより、当該月の
第３金曜日に、その保有す
る本社債の全部または一部
を額面100円につき金100円
で繰上償還することを、当
社に対して請求する権利を
有する。

④新株予約権付社債の取得
当社は、本新株予約権付社
債の発行後いつでも本新株
予約権付社債を取得するこ
とが出来る。ただし、本社
債または本新株予約権のみ
を取得することはできない。

⑤償還すべき日が銀行休業日に
あたるときは、その前銀行営
業日にこれを繰り上げる。

(6)利率
本社債には、利息は付さない。

(7)割当予定先の住所・氏名
東京都中央区日本橋一丁目９番１
号 
野村證券株式会社 

(8)本新株予約権の目的となる株式
の種類及び数
①種類
当社普通株式

②数
本新株予約権の行使請求によ
り当社が当社普通株式を交付
する数は、行使請求する本新
株予約権に係る本社債の払込
金額を下記(10)②記載の転換
価額で除した数とする。

(9)本新株予約権の総数　　40個
(10)新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額
①本社債の価額と同額とする。
②新株予約権の行使に際して払込
をなすべき１株当たりの額（転
換価額）は当初97,000円
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

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）

③転換価額は、本新株予約権付社
債発行後、当社が当社普通株式
の時価を下回る発行価額又は処
分価額で当社普通株式を発行又
は処分する場合には、次の算式
により調整される。なお、次の
算式において、「既発行株式」
は当社の発行済普通株式総数
（ただし、普通株式に係る自己
株式数を除く。）をいう。

既発行

株式数
＋

新発行・

処分株式数
×

１株当たりの

発行・処分価額

調整後

転換価

額

＝

調整前

転換価

額

×

時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

また、転換価額は、当社普通
株式の分割・併合、当社普通株
式の時価を下回る価額をもって
当社普通株式の交付を請求でき
る新株予約権（新株予約権付社
債に付されたものを含む。）の
発行等が行われる場合その他一
定の事由が生じた場合にも適宜
調整される。

(10)新株予約権の行使期間
平成17年８月29日から平成19年
８月23日まで。　

(11)新株予約権の行使の条件
上記(5)②イ、ロもしくはハによ
り本社債を繰上償還する場合又
は当社が本社債につき期限の利
益を喪失した場合には、償還日
又は期限の利益の喪失日以後、
本新株予約権を行使することが
できない。当社が上記(5)③の社
債権者の請求により本社債を繰
上償還する場合は、本新株予約
権付社債券が償還金支払場所に
提出された時以降、本新株予約
権を行使することはできない。
又、新株予約権の一部行使はで
きないものとする。

(12)資金の使途
ＳＵＮＲＩＳＥ事業・不動産流
動化事業の運転資金（土地仕入、
建築費用等）に充当

  とする。ただし、本社債発行後
毎月第３金曜日の翌取引日以降、
転換価額は決定日までの（当日
を含む。）の３連続取引日の株
式会社東京証券取引所における
当社普通株式の普通取引の毎日
の終値の平均値の90％に相当す
る金額（100円未満切捨て）に
修正される。交付株式数の転換
価額（修正後または調整後の転
換価額）を乗じた額が行使請求
する本新株予約権に係る本社債
の払込金額の総額を下回る場合
には、本新株予約権の行使に際
して出資される財産は、当該差
額部分を除く本社債とし、この
場合の本社債の払込金額から上
記金額を差し引いた額とする。
その場合、本社債の償還金とし
て上記差額を償還する。　　　
　　　

③転換価額は、本新株予約権付社
債発行後、当社が当社普通株式
の時価を下回る発行価額または
処分価額で当社普通株式を発行
または処分する場合には、次の
算式により調整される。なお、
次の算式において、「既発行普
通株式」は当社の発行済普通株
式総数（ただし、普通株式に係
る自己株式数を除く。）をいう。

既発行

普通

株式数

＋

交付普通株

式数
×

１株当たりの

払込金額

調整後

転換価

額

＝

調整前

転換価

額

×

時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

また、転換価額は、当社普通
株式の分割・併合、当社普通株
式の時価を下回る価額をもって
当社普通株式の交付を請求でき
る新株予約権（新株予約権付社
債に付されたものを含む。）の
発行等が行われる場合その他一
定の事由が生じた場合にも適宜
調整される。

(11)新株予約権の行使期間
平成18年８月７日から平成20年８
月１日まで。　

(12)新株予約権の行使の条件
新株予約権の一部行使はできない
ものとする。

(13)資金の使途
不動産流動化事業の運転資金（土
地仕入、建築費用等）に充当
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

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）

新株予約権権利行使概要
(1)行使額面総額

平成17年９月26日
2,000百万円 

(2)増加した株式の種類及び数
平成17年9月26日
普通株式　　15,723.27株

(3)資本金及び資本準備金の増加
額 
平成17年９月26日
資本金　　 999,999,972円
資本準備金 999,999,972円

(4)新株の配当起算日
平成17年７月１日

(5)新株予約権付社債の減少による
支払利息の年間減少見込額

該当事項はありません。
２．当社は、平成17年８月29日開催の
取締役会決議に基づき、（仮称）郡
山駅東複合型商業施設開発に係るプ
ロジェクト資金に充当するため、平
成17年８月29日付をもって、株式会
社ユーエフジェイ銀行をアレン
ジャー及びエージェントとするコ
ミット型シンジケートローン契約
（総コミット金額4,000,000千円）
を締結し、平成17年９月1日に
1,760,000千円の実行をしておりま
す。

なお、当該コミット型シンジケー
トローンの主な契約内容は、以下
のとおりであります。

コミット期間：平成17年９月１日か
ら平成18年12月31日

実行日及び　：第１回　平成17年９
金額　　　　　月1日1,760,000千円
参加行　　  ：株式会社　ユーエフ

ジェイ銀行
株式会社　常陽銀行
株式会社　足利銀行
株式会社　七十七銀
行　　　
みずほ信託銀行
株式会社 　　　
株式会社　あおぞら
銀行 　　　
株式会社　荘内銀行
株式会社　福島銀行

金利　　　　：日本円TIBOR（３ヶ
月）＋1.700％ 

担保　　　　：土地、建物 
また、当該契約に伴いアレンジメ

ントフィー（総コミット金額に対し
て3.125％）を平成17年８月29日に支
払っております。 

２．　　　　────── ２．　　　　──────
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７．役員の異動
(1)　代表者の異動 

 該当事項はありません。

(2)　その他役員の異動 

 ①退任取締役

常務取締役　　　　　佐藤　元（現　常務取締役　管理本部長）　　

退任日　　　平成18年８月10日

８月11日より顧問契約予定

 ②役員の異動

取締役管理本部長　　曽根　隆（現　取締役　管理本部部長） 

異動日 　　　平成18年８月11日
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