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１．平成18年６月中間期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年６月30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６月中間期 16,574 － 1,171 － 991 －

17年６月中間期 － － － － － －

17年12月期 － － －

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 550 － 1,281 67 1,279 62

17年６月中間期 － － － － － －

17年12月期 － － － － －

（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（連結） 18年６月中間期 428,981株 17年６月中間期 －株 17年12月期 －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６月中間期 43,398 11,090 25.5 25,837 83

17年６月中間期 － － － － －

17年12月期 － － － － －

（注）期末発行済株式数（連結） 18年６月中間期 429,250.7株 17年６月中間期 －株 17年12月期 －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６月中間期 △14,376 △333 9,749 12,948

17年６月中間期 － － － －

17年12月期 － － － －

(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 １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） １社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成18年12月期の連結業績予想（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 51,263 5,558 3,139

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　7,313円85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

　事業内容の概要

当企業集団は、株式会社サンシティ（当社）及び連結子会社１社により構成されており、当社にて分譲マンション、賃

貸マンション等の企画・分譲業務、企画・販売代理業務、賃貸業務、広告請負業務を行っており、子会社にて耐震補強

工事業務、内装工事業務を行っております。

その事業内容は次のとおりであります。

事業部門別 事　業　内　容

 不動産販売事業

 

分譲マンション事業

 ３ＬＤＫを主体としたファミリータイプマンション「サンデュエル」と、ワンルーム

から１ＬＤＫを主体としたアーバンタイプマンション「アヴァンツァーレ」の企画、

開発、販売を行っております。

不動産流動化事業

 賃貸用マンションや商業施設の企画・開発・売却または賃貸管理、中古オフィスビル

等を買取り、当社独自のデューデリジェンスに基づき、当該物件のバリューアップを

図り売却または賃貸を行っております。

 耐震補強事業  木造戸建住宅を中心に耐震診断、耐震補強工事を行っております。

 

 

 その他事業

 

 

 

不動産賃貸事業

 主として、顧客の資産形成などの目的に開発・分譲しましたワンルームタイプマン

ションの賃貸業務を行っております。

内装工事事業

 主として、分譲マンションや戸建住宅の内装工事を行っております。

その他

 主として分譲マンション事業における販売時の広告及び宣伝業務等をマンション売主

（事業主）より請負、販売活動を促進させるために必要なチラシ・広告等を作成しま

す。
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 事業系統図は、次のとおりであります。

 

株式会社サンシティビルド 

耐震補強事業、その他事業（内装工事事業） 

購入者または発注者（一般顧客、事業法人、投資家等） 

100％出資子会社 

仲
介

 

株式会社サンシティ 

不動産販売事業（分譲マンション事業、不動産流動化事業） 

その他事業（不動産賃貸事業、その他） 

事業用地売主 

事業用地情報提供者 

建設業者 

設計監理業者 

建設発注 

設計の発注 

設計監理 

売買契約 

情報の提供 

分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
事
業

 

不
動
産
流
動
化
事
業

 

そ
の
他
事
業
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

　当社は会社設立以来、「人と人」「人と街」「人々の暮らし」－それらの快適な関係の創造を通じて社会に貢献す

ることを経営理念とし、「東北の街の景観を変える」をスローガンに、分譲マンション事業及び不動産流動化事業の

企画・販売に特化した事業展開を行い、発展してまいりました。

 全社的経営戦略の特徴といたしましては、多様化するニーズを的確に捉えた商品企画と積極的な提案型営業を、常に

顧客の立場に立った視点で行い、顧客満足を徹底的に追求することであります。

 当社は平成18年6月1日、東京証券取引所市場第一部に指定いただきました。これもひとえに株主の皆様をはじめ多く

の関係者のご協力とご支援の賜物と感謝しております。今後より一層の社会的使命・責任を果たし、併せて不動産業

界の発展に寄与・貢献するべく、企業努力を行ってまいる所存であります。

(2）利益配分に関する基本方針

　利益の配当につきましては、配当性向の維持向上及び安定的な利益還元に努めることを基本方針とし、収益状況に

対応して財務体質の強化並びに業容拡大に備えるため、内部留保の充実も勘案しながら決定しております。

 今後共、株主様をはじめ投資家の皆様へ、速やかに的確な会社情報を開示することの重要性を認識するとともに、利

益配当等を含め、株主様への還元策を考慮していく所存であります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式の流動性を高めることを目的として、平成17年11月14日並びに平成17年12月5日開催の取締役会におい

て、平成18年２月１日付をもって普通株式１株を２株に分割することを決議しております。

 今後も、投資単位が上昇し、株式の流動性が低下する可能性が生じた場合には、株式分割等の方策を積極的に検討す

る所存であります。

(4）目標とする経営指標

　当社は、株主様への安定的な利益還元に努めるためにも、売上高経常利益率について9％以上を目標に販売費及び一

般管理費の削減等に努力していく所存であります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　経営の基本方針を継続して具現化するため、営業体制の強化、管理体制の強化及びマーケティング能力の向上をは

かり、下記目標の達成に向け全力で取り組んでまいります。

 ①　東北地区マンション供給戸数第１位の地位確立。

 ②　賃貸マンションの一棟販売及び自社保有を柱とした不動産流動化事業の確立。

 ③　都市開発事業（中心市街地の開発、商業施設の誘致）の展開。

 ④　不動産再生事業（当社のデューデリジェンスに基づき中古マンション、オフィスビルのバリューアップを図り

当社が保有もしくは売却）の展開。

 ⑤　財務体質及び組織体制の強化。

 ⑥　新市場の開拓型営業（潜在需要の掘り起こし）、営業推進機能の強化。

⑦　耐震補強事業の確立。

(6）対処すべき課題

　国内経済は、景気が持続的に拡大しておりますが、原油価格及び原材料価格の高騰や中近東における地政学的リス

クの高まりなどの不安要素や、7月の日銀によるゼロ金利解除の動向など不動産業界を取り巻く環境につきましても

楽観視できる状況ではありません。

 このような中で当社グループは、平成18年4月より従来からの主力事業である分譲マンション事業、不動産流動化事

業に加え、耐震補強事業に着手し、総合不動産業の基盤をより強固なものとすべく「新中期経営計画」を策定いたし

ました。

 今後当社グループ一体となり「新中期経営計画」の早期達成に向け努めてまいります。

(7）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

(1）経営成績

　当中間連結会計期間におきましては、引き続き原油価格及び原材料価格の高騰や中近東における地政学的リスクの

高まりなど不透明感は払拭できないものの、国内においては景気が持続的に拡大しております。

 当不動産業界におきましては、都心部では不動産価格の上昇傾向が出ており、また不動産投資市場への資金流入が続

き物件取得が進むなど、市場は概ね堅調に推移する一方、競争は一層激化しております。

 このような状況にあって、当社グループはマンション建設に適した用地取得が安定的にでき、好立地の物件を低価格

でご提供することが出来たことから、分譲マンション事業につきましては、引き続き堅調に推移し、前中間期実績（単

体）並びに当初計画を上回る契約状況となっており、引渡しも比較的順調に推移いたしました。また、不動産流動化

事業につきましては、期初予算に含まれていない物件の販売ができたため、売上・利益とも当初計画に比べ大幅に増

加いたしました。

利益面につきましても、売上高の増加に加え販売費及び一般管理費の削減に努めた結果、経常利益、中間純利益とも

増加いたしました。

この結果、当中間連結会計期間におきましては、売上高16,574百万円、営業利益1,171百万円、経常利益991百万円、

中間純利益550百万円となりました。

(2）財政状態

キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、長期借入れによる収入等があっ

たものの、たな卸資産の増加、仕入債務の減少、長期借入金の返済による支出等により、当中間連結会計期間末は

12,948百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況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の結果使用した資金は14,376万円となりました。

　これは主に、たな卸資産の増加額12,832百万円や仕入債務の減少額1,944百万円があっ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）

　当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は333万円となりました。

　これは主に、定期預金の預入による支出が100百万円や投資有価証券の取得による支出が207百万円であった

こと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は9,749百万円となりました。

　これは主に、長期借入れによる収入12,042百万円及び短期借入金の増加額2,638百万円、長期借入金の返済に

よる支出4,626百万円によるものであります。

なお、営業活動、投資活動及び財務活動による各キャッシュ・フローについては、当中間連結会計期間が連

結キャッシュ・フロー計算書作成の初年度であるため、前年同期比較については記載を行っておりません。
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当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成18年６月期

中間

自己資本比率（％） 25.5

時価ベースの自己資本比率

（％）
91.3

債務償還年数（年） －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－

　（注）１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。

自己資本比率　　　　　　　　　　　　  自己資本÷総資産

時価ベースの自己資本比率　　　　　　　時価評価総額÷総資産

中間期末における債務償還年数　　　　　有利子負債÷（営業キャッシュ・フロー×２）

インタレスト・カバレッジ・レシオ　　　営業キャッシュ・フロー÷利払い

※　有利子負債は、貸借対照表上に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります

※　営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動による

キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

 ２．株主時価総額は、中間期末株価終値×自己株式控除後の中間期末発行済株式数により算出しております。

 ３．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。なお、当中間連結会計期間の営業キャッシュ・フローはマイナスであるため債務償還年数及びイ

ンタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

 

財政状態の分析 

(注）当社は、平成18年６月中間期より中間連結財務諸表を作成しているため、平成17年12月期との比較について

は記載しておりません。 

 ①財政状態の分析

 当中間連結会計期間末における状態は、総資産43,398百万円、純資産11,090百万円となりました。　　　

（流動資産） 

当中間連結会計期間末における流動資産の残高は、42,564百万円となりました。

（固定資産） 

当中間連結会計期間末における固定資産の残高は、834百万円となりました。

（流動負債） 

当中間連結会計期間末における流動負債の残高は、18,779百万円となりました。

（固定負債） 

当中間連結会計期間末における固定負債の残高は、13,528百万円となりました。

－ 6 －



 ②経営成績の分析

 当中間連結会計期間における経営成績は、売上高16,574百万円、営業利益1,171百万円、経常利益991百万円、

中間純利益550百万円となりました。　　

（売上高） 

当中間連結会計期間における売上高は、16,574百万円となりました。

（営業利益） 

当中間連結会計期間における営業利益は、1,171百万円となりました。

（経常利益） 

当中間連結会計期間における経常利益は、991百万円となりました。

（中間純利益） 

当中間連結会計期間における中間純利益は、550百万円となりました。

(3）通期の見通し

　当不動産業界におきましては、原油価格及び原材料価格の高騰、地価の上昇、金利の上昇傾向、業者間の競争激化

など、引き続き厳しい状況が続くものと認識しております。

 このような事業環境認識の下、当社グループは地方都市をターゲットに地域密着型の営業手法により潜在的需要の掘

り起こしを行いながら積極的に事業展開をしております。

 特に不動産流動化事業の引き合いが依然として強く、好調に推移する見通しであり、今後分譲マンション事業に加え

同事業の確立を図ることにより、更なる安定した経営基盤確保を目指してまいります。

なお、平成18年12月期の業績見通しにつきましては、売上高51,263百万円、経常利益5,558百万円、当期純利益3,139

百万円を見込んでおります。

(4）事業等のリスク

①　売上の計上時期による業績変動について

当グループの主たる事業である不動産販売事業、耐震補強事業、内装工事事業では、購入者または発注者との売

買契成立後、建物が竣工し、購入者または発注者へ引渡した時点で売上を計上しているため、その引渡時期により

同一年度内において売上高及び利益に偏りが生じる場合があります。最近２営業年度におきましては、引渡しが下

半期に行われた割合が高く売上高及び利益が下期に偏重しております。

 また、マンション等の工事の遅延等により竣工、引渡時期の変動や購入者または発注者の都合等により引渡しが

遅延した場合には、売上計上時期が事業年度間において変動する可能性もあります。

 なお、将来的には引渡時期の平準化を目的とした仕入、受注及び販売体制を構築していくことを目標にしている

ため、上半期及び下半期の経営成績の偏重がなくなる可能性もあります。

②　有利子負債への依存について 

当グループは、不動産販売事業を中心に積極的に事業を拡大しており、事業用地の仕入資金は主に金融機関から

の借入により調達しており、平成18年12月期中間期末における借入金残高は22,491,107千円、負債純資産合計額に

対する借入金の割合は、51.8％となっております。

 これらの金融機関との取引関係は安定しておりますが、経済・金融情勢の変化により、急激な地価の変動や金利

の変動等が生じた場合には、当グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
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③　法的規制等について 

当グループは、宅地建物取引業者として宅地建物取引業法第三条に基づく宅地建物取引業者免許証（免許証番号

　国土交通大臣(3)第５３８１号　有効期間：平成15年９月14日から平成20年９月13日まで）の交付を受け、また

建設業者として建設業法第三条に基づく宮城県知事の許可（（許可番号　（般－１４）第５９２９号　有効期間：

平成14年８月30日から平成19年８月29日まで）、（許可番号　（般－１８）第５９２９号　有効期間：平成18年７

月５日から平成23年７月４日まで））を受け、不動産販売等を主に業務を行っております。加えて業務を進めるに

あたり、国土利用計画法・建築基準法・都市計画法・借地借家法・建物の区分所有等に関する法律等の規制を受け

ております。

 また、監督官庁を国土交通大臣及び都道府県知事とする土地区画整理法・宅地造成等規制法・消防法・住宅品質

確保促進法・その他の関連条例等の規制を受けております。

 さらに、不動産流動化事業における商業施設の企画・開発にあたっては、監督官庁を都道府県知事（政令指定都

市での開発は、該当する政令指定都市）とする大規模小売店舗立地法の規制を受けております。

 当グループの主要な事業活動の継続には前述のとおり宅地建物取引業者免許が必要ですが、現時点において、当

グループは宅地建物取引業法第五条及び第六十六条に定められる免許の取消または更新欠格の事由に該当する事実

はないと認識しております。また、同様に宮城県知事の許可につきましても、現時点において、建設業法第八条及

び第二十九条に定められる許可の取消または更新欠格の事由に該当する事実はないと認識しております。

 しかしながら、将来、何らかの理由により免許等の取消等があった場合には、当グループの主要な事業活動に支

障をきたすとともに業績に重大な影響を与える可能性があります。

④　事業用地の仕入について 

当グループは、個人・法人・地方公共団体等により事業用地を取得しており、仕入に際しては十分な事前調査を

行う方針であり、汚染が認識された場合、専門業者による洗浄等の措置を講じることとしておりますが、契約時ま

でに認識しなかった瑕疵が工事の着工後等に明らかになる可能性があります。このような瑕疵につきましては、契

約上、売主責任を明示しておりますが、瑕疵の内容等によって売主責任を問えない場合には、工期の遅れや工事の

追加費用、解約違約金、裁判費用等が生じ当グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

⑤　耐震強度偽造問題について

1)耐震強度偽造問題への関与について

平成17年11月に発覚いたしました「耐震強度偽造問題」につきまして、当グループの不動産販売事業における

平成18年5月までの竣工及び着工した物件全128棟6,348戸におきましては、耐震強度偽造に関与したと国土交通

省が特定した姉歯元建築士をはじめとする偽造関与業者との取引は一切なく、当社の分譲・賃貸マンション及

び商業施設の耐震強度につきましては問題ありません。

2)構造計算書の確認について 

当グループは「耐震強度偽造問題」を受けて、不動産販売事業における平成18年5月までの竣工及び着工物件

全128棟6,348戸において、構造計算書の再確認を行いました。

 確認方法といたしましては、当社が依頼しております各物件の設計事務所及び構造事務所に対し、構造設計上

の安全確認を行い、すべての設計事務所及び構造事務所から構造設計上で安全な建物であることを書面にて受領

いたしました。 

 さらに今回の「耐震強度偽造問題」について、偽造物件を見過ごしたとして報道されている指定確認検査機関

にて建築確認を受けました物件をはじめとする引渡し済の物件につきまして、建築確認の信頼性を充実させる目

的で、社団法人日本建築構造技術者協会及びその他第三者機関に構造計算書のチェックを依頼し、「構造計算書

等に故意の改ざん、偽造等の不正は見受けられず、数値の一貫性があり通常である」との見解をいただいており

ます。また、未引渡しの物件につきましては、指定住宅性能表示制度評価機関より、住宅性能表示取得をしてお

ります。

 以上のことから、全128棟6,348戸の物件における構造チェックを終了し、安全な建物であることを確認してお

ります。
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3)今後の対応について 

今後、当グループにて開発を行う物件につきましては、指定確認検査機関による建築確認審査、さらには指定

住宅性能表示制度評価機関等による審査とそれぞれ異なる指定機関に審査依頼をし、二重チェックによるチェッ

ク体制の強化を図ってまいります。

4)今後の法的規制等について 

当グループは「③法的規制等について」に記載のとおり、現時点における法令・諸規則に従って事業活動を

行っておりますが、今回の「耐震強度偽造問題」により、建築基準法等の改正が行われた場合、当グループの経

営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

⑥　新規事業について 

当グループは、平成18年４月１日付で100％子会社を取得し、当該子会社が従来から行っている内装工事事業に

加え、事業の多角化、更なる安定的な収益基盤の確立を図るため、新規事業として耐震補強事業を開始しておりま

す。

 当グループが本社を置く宮城県で昭和53年の宮城県沖地震の再来が叫ばれており、政府の地震調査委員会による

と、平成13年１月以降の10年以内に発生する可能性が50％、20年以内が90％、30年以内が99％と言われています。

さらには、建築基準法が改正され、新耐震基準が制定された昭和56年（1981年）以前に建築された建物が、宮城県

内で276,600戸、東北６県全体では1,111,700戸程度あり、早急な耐震補強が必要とされております。

 こうした背景をもとに耐震補強事業は、特に早急な対応が必要とされている木造住宅より耐震補強に着手し、事

業基盤を確立してまいりたいと考えております。

 なお、同事業は当該子会社が従来から行っている事業の運営において蓄積したノウハウ等を活かした事業である

と認識しておりますが、当初の計画どおりに進まない場合には、当グループの財政状態及び経営成績に影響を与え

る可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   13,058,594  

２．受取手形及び売掛金   1,689,146  

３．たな卸資産 ※２  27,206,764  

４．その他   628,929  

貸倒引当金   △19,087  

流動資産合計   42,564,347 98.1

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産 ※1.2  111,768  

２．無形固定資産     

のれん  69,653   

その他  11,452 81,106  

３．投資その他の資産   702,844  

貸倒引当金   △61,208  

固定資産合計   834,510 1.9

資産合計   43,398,858 100.0

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．支払手形及び工事未払金   7,726,247  

２．短期借入金 ※２  9,181,634  

３. 賞与引当金   83,796  

４．その他   1,787,753  

流動負債合計   18,779,430 43.3

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金 ※２  13,309,473  

２．役員退職慰労引当金   199,220  

３．その他   19,896  

固定負債合計   13,528,589 31.2

負債合計   32,308,020 74.5
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当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（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 7.8

３．利益剰余金   4,190,736 9.6

４．自己株式   △210 －

株主資本合計   11,083,188 25.5

Ⅱ　評価・換算差額金等     

１．その他有価証券評価差額
金

  △6,117 －

２．繰延ヘッジ損益   13,766 0.0

評価・換算差額等合計   7,648 0.0

Ⅲ　新株予約権   －  

Ⅳ　少数株主持分   －  

純資産合計   11,090,836 25.5

負債純資産合計   43,398,858 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
当中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   16,574,545 100.0

Ⅱ　売上原価   13,449,501 81.1

売上総利益   3,125,043 18.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,953,054 11.8

営業利益   1,171,989 7.1

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  513   

２．賃貸収入  121,370   

３．その他  34,352 156,237 0.9

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  175,366   

２．支払手数料  113,114   

３．賃貸原価  36,265   

４．その他  12,202 336,948 2.0

経常利益   991,278 6.0

Ⅵ　特別利益   28,556 0.1

Ⅶ　特別損失 ※２  3,144 0.0

税金等調整前中間純利益   1,016,689 6.1

法人税、住民税及び事業
税

 400,684   

法人税等調整額  65,849 466,533 2.8

中間純利益   550,155 3.3

     

－ 12 －



中間連結株主資本等変動計算書

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12月31日　残高

（百万円）
3,503 3,385 3,963 △0 10,852

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（百万円） 1 1   3

別途積立金の積立て（百万円）      

剰余金の配当（百万円）   △310  △310

利益処分による役員賞与（百万

円）
  △12  △12

中間純利益（百万円）   550  550

自己株式の処分（百万円）      

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）

（百万円）

     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
1 1 227 － 231

平成18年６月30日　残高

（百万円）
3,505 3,387 4,190 △0 11,083

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主持
分

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

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
－ －   －   10,852

中間連結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）        550

自己株式の処分（百万円）         

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）

（百万円）

△6 13   7   7

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△6 13   7   234

平成18年６月30日　残高

（百万円）
△6 13   7   11,090
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(3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
当中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税金等調整前中間純利益  1,016,689

減価償却費  3,905

のれん償却額  9,950

貸倒引当金の増減額
(△減少額）

 △28,556

賞与引当金の増加額  67,736

役員退職慰労引当金の増
加額

 26,840

受取利息及び受取配当金  △525

支払利息  175,115

有形固定資産除却損  3,144

売上債権の増減額
（△増加額）

 788,151

たな卸資産の増減額
（△増加額）

 △12,832,323

前渡金の増減額
（△増加額）

 △354,880

仕入債務の増減額
（△減少額）

 △1,944,569

前受金の増減額
（△減少額）

 306,321

その他の資産の増減額
（△増加額）

 △163,260

その他の負債の増減額
（△減少額）

 △64,828

役員賞与の支払額  △12,150

小計  △13,003,239

利息及び配当金の受取額  522

利息の支払額  △189,891

法人税等の支払額  △1,183,654

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △14,376,262
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当中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

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

 △100,000

有形固定資産の取得によ
る支出

 △16,606

無形固定資産の取得によ
る支出

 △280

投資有価証券の取得によ
る支出

 △207,177

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
支出

※２ 24,494

貸付けによる支出  △690

貸付金の回収による収入  5,602

その他の投資による支出  △47,306

その他の投資による収入  8,412

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △333,550

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  2,638,200

長期借入れによる収入  12,042,000

長期借入金の返済による
支出

 △4,626,065

株式の発行による収入  3,936

配当金の支払額  △308,395

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 9,749,674

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
（△）額

 △4,960,138

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 17,908,733

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び現
金同等物の増加額

 －

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間
期末残高

 ※１ 12,948,594
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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
当中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項  (1)連結子会社の数　　　１社　

 　 ㈱サンシティビルド

 (2)主要な非連結子会社の名称等

 　　　　　　　－社

２．持分法の適用に関する事

項

 (1)持分法を適用した非連結子会社数

 　　　　　　　－社

 (2)持分法を適用した関連会社等

 　　　　　　　－社

(3)持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社 

 　　　　　　　－社

３．連結子会社の中間決算日

等に関する事項

 連結子会社のうち、㈱サンシティビルド

の中間決算日は５月31日であり、中間連結

決算日との差は３ヶ月以内であるため、中

間連結財務諸表の作成にあたっては、同日

現在の中間財務諸表を基礎としておりま

す。

　なお、中間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

行うこととしております。

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

 

 

 

 　

 

 

 　　　

 

 

 

 

 

 

  

 

(1)有価証券

 　　その他有価証券

　  ①　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。

　  ②　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。

 (2)たな卸資産

個別法による原価法を採用しており

ます。

(3)デリバティブ取引 

  時価法を採用しております。

(2)重要な減価償却資産の減

価償却の方法

(1)有形固定資産

 　定率法によっております。　　

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

  建物及び構築物　10年～50年

(2)無形固定資産  　　　　　　　

定額法によっております。
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

 (3)重要な引当金の計上基準 (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。

(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。

(3)退職給付引当金 

 親会社は、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、投資その他の資産のその他に

含めて計上しております。

 

 

 

 

(4)役員退職慰労引当金 

 親会社は、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)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。

 (5)重要なヘッジ会計の方法  (1)ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理によっております。

  (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

  (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。

  (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。

－ 17 －



項目
当中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

 (6)その他中間連結財務諸表

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。

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

の範囲

 中間連結キャッシュ・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。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 29,216千円

※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。

 

販売用不動産 92,723千円

仕掛販売用不動産  14,302,482

土地 35

 計  14,395,241

　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 2,045,000千円

１年内返済予定長期借入

金
 1,118,646

長期借入金  11,839,315

計  15,002,961

 

　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。

３．受取手形の期末割引高は、7,871千円であります。

（中間連結損益計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のと

おりであります。

給料手当 411,611千円

賞与引当金繰入額 47,669 

役員退職慰労引当金繰入

額 
26,840

退職給付費用 28,716 

広告宣伝費 562,774

減価償却費  3,411

 

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

構築物  3,117千円

有形固定資産その他  27

計  3,144
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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１日　至　平成18年６月30日）

１．発行済み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

 前会計年度末株式数
当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計

期間末株式数（株）

 発行済株式　     

 普通株式

（注）１・２
214,385.35 214,865.35 － 429,250.7

 合計 214,385.35 214,865.35 － 429,250.7

 自己株式     

 普通株式（注）３ 1.35 1.35 － 2.7

 合計 1.35 1.35 － 2.7

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加214,385.35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。

 ２．普通株式の発行済株式総数の増加480株は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株

予約権による増加であります。

 ３．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。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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

 新株予約権の目的となる株式の株（株） 当中間連結会

計期間末残高

（百万円）
前会計年度末

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

 提出会社

（親会社）

平成15年

新株予約権

（注） 

普通株式 6,208 － 480 5,728 －

 連結子会社 － － － － － － －

 合計 － － － － － －

 （注）平成15年新株予約権の当中間連結会計期間減少は、新株予約権の行使によるものであります。

３．配当金に関する事項

 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３月29日

定時株主総会
普通株式 310 1,450 平成17年12月31日 

平成18年３月29日

定時株主総会後 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

※１．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６月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 13,058,594

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△110,000

現金及び現金同等物 12,948,594

※２．株式の取得により新たに連結子

会社となった㈱サンシティビルド

の連結開始時における資産及び負

債の内訳並びに子会社株式の取得

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 222,312

固定資産 32,301

のれん 79,604

流動負債 △238,244

固定負債 △95,974

当連結会計年度に取得

した株式の取得価額
0 

新規連結子会社の現金

及び現金同等
24,494

子会社株式取得による

収入
24,494
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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

当中間連結会計期間末（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）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

①株式 381 443 62

②債券 － － － 

③その他 105,500 95,131 △10,369

合計 105,881 95,574 △10,306

（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中間連結貸借対照表計上額

種類 中間連結貸借対照表計上額（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

 

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。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

 
分譲マン
ション事業
（千円）

不動産流動
化事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去または
全社（千
円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 9,560,076 6,827,968 186,499 16,574,545 － 16,574,545

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高
－ － － － － －

計 9,560,076 6,827,968 186,499 16,574,545 － 16,574,545

営業費用 8,828,317 6,141,595 247,945 15,217,858 184,697 15,402,555

営業利益（または△営業損失） 731,758 686,373 △61,446 1,356,686 （184,697) 1,171,989

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な商品

(1)分譲マンション事業・・・・・・分譲マンションの企画・開発・販売

(2)不動産流動化事業・・・・・・・賃貸用マンションや商業施設の企画・開発・売却または中古オフィスビ　

 ル等の買取り、売却

(3)その他事業 ・・・・・・・・・ 賃貸業務・分譲マンションの内装工事等

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用は184,697千円であり、その主なものは、

親会社の管理部門に係る費用です。

ｂ．所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、100％の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。

ｃ．海外売上高

当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

　海外売上高がないため海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額  25,837円83銭

１株当たり中間純利

益金額
  1,281円67銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

   1,279円62銭

　（注）　１株当たり中間純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

１株当たり中間純利益金額

中間純利益 550,155

普通株主に帰属しない金額（千円） －

（うち利益処分による役員賞与金） －

普通株式に係る中間純利益（千円） 550,155

期中平均株式数（株） 428,981

 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

額

中間純利益調整額（千円） －

普通株式増加額（株） 957

（うち新株予約権） (957)
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（重要な後発事象）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

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。

 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。
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当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

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円とする。
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当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

(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又は処分価
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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５．生産、契約及び販売の状況

(1）生産実績

　該当事項はありません。

(2）契約状況

　当中間連結会計期間における不動産販売事業の契約実績は次のとおりであります。

 （単位：千円）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

契約高 契約繰越残高

戸数 金額 前年同期比 戸数 金額 前年同期比

分譲マンション

事業

戸 ％ 戸 ％

593 13,503,011 110.2 211 5,020,830 150.5

不動産流動化

事業 

棟 ％ 棟 ％

8 6,380,468 257.2 2 1,760,000 165.6

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

 　　 　　

 

(3）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

事業部門別

当中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
　  至　平成18年６月30日）

前年同期比

％

 分譲マンション事業 9,560,076 97.2

不動産販売事業 不動産流動化事業 6,827,968 481.7

  　　　　　小計 16,388,045 145.7

耐震補強事業  － －

その他事業

不動産賃貸事業 106,295 102.4

内装工事事業 23,105 －

 その他 57,098 165.2

小計 186,499 134.8

合計 16,574,545 145.5

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．当中間連結会計期間の分譲マンション事業における販売戸数は434戸、不動産流動化事業の販売棟数は９棟で

あります。

３．耐震補強事業・内装工事事業は、当中間連結会計期間より連結子会社になりました事業です。
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