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１．18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 （百万円未満切捨て）

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 6,564 (23.3) 1,128 (40.5) 1,132 (41.5)
17年６月中間期 5,324 (13.9) 803 (118.8) 800 (124.0)
17年12月期 11,245 1,551 1,510

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 660 (40.1) 10,890 89 －  
17年６月中間期 470 (112.3) 36,796 33 －  
17年12月期 867 65,205 11 －  

（注）１．持分法投資損益 18年６月中間期  － 17年６月中間期  － 17年12月期  － 

２．期中平均株式数（連結） 18年６月中間期 60,605株 17年６月中間期 12,800株 17年12月期 13,304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

百万円 百万円 ％ 円 銭
18年６月中間期 10,506 4,050 38.6 64,915 58
17年６月中間期 7,104 1,309 18.4 102,314 01
17年12月期 9,052 2,427 26.8 168,561 13

（注）期末発行済株式数（連結） 18年６月中間期 62,400株 17年６月中間期 12,800株 17年12月期 14,400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
百万円 百万円 百万円 百万円

18年６月中間期 △1,265 △271 1,570 3,735
17年６月中間期 1,451 △186 △643 2,199
17年12月期 2,717 △289 △303 3,702

(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 4社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．18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 14,967 1,749 1,006

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 　　　16,121円79銭
〔業績予想に関する留意事項〕
　平成18年12月期の予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際
の業績は様々な要因によって、予想数値と異なる可能性があります。上記予想に関する事項は添付資料の12ページを参照
して下さい。
　なお、平成18年４月１日付で１株を４株に分割しておりますが、平成18年12月期の業績予想の１株当たり予想当期純利
益については、期首に分割が行われたものとして発行済株式総数の62,400株により算出しております。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社および子会社５社により構成されており、不動産販売・不動産管理を主たる業務としており

ます。

　当社グループは、横浜市及び川崎市を主要事業エリアとしており、そこでの地域密着型の事業展開を通じて収集し

た多数の不動産情報をもとに、主要鉄道駅周辺の交通至便な立地において、投資用マンションを企画・販売し、サラ

リーマンや公務員といった個人に対してマンション経営による安定的な収益機会を提供する賃貸用住宅を提供してお

ります。

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

不動産販売事業

　当社は、主として資産運用を目的とした自社ブランドである投資用マンション「グリフィン・グリフォーネシリー

ズ」の企画・販売を主に横浜市を中心とした京浜地区において行っております。さらに、マンション一棟売り、オフィ

スビル開発卸売り、バリューアップ・イノベーション等にも参画するべく、対象物件の取得活動を行っております。

また、連結子会社である株式会社ヨコハマ地所は、戸建住宅の企画・販売を主に横浜市を中心とした京浜地区におい

て行っております。

不動産管理事業

　連結子会社である株式会社陽光ビルシステムは、当社グループで販売した投資用マンションの建物維持管理及び賃

貸管理等を行っております。

その他の事業

　連結子会社である株式会社ヨコハマ地所は、不動産仲介業及び不動産賃貸業を行っております。

　連結子会社であるサン建築設計株式会社は、当社グループで企画された投資用マンションの建築設計・施工監理等

を行っております。

　また、当社では、今までグループで蓄積した経験・知識を活用したビジネスである不動産ファンド事業を立ち上げ

る準備をしております。平成19年4月を見込み時期として不動産ファンドを組成し、現在休眠中である株式会社陽光ア

セット・インベスターズを再開してその運用活動を行う予定であります。

　連結子会社である有限会社ヨーコー管財は、既存債権回収の範囲内に限り貸金業を行っております。
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　当社グループの事業の系統図は、次のとおりであります。
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　（注）１　株式会社陽光アセット・インベスターズは、平成18年６月30日現在休眠会社となっております。

２　有限会社ヨーコー管財は、既存債権の回収を行っており、新規の貸付業務は行っておりません。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは「投資用マンション事業を通じて、資産運用のプロとして顧客の将来設計を提案するとともに、地

域社会に貢献できる企業作りを目指す」という経営基本理念のもとに、横浜市、川崎市内の商業地域を中心としたエ

リアにおいて、主として資産運用を目的とした投資用マンション「グリフィン・グリフォーネシリーズ」の企画・販

売・管理等の事業を展開しております。

  今後の事業展開といたしましては、上記投資用マンション事業を核としながらも、不動産ファンドの組成及び収益

不動産の再生・開発等の事業を積極的に拡大していく予定であります。

　また、当社グループは、「顧客満足度の最大化」、「株主満足度の最大化」、「社員満足度の最大化」、「本物志

向の商品づくり」、「利益重視の事業運営」を5つの経営基本方針として掲げ、継続的な発展と企業価値の向上の双方

に努めております。

 

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループは、「株主満足度の最大化」を5つの経営基本方針のひとつに掲げており、株主に対する利益還元を経

営の重要施策として位置づけるとともに、企業体質を強化し安定的な成長を可能とすることが最終的に株主に貢献す

ることから、内部留保の充実についても重要な経営課題であると考えております。各期の株主配当金については、業

績、資金需要見通し等を総合的に判断しながらも、安定的な配当水準を維持することを基本方針としております。

  平成18年12月期の配当につきましては、単体の当期純利益に対する配当金の比率（配当性向）をこれまでの30％か

ら35％程度に引き上げ、通期における1株あたり配当金を5,600円と見込んでおります。また当社は、株主の皆様への

利益分配の機会を増加させるため、今期より中間配当を実施してまいります。中間配当につきましては、1株あたり配

当金を2,600円といたします。

  内部留保資金につきましては、経営基盤の強化及び事業拡大のための土地仕入等の事業資金として有効活用する予

定であります。

 

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　株式投資単位の引き下げにつきましては、株式の流動性を高めるため、多くの投資家の参加を促し、株式市場の活

性化を促すために有用な施策であると認識しております。

　今後の具体的な施策および時期等につきましては、株価の推移、需給状況、施策による影響等を考慮して、慎重に

対処したいと考えております。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、「利益重視の事業運営」を5つの経営基本方針のひとつに掲げていることから、売上高経常利益率

を最重視することはもとより、企業価値を最大化させる最適資本構成を意識し、ＲＯＥ・ＲＯＡ・自己資本比率のバ

ランスを勘案しながら、企業経営にあたってまいります。

　

(5）中長期的な会社の経営戦略

①  事業領域は投資用マンション事業を主力とし、高い事業効率を実現しております。今後も、国や企業の社会保障

制度の変化により、投資用マンションニーズはさらに高まると思われます。今後とも、投資用マンション事業を継

続してまいります。

②  成長性のある横浜・川崎エリアを見込んで選択・集中するドミナント戦略を展開しております。その結果、横浜

中心部において、非常に高いシェアを獲得しております。それにより、仕入・販売・賃貸営業を優位に展開してま

いりました。今後も、京浜地区において成長性のあるエリアを選択・集中し、事業を展開してまいります。

③  投資用マンション事業にかかわる業務をグループで内製化したことにより発揮される真のグループ総合力を生か

し「投資マンション運用システム（注）」を提供しております。その結果、高い賃貸実稼働率と購入リピート率を

獲得してきました。今後も、グループ一丸となって「投資マンション運用システム」に磨きをかけ、さらに質の高

いサービスを提供し続けてまいります。

　（注）　「投資マンション運用システム」とは、投資用マンションの販売にとどまらず、投資用マンションに付随する

入居者の募集、建物の維持・管理等の各種サービスを、当社グループ全体で提供し、顧客の資産運用をバック

アップしていく考え方のことであります。
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④　単に自社物件を開発し販売するフロービジネスだけでなく、自社開発物件の事務所・店舗や駐車場部分をストッ

クする複合ビジネスを展開しております。個別資産性の低い部分をストックしバリューアップすることで、安定的

な収益を実現し、また、将来の流動性を視野に入れた事業の展開を検討しております。今後もこの複合ビジネスを

積極的に展開してまいります。

⑤　近年、Ｊ－ＲＥＩＴを頂点とする不動産の金融商品化が進み、投資家が資金を不動産投資に向けやすい環境の整

備が進んだことにより、不動産マーケットが急速に活性化しております。そのような投資家の需要に応える不動産

ファンドの組成及び収益不動産の再生・開発、といったビジネスへ積極的に進出してまいります。

(6）会社の対処すべき課題

  当社グループは、横浜市、川崎市内の商業地域を中心としたエリアにおける投資用マンションの開発・販売を主に

行う不動産販売事業、不動産管理事業、不動産仲介事業、設計監理事業等を行う総合ディベロッパーであります。当

社グループの主力事業である投資用マンション販売については、上記事業エリア内での競合も少なく、当社グループ

はエリア内において継続的に物件供給を行ってまいりました。

　しかしながら、今後は、同業他社が当社グループの事業エリアに進出する可能性もあるため、当社グループは、「グ

リフィン」シリーズのブランド力を高めると共に、厳しい競合にも耐え得る企業体質の強化に継続的に取り組む方針

であります。そのために当社が対処すべき課題は次のとおりであります。

①限定エリアへの集中開発

  当社グループの大きな柱である開発戦略のポイントは、ドミナント戦略に基づく、限定エリアへの集中開発であり

ます。当社グループは、長年の実績から得た横浜市内での知名度と開発用の土地情報収集における有利性を生かし、

主に横浜市、川崎市内の商業地域を事業エリアとして定め、そのエリア内で生活環境、利便性に優れた立地を厳選し、

開発を進めております。この結果、横浜市、川崎市の主要事業エリアにおける投資用マンションの供給数は、55棟

2,604戸（平成18年6月末現在）となっております。

　当社が販売するマンションのほとんどは、賃貸することを前提にした投資目的で購入されるため、多くの賃借入居

者を見込める利便性の高い場所を選定して建設されております。当社グループでは、今後もSOHO化、晩婚化、単身高

齢者の増加等の要因によって、単身者世帯の増加と都心回帰の流れが強まり、安定した賃借需要の裏付けのある地域

に立地する投資用マンションへの需要が高いと考えており、横浜市、川崎市内の商業地域を主要事業エリアとして投

資用マンションの供給を継続する計画であります。

　また、主要事業エリアを限定することにより、関連会社を含めた「経営資源の効率活用」と「顧客サービスの充実」

を実現できると考えております。マンションを購入した顧客へのサービスとして重要な賃貸募集と建物管理について

は、事業エリアを限定することにより、効率良くかつ手厚く請け負うことができます。この結果、当社グループが販

売するマンションの商品性をグループ全体で高めることに繋がり、当社の販売する「グリフィン」シリーズの良好な

ブランドイメージを浸透させることができると考えております。

 

②「資産運用システム」の提供

  当社グループでは、開発段階の設計、施工監理、販売、販売後の賃貸募集、建物管理等のサービスをグループ内で

一貫して行っております。投資用マンションの販売を、単なる「商品の提供」に留めず、ハード面にソフト面を組み

合わせた「資産運用システム」として顧客へ提供するという認識をグループ全体で共有し、総合サービス体制をさら

に充実させていくことが当社グループの課題の一つであります。

 「運用システムを投資商品として顧客へ提供する」というサービス機能は、当社グループにおいて、開発及び販売は

当社、設計及び建築監理はサン建築設計株式会社、賃貸募集は株式会社ヨコハマ地所、建物管理は株式会社陽光ビル

システムが、それぞれ役割を分掌しており、各分野において顧客満足度の最大化に努めております。今後も、当社グ

ループはグループ会社を同じ価値観でまとめ、情報を共有化することで、シナジー効果を増大させていく方針であり

ます。 

 

③営業体制の強化

  資産運用の方法として投資用マンションの認知度が高まるにつれ、顧客が商品に対して求めるニーズも高度化、多

様化しており、対応する営業人員の金融商品に関する知識の一層の向上が必要となってきております。当社グループ

は、販売する物件の資産価値、投資リスク等を顧客に適切に伝え、一戸一戸を丁寧に販売していく営業姿勢を維持し

ていくと共に、営業支援システムの開発、教育研修の充実、営業ツールの改訂等の施策を通じて、営業体制を強化し

ていく方針であります。

 

④顧客層の拡大

  投資用マンションの購入者層は、従来の主な購入者層である会社役員や医師等の高所得者層だけでなく、中所得者
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層の会社員や公務員にも広がりを見せております。これは、中所得者層にも資産運用に対する関心が高まっているこ

とも一因となっており、今後も低金利や年金制度への不安を背景に購入者層は拡大すると考えております。当社グルー

プとしては、「グリフィン」シリーズの高い品質を維持すると共に、セミナーの開催、既存顧客からの新規顧客紹介

キャンペーン等の施策を展開し、こうした新しい顧客層の取り込みに注力していく方針であります。

  また、当社グループの主な営業手法であるテレマーケティングによる顧客アプローチは、効率的かつ有効な営業手

法であると考えておりますが、第25期連結会計年度より、リスティング広告、メールマガジンの配信等によってホー

ムページの集客度を高める試みを実施しており、インターネットユーザーへ迅速な情報提供を行うことによって、新

たな顧客層の開拓を目指しております。

 

⑤開発力の強化

  昨今、首都圏の地価は上昇基調にあります。また、上場REIT市場や私募ファンド市場の活発化により、用地取得競

争は非常に激化しております。

  当社グループはこうした状況を見通し、既に開発部門に資源を注力し、土地の仕入体制、開発コスト管理体制を強

化しております。また、開発手法・資金調達手段の多様化を図るべく、不動産証券化事業に着手しております。不動

産証券化事業においても「選択と集中」を実践し、特定ニーズに応える事業を行い、市場競争を優位に展開してまい

ります。

 

⑥組織力の強化

  当社グループでは、コーポレートガバナンスの一層の充実を図っていくことを、経営上重要な課題の一つと位置付

けております。経営意思の決定と業務執行にあたっては、企業活動における法令遵守と倫理観に基づく行動規範を定

めるとともに、内部牽制機能の強化の観点から各種事務手続きの見直しを行いました。その上で、継続的な拡大発展

に向けて、営業・管理部門共に陣容の充実を図るべく、それを支える優秀な人材の確保・育成を行うことで組織力の

強化に努め、さらなる業績の向上を実現していきたいと考えております。

⑦インテグリティ（企業の誠実性）の更なる徹底

  当社グループでは、企業の誠実性の維持向上が、当社グループに対する社会からの信頼を得る重要な要素であると

考えております。

  当社グループにおいては、従来より「グリフィン」「グリフォーネ」シリーズマンションについて、100％連結子会

社であるサン建築設計株式会社による一貫した設計監理、厳正な施工会社の選定、施主としての周到な工事進捗状況

確認などを通じて、品質確保に努めておりました。しかし、社会問題となった構造計算書偽造事件により生じた社会

からの不安を解消すべく、竣工済物件・建設中物件の構造計算の適正性を再確認するため、当該物件の構造計算に携

わった構造設計事務所以外の構造設計事務所による再審査を速やかに実施し、全物件について問題が全く無かったこ

とを確認し、公表いたしました。また、今後の新規開発物件については、異なる構造設計事務所を２社同時に選定し、

ピアチェック（ダブルチェック）を行い、建築確認の際には過去においてチェックミスが報告されていない実績のあ

る機関に依頼し、かつ、過去において評価ミスが報告されていない実績のある住宅性能評価機関による住宅性能評価

書の取得を義務づけることとしました。当社グループでは、こうした取り組みをダイレクト・メール・契約時の説明

書・ウェブサイト等を通じて、当社株主・顧客等に対し迅速にお知らせを行い、また瑕疵なき物件を提供すべく、常

に品質管理体制向上に努めております。

  このように社会からの要請に対応し、企業としての社会的責任を果たすことができるよう、誠実な企業であると認

められる経営姿勢・企業風土を培ってまいりたいと考えております。

(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

　本項目に関する記載事項につきましては、有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に規程する

コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」におい

て記載された事項と重複いたしますので、記載を省略いたします。

 

(8）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

(9）その他、経営上の重要な事項

　当社は、不動産フランチャイズであります㈱センチュリー21・ジャパンとフランチャイズ契約を締結し、事業活動

の充実を図っております。
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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ける我が国経済は、原油価格の高騰など懸念材料はあるものの、好調な企業収益に支えら

れた設備投資が堅調に推移し、さらには雇用環境の改善などから個人消費に増加基調がみられるなど、緩やかな景気

回復が続きました。

　不動産業界におきましては、景気回復に加え、不動産の金融商品化など、投資家の資金が不動産投資に向きやすい

環境の整備が進んだことから、その市場が活況を呈しております。それを裏付けるように、東京、大阪、名古屋の３

大都市圏においては、商業地の公示価格が15年ぶりに上昇したのに続き、路線価についても上昇傾向が顕著になって

きております。

　このような不動産市場の好況を受け、当社グループは、事業領域を投資用マンション事業に据え、地域的には成長

性のある横浜・川崎エリアに選択・集中したドミナント戦略を実践し、安定した収入が期待できる投資商品としての

「投資マンション運用システム」を引き続き提供してまいりました。その結果、当中間連結会計期間の連結売上高は、

65億64百万円（前年同期比23.3％増）、連結経常利益11億32百万円（前年同期比41.5％増）、連結中間純利益６億60

百万円（前年同期比40.1％増）となりました。

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（不動産販売事業）

　当中間連結会計期間は、ワンルームマンション売上高53億79百万円（前年同期比11.9％増）、１棟売りを含むその

他売上高５億96百万円（前年同期比463.8％増）となり、不動産販売事業の合計売上高は59億75百万円（前年同期比

21.7％増）となりました。また、営業利益は12億15百万円（前年同期比39.9％増）となりました。

（不動産管理事業）

　ワンルームマンションの順調な売上が賃貸管理物件の増加につながるとともに、リフォーム案件も増加したことか

ら、売上高は３億20百万円（前年同期比48.1％増）となりました。また、営業利益は73百万円（前年同期比80.8％増）

となりました。

（その他の事業）

　その他の事業の内容は、売買・賃貸の仲介事業、ワンルームマンションの設計・監理事業及び所有不動産の賃貸事

業でありますが、仲介事業が好調であったこと及び所有不動産の増加から賃貸事業が伸びたことから、売上高２億67

百万円（前年同期比36.3％増）となりました。また、営業利益は１億11百万円（前年同期比137.2％増）となりました。

　

(2）財政状態

　当中間連結会計期間における連結ベースでの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、たな卸資産の増加な

どから営業活動によるキャッシュ・フローで12億65百万円の支出（前年同期は14億51百万円の増加）、さらに、投資

活動によるキャッシュ・フローで２億71百万円の支出（前年同期は１億86百万円の支出）になりましたが、公募増資

他により財務活動によるキャッシュ・フローで15億70百万円を獲得（前年同期は６億43百万円の支出）できたことか

ら、前連結会計年度末に比して33百万円増加（前年同期は６億21百万円の増加）し、37億35百万円となりました。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益で11億30百万円を獲得したものの、たな卸資産

の増加額12億53百万円、仕入債務の減少額７億３百万円などにより、12億65百万円の支出となりました。

②　投資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・フローは、投資不動産の取得による支出１億11百万円、投資有価証券の取得による

支出49百万円などにより、２億71百万円の支出となりました。

③　財務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・フローは、株式の発行による収入12億22百万円が大きく貢献し、15億70百万円の収

入となりました。
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キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成16年６月期中 平成16年12月期 平成17年６月期中 平成17年12月期 平成18年６月期中

自己資本比率(％) 12.0 13.6 18.4 26.8 38.6

時価ベース自己資

本比率(％)
― ― ― 229.1 158.6

債務償還年数(年) ― 52.1 1.1 1.1 ―

インタレスト・カ

バレッジ・レシオ
― 4.2 288.0 282.5 ―

　（注）　自己資本比率：自己資本／総資産

 時価ベース自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

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

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

２．平成17年６月期中までの時価ベース自己資本比率については、当社株式が非上場でありましたため、記載して

おりません。

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。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。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

４．債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしております。

５．平成16年６月期中及び平成18年６月期中の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、

営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

(3)事業等のリスク

  以下に、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を与える可能性のあるリスク要因として考えられる主な事項を

記載しております。これらは、当社の事業等及び当社株式への投資に係るリスクを全て網羅するものではありません。

また、将来に関する事項につきましては、当中間連結会計期末（平成18年６月30日）現在で判断したものであります。 

①法的規制について

 当社グループでは、不動産販売事業の他、不動産管理事業、不動産仲介事業、設計監理事業等の関連事業を行っており、

それぞれ下記のとおり法的規制を受けております。当社グループは、これまでにこれら法的規制によって重大な影響を

受けたことはありませんが、今後新たな規制の制定や改廃が行われた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

不動産販売事業：宅地建物取引業法、建物の区分所有等に関する法律、住宅の品質確保の促進等に関する法律、国土

利用計画法、都市計画法、建築基準法、土地基本法、各地方自治体における条例など、不当景品類及び不当表示防止

法、不動産の表示に関する公正競争規約

不動産管理事業：マンションの管理の適正化の推進に関する法律

不動産仲介事業：宅地建物取引業法

設計監理事業：建築基準法、都市計画法、建設業法、建築士法

建設事業：建設業法

貸金事業：貸金業の規制等に関する法律

不動産ファンド事業：不動産投資顧問業登録規程、借地借家法

　当社及び連結子会社である株式会社ヨコハマ地所、株式会社陽光ビルシステムは宅地建物取引業法第３条に基づき、

宅地建物取引業者として、宅地建物取引業者免許証（当社：免許番号　国土交通大臣(2)第5992号　有効期間：平成17年

3月4日から平成22年3月3日まで、株式会社ヨコハマ地所：免許番号　神奈川県知事(6)第15026号　有効期間：平成16年

1月16日から平成21年1月15日まで、株式会社陽光ビルシステム：免許番号　神奈川県知事(1)第24922号　有効期間：平

成15年10月16日から平成20年10月15日まで）の交付を受けて、宅地建物取引業を営んでおります。また、株式会社陽光

ビルシステムは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第44条に基づき、マンション管理業者の登録（登録番

号　国土交通大臣(1)第030671号　有効期間：平成14年6月7日から平成19年6月6日まで）を受けて、不動産管理業を営み、

建設業法第３条第１項の規定により、建設業の許可（登録番号神奈川県知事許可(般-13)第66008号　有効期間：
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平成13年12月19日から平成18年12月18日まで）を受けて、建設事業を営んでおります。連結子会社である有限会社ヨー

コー管財は、貸金業の規制等に関する法律第３条１項に基づき、貸金業者登録を受けて、貸金業を営んでおりました（登

録番号　神奈川県知事(4)第03403号）。しかしながら、今後同社は、新規貸付業務を行わず、既存貸付の回収業務のみ

を行う予定であることから、同法第44条の規定に基づき、登録更新は行っておりません。そのため、当該貸金業登録は

有効期限である平成17年7月1日をもって失効しております。

　宅地建物取引業者免許及びマンション管理業者登録については、当社グループの主要な事業活動に必須であります。

なお、現時点において、当社グループには、宅地建物取引業法第66条の定める免許取消事由・更新欠格事由に該当する

事実や、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条および第83条の定める登録取消事由・更新欠格事由に該

当する事実は存在いたしません。しかしながら、将来、何らかの理由により免許及び登録の取消・更新欠格による失効

等があった場合には、当社グループの主要な事業活動に支障をきたし、業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

②「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による瑕疵担保責任について

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、新築住宅の供給事業者に対して構造上の主要な部分及び雨水の浸食を

防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負うことを定めております。当社グループでは、投資用マンション及び

戸建住宅の供給に際し、建築設計の段階から一貫して携わり、供給物件の品質管理に万全を期すよう努めるとともに、

他社が開発した新築物件を仕入れて販売する場合には、仕入先の開発実績及び物件の選定に十分留意しております。ま

た、販売後のクレームに対しても、法令上の責任に基づき、真摯な対応に努めております。

　さらに、社会問題になりました、構造設計書偽造事件を受け、当社では、提供するマンションの構造計算の適正性を

厳重に確認することにより、瑕疵の発生を防いでおります。すなわち、竣工済物件・建設中物件については、当該物件

の構造計算に携わった構造設計事務所以外の構造設計事務所に依頼して再審査を行い確認いたしました。また、新規開

発物件については、異なる構造設計事務所を２社同時に選定してダブルチェックを行い、建築確認の際には過去におい

てチェックミスが報告されていない実績のある機関に依頼し、かつ、過去において評価ミスが報告されていない実績の

ある住宅性能評価機関による住宅性能評価書の取得を義務づけることとしました。当社グループでは、このように、瑕

疵なき物件を提供すべく、常に品質管理体制向上に努めております。

　しかしながら、当社及び株式会社ヨコハマ地所の供給物件に何らかの原因で瑕疵が発生した場合、クレーム件数と補

償工事の増加等を招き、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③土地の仕入れについて

　当社グループでは、マンション用地及び戸建用地の取得にあたり、売買契約前に綿密な事前調査を行っておりますが、

契約後、稀に土壌汚染等の隠れた瑕疵が発見されることがあります。その場合、当社グループに追加費用が発生するこ

とがあり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、現在、当社グループの主要な事業エリアである横浜市・川崎市内の商業地域において、利便性の高い土地の地

価が上昇傾向にある一方で、同業者との開発用地の取得競争も激化しております。当社グループは、地元不動産業者と

の関係の強化や独自の調査等により十分な情報を収集できる体制の構築に努めておりますが、今後、地価の上昇が続い

た場合や、有用な情報の入手が困難になった場合には、開発用地に適した土地の仕入が十分にできず、自社開発物件が

計画どおり供給できない可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④外注先の影響について

　当社は、マンションの建設については、建設会社に一括発注し、主に民間（旧四会）連合会協定工事請負契約約款に

基づく工事請負契約を締結しております。また、建築工事の進捗状況については、連結子会社であるサン建築設計株式

会社が定期的な監理を行っており、同社より当社に対して状況報告がなされる体制を構築しております。

　工事請負契約の締結にあたりましては、外注先の財務状況、施工能力・実績、経営の安定性等を総合的に勘案の上決

定しておりますが、外注先に信用不安等が発生し、工期遅延が生じた場合、当社の販売計画にも遅延が生じ、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、施工完了後、外注先に倒産等の事態が発生した場合には、本来外注

先が負うべき瑕疵の補修責任等が履行されず、当社に想定外の費用負担が発生する可能性が生じるため、当社の業績に

影響を及ぼす場合があります。

⑤マンション建設に対する近隣住民の反対運動について

　当社はマンション建設にあたり、建設地が属する自治体の条例等に従い、事前に周辺住民に説明会を実施する等の近

隣への対策を講じております。マンションの立地については、住宅密集地を避け、駅に近い商業地域を中心としてきた

ため、現在までのところ、近隣住民との摩擦は軽微なものに留まっております。しかしながら、今後、開発中の騒音、

電波障害、日照問題、景観変化等を理由に近隣住民に反対運動等が発生する可能性は否定できず、その解決に時間を要

したり、計画の変更が必要となった場合、工期遅延や追加費用が発生することによって、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。
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⑥資金調達について

　当社グループは不動産販売事業を遂行するにあたり、用地の取得資金及び建設費用等を金融機関からの融資を主体に

資金調達しております。当社は、取引金融機関と良好な関係を構築する一方で、新たな金融機関との取引開始、社債の

発行等、資金調達の円滑化、多様化に努めております。しかしながら、何らかの事情により、当社の希望する金額及び

条件で金融機関からの融資を受けることができない場合、自社開発物件を計画どおり供給できない可能性があり、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦金利の上昇について

（業績への影響）

　市場金利の上昇に伴って、ローン金利が上昇した場合、ローンを利用する顧客の購入意欲が低下する可能性がありま

す。また、預金金利が上昇した場合、相対的に当社商品の利回りの優位性を低減することとなるため、顧客の購入意欲

が低下する可能性があります。こうした顧客の変化に当社が対応できず、計画どおりの販売が困難になった場合、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（財政状態への影響）

　当社グループの有利子負債残高は下表のとおり、株式上場時の公募増資による資本増加のため、平成17年12月期末で

は相対的に有利子負債依存度の割合は大きく減少し、当中間連結会計期間末ではその割合をほぼ維持しております。

　今後、当社はさらなる自己資本の充実に努め、有利子負債依存度を抑制する方針でありますが、市場金利が予想を超

えて上昇し、有利子負債の金利負担が増加した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(連結) 平成17年６月中間期 平成17年12月期 平成18年６月中間期 

 有利子負債残高　(千円)（Ａ） 3,249,300 2,886,500 3,505,500

 総資産額　(千円)（Ｂ） 7,104,604 9,052,935 10,506,056

 有利子負債依存度（％）(Ａ/Ｂ) 45.7 31.9 33.4

⑧地価の変動について

（業績への影響）

　地価の上昇に伴って、用地取得価格が上昇するため、商品一戸あたりの単価は上昇致します。この場合、将来の価格

上昇期待から購入意欲が高まる顧客層が発生する一方で、賃料収入による利回りの低下を懸念し、購入意欲が低下する

顧客層が発生する可能性もあります。こうした顧客の価値観に当社が対応できず、計画どおりの販売が困難になった場

合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（財政状態への影響）

　当社グループは下表のとおり、販売用不動産、仕掛販売用不動産、投資不動産において土地を保有しております。こ

れらの不動産は、今後の事業拡大に伴い増加が見込まれておりますが、平成17年12月期におきましては、株式上場時の

公募増資により資本が増加したことから、総資産に対する相対的比率は減少しております。販売用不動産及び仕掛販売

用不動産は、駅前利便地を中心に保有し、かつ保有期間は短期間であるため、当中間連結会計期間末時点では評価損は

発生しておりません。また、投資不動産は、一定の投資利回り確保を算定した上で保有しており、将来的にも重大な評

価損が発生する可能性は低いと判断しております。しかしながら、予期しない速度と規模で地価が下落した場合には、

保有資産に評価損が発生し、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(連結) 平成17年６月中間期 平成17年12月期 平成18年６月中間期

販売用不動産（千円）（Ａ） 239,038 244,925 90,893

仕掛販売用不動産（千円）（Ｂ） 2,468,544 2,786,190 4,298,016

投資不動産（千円）（Ｃ） 254,511 298,055 346,105

総資産(千円)（Ｄ） 7,104,604 9,052,935 10,506,056

比率（％）（(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)/Ｄ） 41.7 36.8 45.1

（注）（Ａ）～（Ｃ）につきましては、土地相当分を記載しております。

⑨事業エリアの集中について

　当社が販売する「グリフィン」「グリフォーネ」シリーズマンションは、下表のとおり、横浜市内のみなとみらい地

区周辺のエリア（西区・中区・神奈川区）、ＪＲ新横浜駅周辺（港北区）、ＪＲ川崎駅周辺（川崎市幸区）に集中して

建設しており、今後も企業イメージの形成を勘案し、当該エリアを中心とした事業展開を図る方針であります。このこ

とから特に、横浜市、川崎市を中心とした神奈川県内の経済環境、雇用環境、賃貸需要、地価の動向等の影響を受ける

可能性があります。
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　また、近年、首都圏ではワンルームマンションに対する規制を目的とした条例を制定する自治体が見られ、横浜市で

は、平成12年1月24日に「横浜市ワンルームマンション形式集合建築物に関する指導基準及び同施行細目」等の指導要綱

等による規制が制定され、管理人室の設置、住戸の最低専有面積、駐車・駐輪施設の設置の義務付け等が定められてお

ります。現在、自治体の条例による規制が、当社の事業展開に与える影響は軽微でありますが、将来的に規制が変更若

しくは強化された場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

エリア 棟数 構成比（％) 戸数 構成比（％）

横浜市西区・中区・神

奈川区　計

40 70.2 1,856 69.5

横浜市港北区　計 7 12.3 404 15.1

横浜市内その他　計 2 3.5 75 2.8

横浜市内　計 49 86.0 2,335 87.5

川崎市幸区　計 3 5.3 163 6.1

川崎市中原区　計 3 5.3 106 4.0

川崎市内　計 6 10.5 269 10.1

神奈川県下　計 55 96.5 2,604 97.5

東京都内　計 2 3.5 66 2.5

総　計 57 100 2,670 100

（注）平成18年6月30日現在の竣工棟数・供給戸数について記載しております。

⑩投資用マンション販売事業について

（顧客からのクレームないし訴訟提起について）

　当社が販売するマンションは、主にマンション経営による資産運用を目的として購入されており、金融商品や他の投

資運用手段と競合した商品としての位置づけにあると考えております。当社は商品販売に際し、空室の発生、家賃相場

の下落、金利上昇による返済負担の増加等、マンション経営に関するリスクについて、顧客の十分な理解が得られる説

明を行うよう努めております。また、販売後も集金の代行、建物の維持管理、入居者の募集及び賃貸仲介等、当社及び

連結子会社によるアフターサービスの充実に努めております。このため、投資用マンションの販売において、現在まで

訴訟やこれに準ずる重大なトラブルが発生した事実はありません。しかしながら、今後、何らかの事情により、顧客か

らクレームないし訴訟提起があった場合、事実の存否にかかわらず、訴訟やクレームが公になることにより、当社グルー

プの信用に影響を及ぼし、業績に影響を与える可能性があります。

（販売物件の入居率低下について）

　当社が販売した投資用マンションの賃貸入居率が低下した場合、賃料収入を見込む新規購入者の購買意欲が低下する

可能性があります。当社グループでは、賃貸需要が高いと考えられる地域へ建設し、株式会社ヨコハマ地所及び近隣の

不動産業者による新規入居者の獲得に努め、株式会社陽光ビルシステムによって良好な住環境を整備し、入居者の固定

化に尽力しており、第27期連結会計年度の入居率は平均98%を維持しております。また、関心の高まりを見せているマン

ションの耐震強度についても、当社供給物件に対する不安を解消すべく、当社ホームページ等を通じて耐震強度の数値

を明らかにし、適正であることを示し、もって入居者確保に努めております。しかしながら、既存物件の周囲で住環境

が悪化する等、不測の事態により入居率が低下した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑪不動産ファンド事業への参入について

　当社グループでは、これまでグループで蓄積した経験・知識・ノウハウを生かし、新しい不動産ビジネスである不動

産ファンド事業を開始するため、平成16年2月には当該事業を目的とする当社100%子会社「株式会社陽光アセット・イン

ベスターズ」を設立しました。しかしながら、事業開始の準備過程において同社の事業採算が設立時の計画を下回る見

込みとなったため、平成16年9月に同社を休眠会社とし、同社の人員・設備を当社に新設したアセット事業部に統合し、

活動を継続しております。当社グループは、不動産ファンド事業に精通した人材を外部から招聘した上で事業に着手し

ており、計画の採算性を十分検討の上で物件の取得をしていく計画でありますが、不動産市況の変化等の要因により、

当該事業に予定どおり参入できない可能性があるとともに、参入後に採算が悪化した場合には、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。

⑫株式会社センチュリー21・ジャパンとのフランチャイズ契約について

　当社及び連結子会社である株式会社ヨコハマ地所は、株式会社センチュリー21・ジャパンとフランチャイズ契約を締

結しております。株式会社センチュリー21・ジャパンとは良好な関係を維持しており、そのブランド認知度が顧客に対
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して安心感を与えるメリットがあるため、今後も契約を継続していく方針ですが、何らかの要因により当該フランチャ

イズ契約が解除となった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑬人材の確保について

　当社グループの退職者は、平成15年12月期に72名、平成16年12月期に84名、平成17年12月期に66名発生しており、総

従業員に対する退職者の比率が高くなっております。

　当社グループは、優秀な人材の確保と育成を重要な経営上の課題と捉え、定期の新卒者採用及び適宜中途採用により

入社した従業員に対しては、当社内での研修カリキュラムに加え、株式会社センチュリー21・ジャパンによる研修・不

動産関連のセミナーへの参加、ＯＪＴの実施により早期の職務技能習得を目指しております。また、個人毎の業績評価

については、社内各部門毎に適した評価制度を定め、適正な人事考課を実施することで、優秀な人材の定着に努めてお

ります。特に、用地仕入れを担当する開発本部営業部と販売を担当する営業本部に所属する従業員については、業務の

成果が当社の業績に直結することから、その他の部門とは別の報酬体系を定め、成果に応じたインセンティブを付与し

ております。しかしながら、こうした施策にも拘らず、従業員の定着度が高まらない場合や、雇用の需給関係から当社

が求める人材が十分に確保できない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑭個人情報の取扱について

　当社グループでは、既存顧客・見込み顧客の個人情報を保有しております。平成17年4月1日より施行された個人情報

保護法に鑑み、当社グループでは、グループ全体の役職員共通のプライバシーポリシーの制定等、同法を遵守する体制

の構築を進めております。システム上においては、個人情報ファイル保管の厳重化・ＯＡシステム監視ソフトの導入・

アクセス権の制限・メールログ・コピーログの保存などにより、個人情報の漏洩防止に備えております。

　しかしながら、不測の事態により、個人情報が外部に漏洩するような事態となった場合、損害賠償等による費用が発

生する可能性がある他、当社グループの信用低下を招く場合があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

⑮訴訟について

　本決算短信提出日現在、当社および連結子会社における係争中の訴訟等はございません。当中間連結会計期間におい

て、連結子会社である株式会社陽光ビルシステムが提訴している1件の訴訟につき、判決が確定しております。

　平成15年10月、株式会社陽光ビルシステムは、建築請負代金を支払わない注文者及び保証人に対し、請負工事代金債

権1,497万1,100円と年利6%の法定遅延損害金の支払を求め、また、当該建物を占有する注文者の親会社に対し占有回収

を求め、横浜地方裁判所に提訴いたしました。

　平成18年3月7日、請負工事代金債権1,042万8,626円遅延損害金6%の支払を認める判決が言い渡され、同年3月25日に確

定いたしました。これに基づく支払がなされなかったため、同年7月7日に債権の差押命令を取得しましたが、奏功せず、

回収できておりません。当該債権については貸倒引当金を設定しており、当社グループの業績に与える影響は軽微であ

ります。

(4）通期の見通し

　わが国経済は、原油価格の高騰や金利の上昇傾向といった懸念材料があるものの、企業収益の好調さを反映しての

堅調な設備投資、雇用情勢の回復等による個人消費の緩やかな回復など好材料もあることから、下期における景気も

堅調な回復が続くものと予想しております。

　投資用マンション業界におきましても、立地や商品企画に対する消費者の選別は強まってきておりますが、国や企

業の社会保障制度の変化、賃貸入居者の増加傾向、上昇局面とはいえ依然として続く低金利時代における高い利回り

の獲得等の要因により、投資用マンションへの需要は今後も継続して拡大するものと考えております。

　このような環境のもと、当社は需要拡大に応え得る供給物件を確保し、従来からのグリフィン・グリフォーネシリー

ズ660戸（前年比26.7％増）の他、下期においても１棟売りによる販売を計画しております。また、徹底したコスト管

理による費用の低減を継続して実践し、利益の拡大に努めて参ります。

　以上により、連結売上高149億67百万円（前年比33.1％増）、連結経常利益17億49百万円（前年比15.8％増）、連結

当期純利益10億６百万円（前年比16.0％増）を計画しております。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30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

（％）

 増減 
（千円）

金額（千円）
構成比

（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   2,227,417   3,735,774    3,702,399  

２. 有価証券   －   49,908    －  

３．売掛金   53,872   52,636    83,063  

４．たな卸資産 ※1  3,606,472   5,089,165    3,883,770  

５．繰延税金資産   92,881   109,415    130,392  

６．その他   68,924   93,896    75,157  

貸倒引当金   △18,675   △20,116    △20,752  

流動資産合計   6,030,894 84.9  9,110,680 86.7 3,079,786  7,854,031 86.8

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物及び構築物  53,635   53,285    48,639   

減価償却累計額  △15,358 38,276  △17,742 35,543   △15,332 33,306  

(2）車両運搬具  24,098   29,282    24,471   

減価償却累計額  △17,018 7,080  △12,216 17,066   △17,284 7,186  

(3）工具器具及び備品  58,487   81,242    58,388   

減価償却累計額  △30,864 27,622  △39,663 41,578   △34,591 23,796  

(4）土地   19,532   19,532    19,532  

有形固定資産合計   92,511 1.3  113,720 1.1 21,208  83,822 0.9

２．無形固定資産            

(1）連結調整勘定   7,353   4,463    5,908  

(2）その他   24,262   28,194    21,391  

無形固定資産合計   31,615 0.4  32,657 0.3 1,042  27,299 0.3

３．投資その他の資産            

(1）投資有価証券   13,262   70,593    24,792  

(2）長期貸付金   87,922   61,273    69,786  

(3）繰延税金資産   116,978   122,076    129,142  

(4）投資不動産  679,060   926,527    799,061   

減価償却累計額  △77,306 601,753  △90,163 836,363   △83,261 715,800  

(5）その他   156,648   181,716    168,045  

貸倒引当金   △26,983   △23,026    △19,784  

投資その他の資産合計   949,582 13.4  1,248,997 11.9 299,414  1,087,783 12.0

固定資産合計   1,073,709 15.1  1,395,375 13.3 321,665  1,198,904 13.2

資産合計   7,104,604 100.0  10,506,056 100.0 3,401,452  9,052,935 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30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

（％）

 増減 
（千円）

金額（千円）
構成比

（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形及び買掛金   1,148,168   1,270,018    2,005,882  

２．短期借入金 ※1、3  663,300   819,500    362,500  

３．一年内返済予定の長期借
入金

※１  1,417,000   1,326,000    1,503,000  

４．一年内償還予定の社債   40,000   260,000    140,000  

５．未払法人税等   335,757   442,166    528,087  

６．賞与引当金   3,670   3,825    48,750  

７．その他   391,405   459,625    404,651  

流動負債合計   3,999,301 56.3  4,581,135 43.6 581,833  4,992,871 55.2

Ⅱ　固定負債            

１．社債   340,000   80,000    220,000  

２．長期借入金 ※１  789,000   1,020,000    661,000  

３．繰延税金負債   －   597    －  

４．退職給付引当金   26,570   29,366    28,601  

５．役員退職慰労引当金   244,455   253,217    268,648  

６．預り保証金   390,961   489,632    452,757  

７．その他   4,695   1,374    1,776  

固定負債合計   1,795,683 25.3  1,874,188 17.8 78,505  1,632,784 18.0

負債合計   5,794,984 81.6  6,455,323 61.4 660,339  6,625,655 73.2
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前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30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

（％）

 増減 
（千円）

金額（千円）
構成比

（％）

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   160,000 2.2  － － －  452,400 5.0

Ⅱ　資本剰余金   6,000 0.1  － － －  427,840 4.7

Ⅲ　利益剰余金   1,137,715 16.0  － － －  1,534,218 17.0

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   5,903 0.1  － － －  12,821 0.1

資本合計   1,309,619 18.4  － － －  2,427,280 26.8

負債及び資本合計   7,104,604 100.0  － － －  9,052,935 100.0

            

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本         

１．資本金  － － 1,071,420 10.2 － － －

２．資本剰余金  － － 1,046,860 10.0 － － －

３．利益剰余金  － － 1,922,106 18.3 － － －

株主資本合計  － － 4,040,386 38.5 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額
金

 － － 10,345 0.1 － － －

評価・換算差額等合計  － － 10,345 0.1 － － －

純資産合計  － － 4,050,732 38.6 － － －

負債純資産合計  － － 10,506,056 100.0 － － －
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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１日
至平成17年６月30日）

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）

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
（％）

増減
　(千円） 

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   5,324,160 100.0  6,564,211 100.0 1,240,051  11,245,119 100.0

Ⅱ　売上原価   3,476,545 65.3  4,168,627 63.5 692,081  7,430,213 66.1

売上総利益   1,847,614 34.7  2,395,584 36.5 547,969  3,814,906 33.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,044,528 19.6  1,267,323 19.3 222,794  2,263,311 20.1

営業利益   803,086 15.1  1,128,260 17.2 325,174  1,551,594 13.8

Ⅳ　営業外収益            

１．受取手数料  12,500   15,350    25,950   

２. 保険解約返戻金  －   11,988    －   

３．その他  1,370 13,870 0.2 5,470 32,808 0.5 18,938 4,125 30,075 0.3

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  4,613   6,165    9,862   

２. 新株発行費償却  －   15,880    11,315   

３．融資手数料  1,794   1,090    3,431   

４．株式公開関連費用  3,250   －    35,696   

５．貸倒引当金繰入額  4,802   4,001    1,571   

６．その他  1,977 16,438 0.3 1,439 28,577 0.4 12,139 9,474 71,352 0.7

経常利益   800,518 15.0  1,132,491 17.3 331,973  1,510,318 13.4

Ⅵ　特別利益            

１．貸倒引当金戻入益  796   1,063    1,936   

２．償却債権取立益  248 1,044 0.0 130 1,193 0.0 148 352 2,289 0.0

Ⅶ　特別損失            

  １. 貸倒損失  －   2,054    －   

２．固定資産売却損 ※２ 768   728    1,097   

３．固定資産除却損 ※３ － 768 0.0 95 2,878 0.1 2,109 3,906 5,004 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益

  800,794 15.0  1,130,807 17.2 330,012  1,507,603 13.4

法人税、住民税及び
事業税

 336,376   440,468    700,969   

法人税等調整額  △6,574 329,801 6.2 30,290 470,759 7.1 140,957 △60,861 640,107 5.7

中間（当期）純利益   470,993 8.8  660,048 10.1 189,055  867,495 7.7

            

－ 16 －



(3）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１日
至平成17年６月30日）

前連結会計年度
（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）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   6,000  6,000

Ⅱ　資本剰余金増加高      

  １．増資による株式の発行  ― ― 421,840 421,840

Ⅲ　資本剰余金中間期末
（期末）残高

  6,000  427,840

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   791,110  791,110

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  470,993 470,993 867,495 867,495

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  104,800  104,800  

２．役員賞与  19,588 124,388 19,588 124,388

Ⅳ　利益剰余金中間期末
（期末）残高

  1,137,715  1,534,218
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　(4)中間連結株主資本等変動計算書

 （千円）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

平成17年12月31日　残高 452,400 427,840 1,534,218 2,414,458 12,821 12,821 2,427,280

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 619,020 619,020  1,238,040   1,238,040

剰余金の配当   △272,160 △272,160   △272,160

中間純利益   660,048 660,048   660,048

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）
    △2,476 △2,476 △2,476

中間連結会計期間中の変動額合計 619,020 619,020 387,888 1,625,928 △2,476 △2,476 1,623,451

平成18年6月30日　残高 1,071,420 1,046,860 1,922,106 4,040,386 10,345 10,345 4,050,732
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(5）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１日

至平成17年６月30日）

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）

 

対前中間期比

 

前連結会計年度

（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） 増減（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー      

１．税金等調整前中間（当期）純利益  800,794 1,130,807  1,507,603

２．減価償却費  15,332 20,966  33,495

３．連結調整勘定償却額  1,444 1,444  2,889

４．新株発行費償却  － 15,880  11,315

５．賞与引当金の増減額（減少：△）  △19,894 △44,924  25,185

６．退職給付引当金の増加額  2,129 765  4,159

７．役員退職慰労引当金の増減額　　

　（減少：△）
 36,435 △15,431  60,629

８．貸倒引当金の増加額  8,233 2,606  3,111

９．受取利息及び受取配当金  △438 △477  △860

10．支払利息  4,613 6,165  9,862

11．固定資産売却損  768 728  1,097

12．固定資産除却損  － 95  3,906

13．売上債権の増減額（増加：△）  △12,445 30,426  △41,635

14．たな卸資産の増減額（増加：△）  796,976 △1,253,961  481,910

15．仕入債務の増減額（減少：△）  57,032 △703,598  953,135

16．役員賞与の支払額  △19,588 －  △19,588

17．その他  17,648 71,334  95,359

小計  1,689,043 △737,174 △2,426,217 3,131,577

１．利息及び配当金の受取額  204 225  403

２．利息の支払額  △5,042 △6,171  △9,621

３．法人税等の支払額  △232,277 △522,605  △404,540

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,451,928 △1,265,724 △2,717,653 2,717,819
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前中間連結会計期間

（自平成17年１月１日

至平成17年６月30日）

当中間連結会計期間

（自平成18年１月１日

至平成18年６月30日）

 

対前中間期比

 

前連結会計年度

（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） 増減（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー      

１．定期預金の預け入れによる支出  △28,000 －  △28,000

２．定期預金の払い出しによる収入  － －  28,000

　３．有価証券の取得による支出  － △49,890  －

４．有形固定資産の取得による支出  △23,441 △44,981  △33,406

５．有形固定資産の売却による収入  500 716  740

６．無形固定資産の取得による支出  △3,563 △10,970  △4,150

７．投資有価証券の取得による支出  － △49,924  －

８．投資不動産の取得による支出  △125,496 △111,163  △246,094

９．貸付金の回収による収入  9,093 8,512  20,367

10．その他（純額）  △15,921 △13,671  △27,318

投資活動によるキャッシュ・フロー  △186,828 △271,371 △84,543 △289,862

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー      

１．短期借入れによる収入  105,000 1,191,800  482,000

２．短期借入金の返済による支出  △527,000 △734,800  △1,204,800

３．長期借入れによる収入  819,000 1,240,000  1,640,000

４．長期借入金の返済による支出  △916,000 △1,058,000  △1,779,000

５．社債の償還による支出  △20,000 △20,000  △40,000

６．株式の発行による収入  － 1,222,159  702,924

７．配当金の支払額  △104,800 △270,688  △104,800

財務活動によるキャッシュ・フロー  △643,800 1,570,471 2,214,271 △303,675

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  621,300 33,375 △587,924 2,124,281

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,578,117 3,702,399 2,124,281 1,578,117

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高
 2,199,417 3,735,774 1,536,356 3,702,399
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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１日
至平成17年６月30日）

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）

前連結会計年度
（自平成17年１月１日
至平成17年12月31日）

１連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　４社

主要な連結子会社の名称

株式会社ヨコハマ地所

株式会社陽光ビルシステム

サン建築設計株式会社

有限会社ヨーコー管財

(1）連結子会社の数

同左

(1）連結子会社の数

同左

(2）主要な非連結子会社名

株式会社陽光アセット・イン

ベスターズ

(2）主要な非連結子会社名

同左

(2）主要な非連結子会社名

 　　　 同左

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社株式会社陽光ア

セット・インベスターズは、小

規模会社であり、合計の総資産、

売上高、中間純損益及び利益剰

余金（持分に見合う額）等はい

ずれも中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないためで

あります。

連結の範囲から除いた理由

同左

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社株式会社陽光ア

セット・インベスターズは小規

模会社であり、総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金等は、

いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためであ

ります。

２持分法の適用に関する事項 持分法を適用しない非連結子会社

株式会社陽光アセット・インベス

ターズ

持分法を適用しない非連結子会社

同左

持分法を適用しない非連結子会社

 　　　　　　 同左

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、その中間純

損益及び利益剰余金（持分に見合う

額）等から、持分法の適用対象から

除いても、連結中間純損益及び連結

利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除外して

おります。

持分法を適用しない理由

同左

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、当期純損益

及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用から除外

しております。

３連結子会社の中間決算日（決

算日）等に関する事項

　すべての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。
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項目
前中間連結会計期間

（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）

前連結会計年度
（自平成17年１月１日
至平成17年12月31日）

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

ａ子会社株式

　移動平均法による原価法

①有価証券

ａ満期保有目的の債券

  償却原価法による原価法

①有価証券

ａ子会社株式

 移動平均法による原価法

  　ｂその他有価証券

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）

 

 

ｂ子会社株式

  移動平均法による原価法

ｃその他有価証券

　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）

  ｂその他有価証券

時価のあるもの

  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

価は異動平均法により算定）

 

②たな卸資産

ａ販売用不動産、仕掛販売用不動

産

　個別法による原価法

②たな卸資産

ａ販売用不動産、仕掛販売用不動

産

同左

②たな卸資産

ａ販売用不動産、仕掛販売用不動

産

同左

ｂ貯蔵品

　最終仕入原価法

ｂ貯蔵品

同左

ｂ貯蔵品

同左

(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。但し、

平成10年４月１日以降取得の建物

（建物附属設備を除く）について

は定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物　　10～47年

車両運搬具　　　　　　６年

工具器具及び備品　４～15年

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。

　なお、ソフトウェア（自社利

用）については社内における利用

可能期間（５年）に基づいており

ます。

②無形固定資産

同左

②無形固定資産

同左

③投資不動産

　定率法によっております。

　但し、平成10年４月１日以降取

得の建物（建物附属設備は除く）

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とお

りであります。

建物及び構築物　　15～47年

③投資不動産

同左

③投資不動産

同左

(3）重要な繰延資産の処理

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
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項目
前中間連結会計期間

（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）

前連結会計年度
（自平成17年１月１日
至平成17年12月31日）

(4）重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

　売上債権及び貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

①貸倒引当金

同左

①貸倒引当金

同左

②賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額基準に基づく当中間連

結会計期間の負担額を計上してお

ります。

②賞与引当金

同左

②賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額基準に基づく当連

結会計年度中の負担額を計上して

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、

退職一時金制度に基づき当中間連

結会計期間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。

③退職給付引当金

同左

③退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

退職一時金制度に基づき当連結会

計年度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。

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、役員退職慰労金規程に基

づく当中間連結会計期間末要支給

見積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、役員退職慰労金規程に基

づく当連結会計年度末要支給見積

額を計上しております。

(5）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

(6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項

①消費税等の会計処理

　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につ

いては、発生年度の期間費用とし

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

②販売用不動産・仕掛販売用不動産

に係る利息の処理方法

　個々の案件に係る借入金に対す

る支払利息のうち、建設期間中の

利息については、販売用不動産・

仕掛販売用不動産に算入しており

ます。

②販売用不動産・仕掛販売用不動産

に係る利息の処理方法

同左

②販売用不動産・仕掛販売用不動産

に係る利息の処理方法

同左
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項目
前中間連結会計期間

（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）

前連結会計年度
（自平成17年１月１日
至平成17年12月31日）

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であり

ます。

同左 同左

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

 

前中間連結会計期間

（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）

前連結会計年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31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。これによる損益に与え

る影響はありません。

（役員賞与に関する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準第４号　平成

17年11月29日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありませ

ん。

（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、

4,050,732千円であります。

　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。

 ───────
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追加情報

前中間連結会計期間
（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）

前連結会計年度
（自平成17年１月１日
至平成17年12月31日）

（法人事業税における外形標準課税部分の中

間連結損益計算書上の表示方法）

　「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6,020千

円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調

整前中間純利益が同額減少しております。

 

─────

 

（法人事業税における外形標準課税部分の連

結損益計算書上の表示方法）

　「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12,947

千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益が同額減少しております。
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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６月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日現在）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日現在）

※１担保に供している資産と担保付債務は次

のとおりであります。

※１担保に供している資産と担保付債務は次

のとおりであります。

※１担保に供している資産と担保付債務は次

のとおりであります。

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

たな卸資産 2,799,355千円 たな卸資産 3,037,781千円 たな卸資産 2,483,419千円

(2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務

短期借入金 631,300千円

一年内返済予定の

長期借入金
1,417,000 〃

長期借入金 789,000 〃

合計 2,837,300千円

短期借入金 819,500千円

一年内返済予定の

長期借入金
1,326,000 〃

長期借入金 1,020,000 〃

合計 3,165,500千円

短期借入金 362,500千円

一年内返済予定の

長期借入金
 1,503,000 〃

長期借入金  661,000 〃

合計 2,526,500千円

　上記の他、マンション賃貸管理の保

証委託に際して、定期預金28,000千円

を担保として差入れております。

  

２偶発債務

　下記のとおり債務保証を行っております。

─────

 

─────

 

（銀行保証債務）

マンション管理組合

44件　　22,465千円

 

 

 

 

 

 

※３コミットメントライン契約

　当社は機動的な資金調達及び資金効率の

改善を目的として株式会社みずほ銀行との

間でコミットメントライン契約を締結して

おります。

　この契約に基づく当中間連結会計期間末

におけるコミットメントラインに係る借入

金未実行残高等は次のとおりであります。

※３コミットメントライン契約

　当社は機動的な資金調達及び資金効率の

改善を目的として株式会社みずほ銀行との

間でコミットメントライン契約を締結して

おります。

　この契約に基づく当中間連結会計期間末

におけるコミットメントラインに係る借入

金未実行残高等は次のとおりであります。

※３コミットメントライン契約

　当社は機動的な資金調達及び資金効率の

改善を目的として株式会社みずほ銀行との

間でコミットメントライン契約を締結して

おります。

　この契約に基づく当連結会計年度末にお

けるコミットメントラインに係る借入金未

実行残高等は次のとおりであります。

コミットメントラインの総額

 300,000千円

借入実行額 32,000 〃

差引額 268,000千円

コミットメントラインの総額

 300,000千円

借入実行額  －　〃

差引額 300,000千円

コミットメントラインの総額

 300,000千円

借入実行額  －　〃

差引額 300,000千円
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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１日
至平成17年６月30日）

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）

前連結会計年度
（自平成17年１月１日
至平成17年12月31日）

※１販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※１販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※１販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

１．役員報酬 146,295千円

２．給与手当 392,346 〃

３．賞与引当金繰入額 3,591 〃

４．退職給付費用 2,008 〃

５．役員退職慰労引当金

繰入額
36,435 〃

６．支払手数料 57,083 〃

７．減価償却費 11,106 〃

８．連結調整勘定償却 1,444 〃

１．役員報酬 194,745千円

２．給与手当  472,798 〃

３．賞与引当金繰入額 9,257 〃

４．退職給付費用 4,291 〃

５．役員退職慰労引当金

繰入額
29,055 〃

６．支払手数料 92,853 〃

７．減価償却費 14,125 〃

８．連結調整勘定償却 1,444 〃

１．役員報酬 300,692千円

２．給与手当  846,906 〃

３．賞与引当金繰入額  50,084 〃

４．退職給付費用  5,137 〃

５．役員退職慰労引当金

繰入額
 60,629 〃

６．支払手数料  118,041 〃

７．減価償却費  23,399 〃

８．連結調整勘定償却  2,889 〃

※２固定資産売却損の内訳は次のとおりであ

ります。

※２固定資産売却損の内訳は次のとおりであ

ります。

※２固定資産売却損の内訳は次のとおりであ

ります。

車両運搬具 768千円 車両運搬具 728千円 車両運搬具 1,097千円

───── ※３固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

※３固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

 工具器具及び備品 95千円

  

 

建物及び構築物 3,642千円

工具器具及び備品 264千円

計 3,906千円

　（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（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当連結会計期間末

株式数（千株）

 発行済株式     

 　普通株式(注)１ 14,400 48,000 ― 62,400

 合計 14,400 48,000 ― 62,400

 (注)１．普通株式の発行済株式総数の増加48,000株は、公募増資による増加1,000株、第三者割当増資による増加200株、

株式分割による増加46,800株であります。

 　２．配当に関する事項

 　（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日 

 平成18年３月24日  普通株式 272,160 18,900  平成17年12月31日  平成18年３月27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

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

 平成18年８月21日 普通株式 162,240 利益剰余金 2,600  平成18年６月30日  平成18年９月５日
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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１日
至平成17年６月30日）

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）

前連結会計年度
（自平成17年１月１日
至平成17年12月31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

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

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

現金及び預金勘定 2,227,417千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△28,000 〃

現金及び現金同等物 2,199,417千円

現金及び預金勘定 3,735,774千円

現金及び現金同等物 3,735,774千円

現金及び預金勘定 3,702,399千円

現金及び現金同等物 3,702,399千円
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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１日
至平成17年６月30日）

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）

前連結会計年度
（自平成17年１月１日
至平成17年12月31日）

１．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

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資産    

車両運搬具 19,783 4,920 14,862

工具器具及
び備品

46,035 23,201 22,833

無形固定資産    

ソフトウェア 15,379 7,469 7,910

合計 81,198 35,591 45,606

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資産    

車両運搬具 14,718 5,972 8,745

工具器具及
び備品

45,249 18,781 26,467

無形固定資産    

ソフトウェ
ア

20,814 15,454 5,359

合計 80,781 40,208 40,573

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

有形固定資産    

車両運搬具 19,783 6,987 12,796

工具器具及
び備品

62,398 28,240 34,157

無形固定資産    

ソフトウェ
ア

15,379 9,197 6,182

合計 97,561 44,425 53,136

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 16,306千円

１年超 30,574 〃

合計 46,881千円

１年内 14,867千円

１年超 28,780 〃

合計 43,648千円

１年内 18,093千円

１年超 36,298 〃

合計 54,392千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 8,756千円

減価償却費相当額 7,802 〃

支払利息相当額 1,064 〃

支払リース料 12,297千円

減価償却費相当額 10,749 〃

支払利息相当額 1,316 〃

支払リース料 18,583千円

減価償却費相当額 16,636 〃

支払利息相当額 2,039 〃

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額の差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 2,870千円

１年超 10,285 〃

合計 13,155 〃

１年内 3,353千円

１年超 6,839 〃

合計 10,193 〃

１年内 2,870千円

１年超 8,850 〃

合計 11,720 〃
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 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 3,422 13,262 9,839

(2）その他 ― ― ―

合計 3,422 13,262 9,839

２　時価評価されていない有価証券

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

子会社株式 10,000

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

中間連結貸借対照表
計  上  額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）国債・地方債等 99,836 99,680 △156

(2）社債 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

合計 99,836 99,680 △156

２　その他有価証券で時価のあるもの

 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 3,422 20,665 17,242

(2）その他 ― ― ―

合計 3,422 20,665 17,242

３　時価評価されていない有価証券

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1)満期保有目的の債券  

 　国債 99,836

(2)子会社株式  

 　非上場株式 10,000
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前連結会計年度末（平成17年12月31日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 3,422 24,792 21,369

(2）その他 ― ― ―

合計 3,422 24,792 21,369

２　時価評価されていない有価証券

 連結貸借対照表計上額（千円）

子会社株式 10,000

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日現在）

　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在）

　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成17年12月31日現在）

　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．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１日　至平成17年６月30日）

 
 不 動 産
 販売事業
（千円）

不 動 産
管理事業
（千円）

その他の
事    業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全    社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 4,911,215 216,664 196,280 5,324,160 ― 5,324,160

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 21,960 93,506 115,467 (115,467) ―

計 4,911,215 238,625 289,786 5,439,628 (115,467) 5,324,160

営業費用 4,042,962 197,815 242,842 4,483,620 37,453 4,521,074

営業利益 868,253 40,810 46,943 956,007 (152,921) 803,086

　（注）１．事業区分の方法及び各区分の主な内容

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。

不動産販売事業……マンション等の販売

不動産管理事業……マンション等の管理

その他の事業………不動産の仲介・賃貸等、設計・監理他

２．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主なものは、親会社本社の総務部門等管

理部門にかかる費用169,580千円であります。

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）

 
不 動 産
販売事業
（千円）

不 動 産
管理事業
（千円）

その他の
事    業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全    社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 5,975,854 320,797 267,559 6,564,211 ― 6,564,211

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 29,883 140,155 170,038 (170,038) ―

計 5,975,854 350,680 407,715 6,734,250 (170,038) 6,564,211

営業費用 4,760,759 276,891 296,359 5,334,010 101,940 5,435,950

営業利益 1,215,094 73,789 111,356 1,400,240 (271,979) 1,128,260

　（注）１．事業区分の方法及び各区分の主な内容

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。

不動産販売事業……マンション等の販売

不動産管理事業……マンション等の管理

その他の事業………不動産の仲介・賃貸等、設計・監理他

２．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主なものは、親会社本社の総務部門等管

理部門にかかる費用256,459千円であります。
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前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

 
不 動 産
販売事業
（千円）

不 動 産
管理事業
（千円）

その他の
事    業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全    社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 10,296,808 481,650 466,660 11,245,119 ― 11,245,119

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 50,036 235,886 285,922 (285,922) ―

計 10,296,808 531,686 702,547 11,531,042 (285,922) 11,245,119

営業費用 8,660,820 436,013 539,438 9,636,272 57,252 9,693,524

営業利益 1,635,987 95,673 163,108 1,894,769 (343,175) 1,551,594

　（注）１．事業区分の方法及び各区分の主な内容

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。

不動産販売事業……マンション等の販売

不動産管理事業……マンション等の管理

その他の事業………不動産の仲介・賃貸等、設計・監理他

２．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主なものは、親会社本社の総務部門等管

理部門にかかる費用344,868千円であります。

ｂ．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１日　至　平成17年６月30日）、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）及び前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）にお

きましては、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18年

１月１日　至　平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）にお

きましては、海外売上高がないため該当事項はありません。

－ 33 －



（１株当たり情報）

前中間連結会計期間

（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）

前連結会計年度

（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 102,314円01銭

１株当たり中間純利益金額 36,796円33銭

１株当たり純資産額 64,915円58銭

１株当たり中間純利益金額 10,890円89銭

１株当たり純資産額 168,561円13銭

１株当たり当期純利益金額 65,205円11銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　また、当社は平成17年４月15日付で株式１

株につき４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１株当たり情報については、それぞ

れ以下のとおりになります。

　当社は、平成18年４月１日付で株式１株に

つき４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

た場合の前中間連結会計期間及び前連結会計

年度における１株当たり情報については、以

下のとおりになります。

  また、当社は平成17年４月15日付で株式１

株につき４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１株当たり情報については、それぞ

れ以下のとおりとなります。

前中間連結会計期間 前連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

57,086円15銭 73,664円40銭

１株当たり中間純利

益金額

１株当たり当期純利

益金額

17,332円58銭 33,955円05銭

　なお、潜在株式

調整後１株当たり

中間純利益金額に

ついては、潜在株

式が存在しないた

め、記載しており

ません。

　なお、潜在株式

調整後１株当たり

当期純利益金額に

ついては、潜在株

式が存在しないた

め、記載しており

ません。

前中間連結会計期間 前連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

25,578円50銭 42,140円28銭

１株当たり中間純利

益金額

１株当たり当期純利

益金額

9,199円08銭 16,301円28銭

　なお、潜在株式

調整後１株当たり

中間純利益金額に

ついては、潜在株

式が存在しないた

め記載しておりま

せん。

　なお、潜在株式

調整後１株当たり

当期純利益金額に

ついては、潜在株

式が存在しないた

め記載しておりま

せん。

前連結会計年度

１株当たり純資産　　　　　73,664円40銭

１株当たり当期純利益金額　33,955円05銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎

項目

前中間連結会計期間

（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）

前連結会計年度

（自平成17年１月１日

至平成17年12月31日）

中間連結損益計算書上の中間（当期）純利益

（千円）
470,993 660,048 867,495

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
470,993 660,048 867,495

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

（千円）
   

利益処分による役員賞与金 ― ― ―

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式の期中平均株式数（株） 12,800 60,605 13,304
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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１日

至平成17年６月30日）

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）

前連結会計年度

（自平成17年１月１日

至平成17年12月31日）

（公募増資）

　当社株式は、平成17年９月９日に、ジャス

ダック証券取引所に上場いたしました。上場

にあたり、平成17年８月19日開催の取締役会

決議により、新株発行を決議し、平成17年９

月８日に払込が完了致しました。

　この結果、資本金は452,400千円、発行済株

式総数は14,400株となりました。

 

　───────

　

1.平成18年２月10日開催の取締役会において、

次のとおり新株式の発行を決議し、平成18年

３月７日に払込が完了しました。この結果、

平成18年３月７日付で資本金は968,250千円、

発行済株式総数は15,400株となりました。

(１)募集方法：一般募集

(２)発行する株式の種類及び数：普通株式　 

　　　　　　　　　　　　　　    1,000株

①募集方法 ブックビルディング方

式による一般募集

②発行新株式数 1,600株

③発行価格 １株につき480,000円

④引受価格 １株につき446,400円

⑤発行価額 １株につき365,500円

⑥発行価額の総額 584,800千円

⑦払込金額の総額 714,240千円

⑧資本組入額 １株につき182,750円

⑨資本組入額の総額 292,400千円

⑩払込期日 平成17年９月８日

⑪配当起算日 平成17年７月１日

⑫資金の使途 運転資金（事業用地仕

入資金等）

(３)発行価格：１株につき1,105,800円

   一般募集はこの価格にて行いました。

(４)引受価額：１株につき1,031,700円

  この価額は当社が引受人より１株当たりの

新株式払込金として受取った金額であります。

なお、発行価格と引受価額との差額は、引受

人の手取金になります。

(５)発行価額：１株につき1,031,700円

(６)発行価額の総額：1,031,700千円

(７)払込金額の総額：1,031,700千円

(８)資本組入額：１株につき515,850円

(９)資本組入額の総額：515,850千円

(10)払込期日：平成18年３月７日

(11)配当起算日：平成18年１月１日

(12)資金の使途：運転資金（事業用地仕入資

    金等）

2.当社は、公募新株式発行並びに株式売出し

に関連し、当社株主より当社普通株式200株を

賃借した売出し（以下、「オーバーアロット

メントによる売出し」という）を行いました。

本件第三者割当は、このオーバーアロットメ

ントによる売出しに関連して、平成18年２月

10日開催の取締役会決議に基づき、三菱UFJ証

券株式会社を割当先として行うものであり、

その概要は次のとおりであります。

(１)発行する株式の種類及び数：普通株式　

    200株

(２)発行価額：１株につき1,031,700円

(３)資本組入額：１株につき515,850円

(４)払込金総額：206,340千円

(５)払込期日：平成18年３月23日

(６)新株の配当起算日：平成18年１月１日

(７)割当先：三菱UFJ証券株式会社

(８)資金の使途：運転資金（事業用地仕入資

    金等）
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前中間連結会計期間

（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）

前連結会計年度

（自平成17年１月１日

至平成17年12月31日）

  3.平成18年２月10日開催の取締役会において、

次のとおり株式分割による新株式の発行を決

議しております。

 (１)平成18年４月１日付をもって普通株式１

　　 株につき４株に分割します。

 ①分割により増加する株式数

　　普通株式　　　46,800株

 ②分割方法

　平成18年３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４株の割合を

もって分割します。

 (２)配当起算日

　　平成18年１月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前連結会計年度における１株当たり

情報及び当期首に行われたと仮定した場合の

当連結会計年度における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。

 

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産

       18,416円10銭

１株当たり当期純利益

        8,488円76銭

　なお、潜在株式調整

後１株当たり当期純利

益については、潜在株

式が存在しないため、

記載しておりません。

 １株当たり純資産

       42,140円28銭

１株当たり当期純利益

        16,301円28銭

　なお、潜在株式調整

後１株当たり当期純利

益については、潜在株

式が存在しないため、

記載しておりません。
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５．生産、受注及び販売の状況
 (1)生産実績

　当社グループは不動産販売事業、不動産管理事業、その他の事業を営んでおり、生産を定義することが困難であるた

め、生産実績の記載はしておりません。

 (2)受注実績

　当連結中間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。

前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日

　　 至　平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年６月30日）

 期中契約高  期末契約残高  期中契約高  期末契約残高

 数量(戸)  金額(千円)  数量(戸)  金額(千円)  数量(戸)  金額(千円)  数量(戸)  金額(千円)

275 5,128,607 69 1,117,226 293 5,251,511 58 1,061,093

 　　(注)上記の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の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

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

（％）

 不動産販売事業 5,975,854  千円 21.7

 不動産管理事業 320,797  千円 48.1

 その他の事業 267,559  千円 36.3

 合計 6,564,211  千円 23.3

 　　(注)1.上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 　　　　2.セグメント間取引については、相殺消去しております。
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