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決算取締役会開催日 平成18年８月22日 単元株制度採用の有無 無

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 16,574 (  43.7) 2,428 ( 185.4) 1,985 ( 454.5)

17年６月中間期 11,537 (△47.5) 850 (△54.2) 358 (△76.1)

17年12月期 42,270 5,033 4,104

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 1,238 ( 532.6) 7,277 92

17年６月中間期 195 (△77.6) 3,719 58

17年12月期 2,416 44,671 84

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 170,159株 17年６月中間期 52,632株 17年12月期  53,192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。

④平成18年４月１日付で、１：３の株式分割をしております。

(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 65,629 16,879 25.7 94,503 42

17年６月中間期 47,866 10,274 21.5 194,835 75

17年12月期 48,839 14,219 29.1 254,424 74

（注）①期末発行済株式数　　　　18年６月中間期　178,613株　17年６月中間期　52,733株　17年12月期　　55,733株

　　　②期末自己株式数　　　　　18年６月中間期　　 　81株　17年６月中間期　　　22株　17年12月期　　　　22株

③平成18年４月１日付で、１：３の株式分割をしております。

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 50,000  5,200  3,230  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　17,355円96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 － 1,200.00 1,200.00

18年12月期（実績） － －
1,334.00

18年12月期（予想） － 1,334.00

 

※　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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７．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（百万円） 構成比

(％) 金額（百万円） 構成比
(％) 金額（百万円） 構成比

(％)

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   9,455   19,178   18,988  

２　売掛金   224   293   505  

３　たな卸資産 ※２  21,821   32,070   17,741  

４　前払費用   1,515   1,703   1,354  

５　立替金   3,842   －   －  

６　その他   943   1,135   1,139  

　　貸倒引当金   △0   △0   △0  

流動資産合計   37,802 79.0  54,380 82.9  39,728 81.3

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１.２  958 2.0  929 1.4  941 1.9

２　無形固定資産   39 0.1  30 0.0  36 0.1

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券   2,613   3,939   4,357  

(2）出資金   4,636   5,199   2,056  

(3）その他 ※２  1,856   1,190   1,759  

　　貸倒引当金   △40   △40   △40  

投資その他の資産合
計   9,066 18.9  10,288 15.7  8,133 16.7

固定資産合計   10,064 21.0  11,248 17.1  9,111 18.7

資産合計   47,866 100.0  65,629 100.0  48,839 100.0
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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（百万円） 構成比

(％) 金額（百万円） 構成比
(％) 金額（百万円） 構成比

(％)

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　短期借入金 ※２  7,274   8,567   2,542  

２　１年以内返済予定長
期借入金 ※２  11,281   11,630   9,219  

３　１年内償還予定社債   310   1,360   260  

４　コマーシャル・ペー
パー   200   －   －  

５　不動産販売代金債権
流動化による預り金   －   2,496   1,363  

６　未払金   278   191   828  

７　未払法人税等   8   823   1,914  

８　前受金   1,903   2,604   2,176  

９　役員賞与引当金   －   20   －  

10　その他   123   391   396  

流動負債合計   21,379 44.6  28,085 42.8  18,701 38.3

Ⅱ　固定負債           

１　社債   6,784   4,539   6,654  

２　長期借入金 ※２  8,596   15,613   8,103  

３　その他   832   511   1,160  

固定負債合計   16,212 33.9  20,664 31.5  15,918 32.6

負債合計   37,591 78.5  48,749 74.3  34,619 70.9

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   2,172 4.5  － －  2,672 5.5

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  2,227   －   2,726   

 資本剰余金合計   2,227 4.7  － －  2,726 5.6

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  10   －   10   

２　任意積立金  4,880   －   4,880   

３  中間（当期）未処
分利益  426   －   2,646   

 利益剰余金合計   5,317 11.1  － －  7,537 15.4

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金   565 1.2  － －  1,291 2.6

Ⅴ　自己株式   △8 △0.0  － －  △8 △0.0

 資本合計   10,274 21.5  － －  14,219 29.1

負債及び資本合計   47,866 100.0  － －  48,839 100.0
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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（百万円） 構成比

(％) 金額（百万円） 構成比
(％) 金額（百万円） 構成比

(％)

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 3,734 5.7 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  －  3,789 －  

資本剰余金合計  － － 3,789 5.8 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  －  10 －  

(2）その他利益剰余金    

　　別途積立金  － 7,080 －

　　繰越利益剰余金  － 1,578 －

利益剰余金合計   － － 8,669 13.2  － －

４　自己株式  － － △12 △0.0 － －

株主資本合計  － － 16,180 24.7 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金  －  718  －  

２　繰延ヘッジ損益  －  △19  －  

評価・換算差額等合計  － － 698 1.0 － －

純資産合計  － － 16,879 25.7 － －

負債及び純資産合計  － － 65,629 100.0 － －
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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（百万円） 百分比

(％) 金額（百万円） 百分比
(％) 金額（百万円） 百分比

(％)

Ⅰ　売上高   11,537 100.0  16,574 100.0  42,270 100.0

Ⅱ　売上原価 ※５  8,983 77.9  12,797 77.2  32,567 77.0

売上総利益   2,554 22.1  3,777 22.8  9,703 23.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５  1,703 14.7  1,348 8.1  4,669 11.0

営業利益   850 7.4  2,428 14.7  5,033 12.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  60 0.5  27 0.2  108 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  553 4.8  470 2.9  1,038 2.5

経常利益   358 3.1  1,985 12.0  4,104 9.7

Ⅵ　特別利益 ※３  2 0.0  511 3.1  2 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  1 0.0  381 2.3  1 0.0

税引前中間（当期）純
利益   359 3.1  2,115 12.8  4,105 9.7

法人税、住民税
及び事業税  3   808   1,883   

法人税等調整額  159 163 1.4 68 876 5.3 △193 1,689 4.0

中間(当期)純利益   195 1.7  1,238 7.5  2,416 5.7

前期繰越利益   230      230  

中間（当期）未処分利
益   426      2,646  
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

株主資本

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
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） 2,672 2,726 2,726 10 4,880 2,646 7,537 △8 12,928

中間会計期間中の変動額

新株の発行 1,062 1,062 1,062      2,125

剰余金の配当      △66 △66  △66

役員賞与の支給      △40 △40  △40

中間純利益      1,238 1,238  1,238

自己株式の取得        △3 △3

別途積立金の積立     2,200 △2,200 －  －

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　（百万円）
1,062 1,062 1,062  2,200 △1,068 1,131 △3 3,252

平成18年６月30日残高（百万円） 3,734 3,789 3,789 10 7,080 1,578 8,669 △12 16,180

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損失 評価・換算差額等合計

平成17年12月31日残高（百万円） 1,291 － 1,291 14,219

中間会計期間中の変動額

新株の発行    2,125

剰余金の配当    △66

役員賞与の支給    △40

中間純利益    1,238

自己株式の取得    △3

別途積立金の積立    －

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△573 △19 △593 △593

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　（百万円）
△573 △19 △593 2,659

平成18年６月30日残高（百万円） 718 △19 698 16,879
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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）有価証券

(イ)子会社株式及び関連会社

株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

(イ)子会社株式及び関連会社

株式

同左

(1）有価証券

(イ)子会社株式及び関連会

社株式

同左

 (ロ)その他有価証券

時価のあるもの

中間決算末日の市場価格等

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）

(ロ)その他有価証券

時価のあるもの

中間決算末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は、全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

(ロ)その他有価証券

時価のあるもの

決算末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）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

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

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

 (3）たな卸資産

販売用不動産

　個別法による原価法

(3）たな卸資産

販売用不動産

同左

(3）たな卸資産

販売用不動産

同左

 仕掛販売用不動産

　個別法による原価法

仕掛販売用不動産

同左

仕掛販売用不動産

同左

 貯蔵品

　最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２　固定資産の減価償却

の方法

(1）有形固定資産

建物（附属設備を除く）

　定額法

その他

　定率法

(1）有形固定資産

建物（附属設備を除く）  

同左

その他

同左

(1）有形固定資産

建物（附属設備を除く）

同左

その他

同左

 (2）無形固定資産

自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利

用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しておりま

す。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権

の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左
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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）

 ────── (2）役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額の当中間

会計期間負担額を計上して

おります。 

  　（会計処理の変更）

従来、役員賞与については、

株主総会の利益処分に係る

決議を経て、未処分利益の

減少として処理しておりま

したが、当中間会計期間よ

り、「役員賞与に関する会

計基準」(企業会計基準委

員会　平成17年11月29日　

企業会計基準第４号）に基

づき、発生した会計期間の

費用として処理する方法に

変更しております。

これにより、営業利益、経

常利益及び税金等調整前中

間純利益が、20百万円減少

しております。

──────

４　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

５　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

デリバティブ取引(金利

キャップ取引及び金利ス

ワップ取引)

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同左

 ・ヘッジ対象

　借入金

・ヘッジ対象

同左

・ヘッジ対象

同左

 (3）ヘッジ方針

金利上昇の影響を軽減する

ために利用することを方針

としております。

(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

変動の累計とを比較し、両

者の変動額を基礎にして一

定の相関関係を判定するこ

とにより判断しております。

(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

６　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

消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。

なお、控除対象外消費税等

は、当中間会計期間の費用

として処理しております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。

なお、控除対象外消費税等

は、当期の費用として処理

しております。
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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）

────── （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」（企業会計基準委員会　平成17年

12月９日　企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成17年12月９日　企

業会計基準適用指針第８号）を適用し

ております。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は16,899百万円であります。

　なお、中間財務諸表規則の改正によ

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

後の中間財務諸表規則により作成して

おります。

──────

 

──────

(固定資産の減損に係る会計基準)

　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「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会　平成15年10月31日　企業会計

基準適用指針第６号)を適用しており

ます。

　なお、これに伴う損益に与える影響

はありません。

 

 

──────
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表示方法の変更

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）

（中間貸借対照表）  （中間貸借対照表）

（1）「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成

16年12月１日より適用となること及び「金融商品会

計に関する実務指針」（日本公認会計士協会　会計

制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付で改

正されたことに伴い、当中間会計期間から投資事業

有限責任組合及びそれに類する組合への出資（証券

取引法第２条第２項により有価証券とみなされるも

の）を投資有価証券として表示する方法に変更して

おります。

　 なお、当中間会計期間の「投資有価証券」に含まれ

る当該出資の額は641百万円であり、前中間会計期間

における固定資産の「投資その他の資産」の「その

他」に含まれている当該出資の額は６百万円であり

ます。

（2）前中間会計期間において固定資産の「投資その他の

資産」の「その他」に含めて記載しておりました「出

資金」につきましては、資産総額の100分の５超とな

りましたので、当中間会計期間より区分掲記してお

ります。なお、前中間会計期間の固定資産の「投資

その他の資産」の「その他」に含まれる「出資金」

は365百万円であります。

前中間会計期間まで区分掲記しておりました「立替金」

(当中間会計期間末残高170百万円）につきましては、資

産総額の100分の5以下となったため、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

 

 

－ 50 －



追加情報

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）

「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」の「租

税公課」に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が

8百万円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益が、それぞれ同額

減少しております。 

           ──────

 

「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当

事業年度から「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」の「租税公

課」に計上しております。 

　この結果、販売費及び一般管理費が

41百万円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が、それぞれ同

額減少しております。 
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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

184百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

   224百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

206百万円

※２　担保に供している資産及び対応

債務

（担保提供資産）

※２　担保に供している資産及び対応

債務

（担保提供資産）

※２　担保に供している資産及び対応

債務

（担保提供資産）

たな卸資産 18,007百万円

有形固定資産 910百万円

計 18,918百万円

たな卸資産      21,030百万円

有形固定資産    884百万円

計      21,914百万円

たな卸資産      12,365百万円

有形固定資産 895百万円

計      13,261百万円

（対応債務） （対応債務） （対応債務）

短期借入金 4,090百万円

１年以内返済予

定長期借入金
10,792百万円

長期借入金 5,387百万円

計 20,270百万円

短期借入金      2,184百万円

１年以内返済予

定長期借入金
     8,264百万円

長期借入金      14,946百万円

計      25,395百万円

短期借入金    1,367百万円

１年以内返済予

定長期借入金
      8,953百万円

長期借入金     4,703百万円

計      15,024百万円

上記の他、宅地建物取引業法第25条

に基づく営業保証金として、敷金保

証金15百万円を東京法務局に供託し

ております。

上記の他、宅地建物取引業法第25条

に基づく営業保証金として、敷金保

証金15百万円を東京法務局に供託し

ております。

上記の他、宅地建物取引業法第25条

に基づく営業保証金として、敷金保

証金15百万円を東京法務局に供託し

ております。

　３　債務保証

　金融機関からの借入に対する保

証

保証先    金額

㈱ユニディオコー

ポレーション

683百万円

 

　上記の他、一般

顧客の金融機関か

らの借入に対する

つなぎ保証

941百万円

 

 

  ──────

 

　３　債務保証

　金融機関からの借入に対する保

証

 保証先   金額

㈲コンステレー

ション・フォー
     975百万円

 一般顧客の金融機

関からの借入に対

するつなぎ保証

946百万円

㈱ユニディオコー

ポレーション
     160百万円
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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　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 5百万円

有価証券利息 21百万円

解約違約金収入 16百万円

受取利息  2百万円

有価証券利息   8百万円

解約違約金収入   8百万円

受取利息   10百万円

有価証券利息 42百万円

解約違約金収入   33百万円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 476百万円 支払利息    401百万円 支払利息    896百万円

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

投資有価証券売

却益
2百万円

関係会社株式売

却益
 510百万円

投資有価証券売

却益
2百万円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 1百万円 固定資産売却損  381百万円 固定資産除却損   1百万円

※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額

有形固定資産 19百万円

無形固定資産 5百万円

有形固定資産   18百万円

無形固定資産  6百万円

有形固定資産   40百万円

無形固定資産  11百万円

（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
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式（注） 22 59 － 81

合計 22 59 － 81

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加59株は、株式分割による増加44株、転換社債の権利行使に伴う買取による

増加15株であります。
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①　リース取引

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　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

（借主側）

(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(百万円)

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

（借主側）

(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(百万円)

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

（借主側）

(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(百万円)

取得価

額相当

額

減価償却

累計額

相当額

中間期

末残高

相当額

機械装置 678 214 463

有形固定

資産（そ

の他）

7 5 1

合計 685 220 465

取得価

額相当

額

減価償却

累計額

相当額

中間期

末残高

相当額

有形固定

資産（そ

の他）

7 7 0

合計 7 7 0

取得価

額相当

額

減価償却

累計額相

当額

期末残

高相当

額

機械装置 678 282 395

有形固定

資産（そ

の他）

7 6 0

合計 685 289 396

(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 136百万円

１年超 335百万円

合計 471百万円

１年内   0百万円

合計 0百万円

１年内    136百万円

１年超 266百万円

合計 403百万円

(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 71百万円

減価償却費相当額 68百万円

支払利息相当額 4百万円

支払リース料  59百万円

減価償却費相当額   57百万円

支払利息相当額  2百万円

支払リース料   143百万円

減価償却費相当額 137百万円

支払利息相当額 8百万円

(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

存価格を零とする定額法によって

います。

(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

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっています。

(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

 

──────

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失

はありません。

 

──────
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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）

（貸主側）

未経過リース料中間期末残高相当額

────── （貸主側）

未経過リース料期末残高相当額

１年内 134百万円

１年超 335百万円

合計 469百万円

１年内    135百万円

１年超 266百万円

合計 402百万円

（注）上記は機械装置に係る転貸リー

ス取引に係る貸主側の未経過リー

ス料中間期末残高相当額でありま

す。なお、当該転貸リース取引は、

ほぼ同一の条件で連結子会社に

リースしているものであります。

 （注）上記は機械装置に係る転貸リー

ス取引に係る貸主側の未経過リー

ス料期末残高相当額であります。

なお、当該転貸リース取引は、ほ

ぼ同一の条件で連結子会社にリー

スしているものであります。

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年６月30日）及び当中間会計期間末（平成18年６月30日）並びに前事業年度末（平

成17年12月31日）において、時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。　
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（１株当たり情報）

当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、中間財務諸表等規則第52条の２第５項に基づき、記載を省

略しております。　

（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）

　該当事項はありません。

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）

　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）

　１　平成18年３月24日開催の定時株主総会特別決議に基づき、業績向上に対するインセンティブを高めるとと

もに優秀な人材を確保することを目的として、以下の要領で当社取締役及び従業員に対し、商法第280条ノ

20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション）を行います。

　　 株式の種類　　　　　　　普通株式

　　 新規発行の予定株式数　　3,000株

　　 付与対象者　　　　　　　当社取締役及び従業員

　　 行使期間　　　　　　　　平成20年４月１日から平成25年３月31日まで　　

  　（注）発行価額につきましては、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(終値のない日を除く。）におけ

るジャスダック証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(１円未満の端数

は切り上げる。）とする予定であります。

　　 　なお、新株予約権の権利付与日等につきましては、平成18年３月24日以降に開催される当社取締役

会において決議する予定であります。

 

　２　平成18年２月22日開催の当社取締役会において、当社の子会社である株式会社ユニディオコーポレーショ

ンの株式譲渡を行うことを決議いたしました。その概要は以下のとおりであります。 

（１）目的

事業領域の明確化と経営資源の集中

（２）売却の時期

平成18年２月22日

（３）売却の相手先

河内　英聡氏（株式会社ユニディオコーポレーション　代表取締役　社長）

（４）子会社の事業内容及び当社との取引内容

①事業の内容

分譲戸建住宅販売、住宅不動産の仲介及びコンサルティング事業 

②当社との取引 

不動産関連取引

（５）株式の譲渡前後における当社所有株式の状況、売却価額及び売却益

①株式の譲渡前後における当社所有株式の状況

譲渡前　   　　16,000株（所有割合60.1％）

譲渡後　　   　 2,600株（所有割合 9.8％）

②売却価額　　　　　　　１株当たり50,000円

③売却益　　　　　　　　　　　   510百万円

－ 56 －


