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1. 18年 6月期の業績（平成17年 7月 1日～平成18年 6月30日）
( 1 )経営成績

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 6月期       16,866   △29.6          19   △97.8          31   △95.1

17年 6月期       23,962    13.1         878－          637－

潜 在 株 式 調 整1株 当 た り 自 己 資 本 総 資 産 売 上 高
後 １ 株 当 た り当 期 純 利 益 当 期 純 利 益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率当 期 純 利 益

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
18年 6月期         △889 －         △68.50 －    △33.3     0.2     0.2

17年 6月期           62－           4.83－      2.0     3.5     2.7

(注 )1.期中平均株式数 18年 6月期     12,990,169株 17年 6月期     12,995,359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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

( 2 )財政状態

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月期       17,736       2,211     12.5         170.27

17年 6月期       15,966       3,133     19.6         241.14

(注 )1.期末発行済株式数 18年 6月期     13,312,200株 17年 6月期     13,312,200株
2.期末自己株式数 18年 6月期        324,244株        319,144株17年 6月期

2. 19年 6月期の業績予想 （平成18年 7月 1日～平成19年 6月30日）

売 上 高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円
中 間 期        6,460        △187        △241

通 期       22,205         140          80

(参考 ) 1株当たり予想当期純利益 (通期 )           6円 16銭

3. 配当状況

・ 現 金 配 当 １ 株 当 た り 配 当 金 ( 円 ) 配当金総額 配当性向 純資産
(百万円) (%) 配当率(%)中 間 期 末 期 末 年 間

5.00 5.00 10.00 129   207.0    4.117年 6月期
2.50 2.50 5.00 64 －     2.418年 6月期
2.50 2.50 5.0019年 6月期(予 想 )

(注 )1 8年  6月 期 期末配当金の内訳 記念配当 － 円 銭 特別配当 － 円 銭－ －



６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年６月30日現在）

当事業年度

（平成18年６月30日現在）

比較増減

 

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

（資産の部）          

Ⅰ　流動資産          

現金預金  ※１  1,674,131   3,387,322   1,713,190

受取手形   9,660   2,321   △7,338

完成工事未収入金   771,537   1,616,190   844,653

不動産事業未収入金   234,526   228,632   △5,894

未成工事支出金   1,595,557   2,304,336   708,778

不動産事業支出金 ※１  1,912,688   1,417,495   △495,192

材料貯蔵品   11,754   10,239   △1,514

短期貸付金   37,092   15,479   △21,612

関係会社短期貸付金   485,000   ―   △485,000

前払費用   229,773   230,552   778

繰延税金資産   372,885   137,664   △235,220

その他   88,761   138,965   50,203

貸倒引当金   △63,556   △66,944   △3,387

流動資産合計   7,359,813 46.1  9,422,257 53.1  2,062,443

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産          

建物 ※１ 3,259,497   3,271,538   12,040  

減価償却累計額  ※７ 1,529,917 1,729,579  1,675,430 1,596,107  145,512 △133,472

構築物  6,002   6,002   ―  

減価償却累計額  2,813 3,189  3,190 2,812  376 △376

工具器具・備品  173,822   207,960   34,137  

減価償却累計額 ※７ 99,434 74,387  114,526 93,433  15,091 19,046

土地 ※１  2,032,792   2,202,239   169,446

有形固定資産計   3,839,949 24.0  3,894,592 22.0  54,643

－ 1 －



  
前事業年度

（平成17年６月30日現在）

当事業年度

（平成18年６月30日現在）

比較増減

 

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

２　無形固定資産          

営業権   ―   132,411   132,411

ソフトウェア   11,882   12,032   150

電話加入権   15,750   7,670   △8,080

無形固定資産計   27,632 0.2  152,114 0.8  124,482

３　投資その他の資産          

投資有価証券 ※１  477,735   394,277   △83,457

関係会社株式   64,000   64,000   ―

その他の関係会社有価証

券
  944,207   ―   △944,207

長期貸付金   369,081   851,312   482,230

株主、役員又は従業員に

対する長期貸付金
  3,973   3,718   △255

長期前払費用   6,549   9,637   3,088

差入保証金 ※１  2,717,786   2,762,268   44,482

保険積立金   215,614   232,223   16,609

会員権等   132,499   132,499   ―

繰延税金資産   52,761   ―   △52,761

その他   114,646   170,992   56,346

貸倒引当金   △359,571   △353,808   5,762

投資その他の資産計   4,739,283 29.7  4,267,121 24.1  △472,162

固定資産合計   8,606,865 53.9  8,313,828 46.9  △293,037

資産合計   15,966,678 100.0  17,736,085 100.0  1,769,406

          

－ 2 －



  
前事業年度

（平成17年６月30日現在）

当事業年度

（平成18年６月30日現在）

比較増減

 

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

支払手形   753,473   860,687   107,213

工事未払金   1,035,084   2,261,507   1,226,423

不動産事業未払金   590   770   180

短期借入金 ※１  3,409,400   3,625,000   215,600

１年以内返済予定長期借

入金
※１  1,493,112   698,220   △794,892

１年以内償還予定社債 ※１  207,600   274,400   66,800

未払金   83,383   94,695   11,312

未払法人税等   20,956   4,740   △16,216

未払費用   82,920   101,624   18,704

未成工事受入金   971,363   2,327,591   1,356,228

不動産事業受入金   5,730   5,814   83

預り金   36,573   41,306   4,733

完成工事補償引当金   68,483   104,272   35,789

賞与引当金   76,250   89,671   13,421

その他   77,283   71,619   △5,664

流動負債合計   8,322,204 52.1  10,561,922 59.5  2,239,717

Ⅱ　固定負債          

社債 ※１  1,313,600   1,289,200   △24,400

長期借入金 ※１  1,565,671   1,831,773   266,102

預り保証金   1,427,680   1,681,001   253,320

長期預り金   152,500   16,989   △135,510

繰延税金負債   ―   90,333   90,333

退職給付引当金   51,932   53,447   1,514

固定負債合計   4,511,384 28.3  4,962,745 28.0  451,361

負債合計   12,833,589 80.4  15,524,667 87.5  2,691,078

          

－ 3 －



  
前事業年度

（平成17年６月30日現在）

当事業年度

（平成18年６月30日現在）

比較増減

 

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

（資本の部）          

Ⅰ　資本金 ※２  867,500 5.4  ― ―  △867,500

Ⅱ　資本剰余金          

１　資本準備金   549,500   ―   △549,500

資本剰余金合計   549,500 3.4  ― ―  △549,500

Ⅲ　利益剰余金          

１　利益準備金   149,062   ―   △149,062

２　任意積立金          

(1）特別償却準備金 ※４ 1,023   ―   △1,023  

(2）別途積立金  1,200,000 1,201,023  ― ―  △1,200,000 △1,201,023

３　当期未処分利益   373,173   ―   △373,173

利益剰余金合計   1,723,259 10.8  ― ―  △1,723,259

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   76,409 0.5  ― ―  △76,409

Ⅴ　自己株式 ※５  △83,579 △0.5  ― ―  83,579

資本合計   3,133,089 19.6  ― ―  △3,133,089

負債及び資本合計   15,966,678 100.0  ― ―  △15,966,678

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

　１　資本金　   ― ―  867,500 4.9  867,500

　２　資本剰余金          

 　　(１)資本準備金   ―   549,500   549,500

　　　資本剰余金合計   ― ―  549,500 3.1  549,500

　３　利益剰余金          

 　　(１)利益準備金  ―   149,062   149,062  

 　　(２)その他利益剰余金          

 　　　　特別償却準備金  ―   1,023   1,023  

 　　　　別途積立金  ―   1,200,000   1,200,000  

 　　　　繰越利益剰余金  ―   △614,124   △614,124  

 　　 利益剰余金合計   ― ―  735,961 4.2  735,961

　４　自己株式   ― ―  △85,186 △0.5  △85,186

 　　 株主資本合計   ― ―  2,067,774 11.7  2,067,774

 Ⅱ　評価・換算差額等          

 　　その他有価証券評価差額金   ― ―  143,643 0.8  143,643

 　　評価・換算差額等合計   ― ―  143,643 0.8  143,643

 　　純資産合計   ― ―  2,211,417 12.5  2,211,417

 　　負債純資産合計   ― ―  17,736,085 100.0  17,736,085

－ 4 －



(2）損益計算書

  

前事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

当事業年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

 

比較増減 

 

区分
注記

番号
金額（千円）

比率

（％）
金額（千円）

比率

（％）
金額（千円）

Ⅰ　売上高          

完成工事高  15,689,040   12,315,184   △3,373,856  

不動産事業等売上高  7,850,668   3,682,160   △4,168,507  

その他事業売上高  423,020 23,962,729 100.0 869,165 16,866,510 100.0 446,145 △7,096,218

Ⅱ　売上原価          

完成工事原価  14,107,765   11,243,403   △2,864,361  

不動産事業等売上原価  7,285,395   3,619,533   △3,665,861  

その他事業売上原価  462,368 21,855,529 91.2 840,846 15,703,783 93.1 378,478 △6,151,745

売上総利益          

完成工事総利益  1,581,275   1,071,780   △509,494  

不動産事業等総利益  565,272   62,627   △502,645  

その他事業総利益

（△その他事業総損失）
 △39,348 2,107,199 8.8 28,319 1,162,727 6.9 67,667 △944,472

          

－ 5 －



  

前事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

当事業年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

 

比較増減 

 

区分
注記

番号
金額（千円）

比率

（％）
金額（千円）

比率

（％）
金額（千円）

Ⅲ　販売費及び一般管理費          

役員報酬  99,620   88,540   △11,079  

従業員給与手当  356,607   336,733   △19,874  

賞与  19,774   17,741   △2,033  

賞与引当金繰入額  51,543   31,247   △20,295  

退職給付費用  22,727   23,548   820  

法定福利費  46,922   52,869   5,947  

福利厚生費  19,016   26,231   7,214  

通信交通費  46,933   36,921   △10,011  

広告宣伝費  85,484   82,002   △3,482  

交際接待費  80,632   99,117   18,485  

減価償却費  44,994   37,869   △7,124  

賃借料  27,490   22,013   △5,477  

地代家賃  12,796   11,573   △1,222  

租税公課  79,814   37,082   △42,731  

事務用品費  28,097   30,336   2,239  

支払手数料  106,589   95,726   10,863  

貸倒引当金繰入額  5,558   ―   △5,558  

雑費  93,722 1,228,328 5.1 114,001 1,143,559 6.8 20,279 △84,768

営業利益   878,871 3.7  19,168 0.1  △859,703

Ⅳ　営業外収益          

受取利息 ※３ 13,761   14,296   535  

受取配当金  3,057   7,564   4,507  

匿名組合収益  138,033   254,404   116,370  

雑収入  13,712 168,564 0.7 21,066 297,331 1.8 7,353 128,767

Ⅴ　営業外費用          

支払利息割引料  292,288   243,635   △48,652  

社債利息  23,842   24,512   669  

貸倒引当金繰入額  30,557   ―   △30,557  

雑支出  62,869 409,557 1.7 17,204 285,351 1.7 △45,664 △124,205

経常利益   637,878 2.7  31,147 0.2  △606,730

－ 6 －



  

前事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

当事業年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

 

比較増減 

 

区分
注記

番号
金額（千円）

比率

（％）
金額（千円）

比率

（％）
金額（千円）

Ⅵ　特別利益  ― ― ―      

    　貸倒引当金戻入益  ― ― ― 2,375 2,375 0.0 2,375 2,375

Ⅶ　特別損失          

固定資産売却損 ※１ 363,604   331   △363,272  

固定資産除却損 ※２ 1,056   ―   △1,056  

役員退職慰労金  47,000   ―   △47,000  

減損損失 ※４ ―   436,115   436,115  

工事補償費  ―   61,000   61,000  

保証金整理損  ― 411,661 1.8 79,060 576,513 3.4 79,066 164,852

税引前当期純利益（△税

引前当期純損失）
  226,217 0.9  △542,990 △3.2  △769,208

法人税、住民税及び事業

税
 12,368   13,937   1,568  

追徴法人税等  18,263   ―   △18,263  

法人税等調整額  132,833 163,465 0.7 332,930 346,868 2.1 200,097 183,402

当期純利益（△当期純損

失）
  62,752 0.2  △889,858 △5.3  △952,610

前期繰越利益   375,400   ―   △375,400

中間配当額   64,978   ―   △64,978

当期未処分利益   373,173   ―   △373,173

          

－ 7 －



　　完成工事原価報告書

  
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

材料費  518,672 3.7 489,479 4.4

外注費  12,501,531 88.6 9,714,735 86.4

経費  1,087,561 7.7 1,039,187 9.2

（うち人件費）  (495,143) (3.5) (545,284) (4.9)

合計  14,107,765 100.0 11,243,403 100.0

      

　（注）　原価計算の方法は個別原価計算によっております。

不動産事業等売上原価報告書

  
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

土地原価  3,799,958 52.2 975,618 27.0

建物原価  726,583 10.0 224,150 6.2

不動産販売経費  357,934 4.9 15,569 0.4

不動産賃貸経費  2,400,919 32.9 2,404,195 66.4

合計  7,285,395 100.0 3,619,533 100.0

      

　（注）　原価計算の方法は個別原価計算によっております。

その他事業売上原価報告書

  
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

人件費  170,242 36.8 384,148 45.7

賃借料  107,808 23.3 175,916 20.9

その他経費  184,317 39.9 280,781 33.4

合計  462,368 100.0 840,846 100.0

      

　（注）　原価計算の方法は個別原価計算によっております。

－ 8 －



(3）利益処分案

  
前事業年度

株主総会承認日
（平成17年９月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   373,173

Ⅱ　任意積立金取崩額    

別途積立金取崩額  － －

合計   373,173

Ⅲ　利益処分額    

株主配当金  
64,965

（１株につき
５円）

64,965

Ⅳ　次期繰越利益   308,208

    

(4）株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成17年７月１日　至平成18年６月30日）

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

自己
株式

株主
資本
合計

 その他

有価証券

評価差額金資本
準備金

利益
準備金

 その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

特別
償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年６月30日　

残高

（千円）

867,500 549,500 149,062 1,023 1,200,000 373,173 1,723,259 △83,579 3,056,679 76,409 3,133,089

事業年度中の変動額

特別償却準備金の

取崩し
      －  －  －

剰余金の配当      △64,965 △64,965  △64,965  △64,965

剰余金の配当

（中間配当額）
     △32,474 △32,474  △32,474  △32,474

当期純利益      △889,858 △889,858  △889,858  △889,858

自己株式の取得       － △1,606 △1,606  △1,606

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額）

      －  － 67,233 67,233

事業年度中の

変動額合計

（千円）

－ － － － － △987,298 △987,298 △1,606 △988,905 67,233 △921,671

平成18年６月30日　

残高

（千円）

867,500 549,500 149,062 1,023 1,200,000 △614,124 735,961 △85,186 2,067,774 143,643 2,211,417
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１  有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

同左

その他有価証券

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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

販売用不動産

個別法による低価法

販売用不動産

同左

未成工事支出金

個別法による原価法

未成工事支出金

同左

不動産事業支出金

個別法による原価法

不動産事業支出金

同左

材料貯蔵品

移動平均法による原価法

材料貯蔵品

同左

３　固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

有形固定資産

同左

建物・構築物　10～47年

工具器具備品　２～15年

 

 

無形固定資産

定額法

なお、償却年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によっており

ます。ただし、ソフトウエア（自社利用

分）については、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法によってお

ります。

無形固定資産

定額法

同左

長期前払費用

定額法

長期前払費用

同左

４　繰延資産の処理方法 社債発行費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

なお、社債発行費は損益計算書上、営業

外費用の雑支出に含めて表示しておりま

す。

社債発行費

同左

５　引当金の計上基準 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。

貸倒引当金

同左

完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用に備える

ため、過去２年間の実績を基礎に計上し

ております。

完成工事補償引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、翌期

における支給見込額のうち当期負担分を

計上しております。

賞与引当金

同左

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。

なお、数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により、翌

事業年度から費用処理することとしてお

ります。

退職給付引当金

同左

６　収益及び費用の計上基準 完成工事高の計上は、原則として工事完成

基準によっております。

ただし、請負金額25億円以上、かつ工期１

年超の工事については工事進行基準を採用

しております。

工事進行基準によった完成工事高はありま

せん。

同左

７　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

引につきましては、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

８　ヘッジ会計の方法

 

イ　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理の方法によっておりま

す。ただし、金利キャップの特例処理

の要件を充たす金利キャップにつきま

しては、特例処理を採用しております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引及び金

利キャップ取引

ヘッジ対象…変動金利借入金

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ハ　ヘッジ方針

金利スワップ取引及び金利キャップ取

引は、金利変動のリスクヘッジに利用

することを基本としており、投機目的

のデリバティブ取引は行わない方針で

あります。

ハ　ヘッジ方針

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象の時価変動額

比率によって有効性を評価し、６ヶ月

毎に有効性の検証を実施しております。

なお、有効性の評価には、オプション

の時間的価値等を含んだ包括的な時価

を採用しております。ただし、特例処

理によっている金利キャップについて

は、有効性の評価を省略しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

９　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

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

象外消費税等は、当期の費用として処理

しております。

消費税等の会計処理

　　　　　　　同左

匿名組合出資金の会計処理

匿名組合への出資を行うに際して、匿名

組合財産の持分相当額を「投資有価証

券」もしくは「その他の関係会社有価証

券」として計上しております。

　匿名組合が獲得した純損益の持分相当

額については、「匿名組合収益（又は費

用）」に計上するとともに同額を「投資

有価証券」もしくは「その他の関係会社

有価証券」に加減し、営業者からの出資

金の払い戻しについては「投資有価証

券」もしくは「その他の関係会社有価証

券」を減額させております。

匿名組合出資金の会計処理

　　　　　　　同左
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　会計処理方法の変更

 
前事業年度

　　　　　　　　（自 平成16年７月１日
  　　　　　　  　至 平成17年６月30日）

 
当事業年度

　　　　　　　　（自 平成17年７月１日
 　　　　　　　 　至 平成18年６月30日）

 ―

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

 定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

 業会計審議会　平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に

 係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号

　　 平成15年10月31日）を適用しております。これにより

営業利益及び経常利益は4,510千円増加し、税引前当期純損

失は431,604千円増加しております。　　　　　　　　　　

 　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

 規則に基づき独立間接控除形式により表示しております。

 ―

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 　当事業年度より、「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2,211,417千円で

あります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における

貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（平成17年６月30日現在）

当事業年度
（平成18年６月30日現在）

貸借対照表関係

前事業年度まで区分掲記しておりました「出資金」（当

事業年度残高23,877千円）は、重要性が低下したため、

当事業年度より投資その他の資産の「その他」に含めて

表示しております。

前事業年度において投資その他の資産の「その他」に含

めておりました「保険積立金」（前事業年度末残高

198,324千円）は、重要性が増加したため、当事業年度

より区分掲記しております。

　──────

損益計算書関係

前事業年度において、「不動産事業等売上高」、「不動

産事業等売上原価」及び「不動産事業等総利益」に含め

ておりました「その他事業売上高」（53,733千円）、

「その他事業売上原価」（134,461千円）及び「その他

事業総損失」（80,727千円）は、重要性が増加したため、

当事業年度より区分掲記しております。

　　　　　　　　　──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年６月30日現在）

当事業年度
（平成18年６月30日現在）

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務は以

下のとおりであります。

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務は以

下のとおりであります。

イ　金融機関借入金等につき担保に供している資産 イ　金融機関借入金等につき担保に供している資産

不動産事業支出金 1,635,955千円

建物 1,643,846

土地 1,603,148

投資有価証券 255,649

差入保証金 1,687,516

計 6,826,117

現金及び預金 240,000千円

不動産事業支出金 969,195 

建物 1,548,598

土地 1,491,775 

投資有価証券 363,716 

差入保証金 1,681,516 

計 6,294,802

上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 1,715,000千円

１年以内返済予定

長期借入金
740,200

長期借入金 1,232,000

社債 830,000

計 4,517,200

短期借入金 1,340,000千円

１年以内返済予定

長期借入金
451,172 

１年以内償還予定社債 274,400 

長期借入金 1,537,492 

社債 1,289,200 

計 4,892,264

ロ　信用保証会社に対する手付金等保証のための担保

に供している資産

ロ　信用保証会社に対する手付金等保証のための担保

に供している資産

差入保証金 28,970千円 差入保証金 28,970千円

ハ　土地賃貸契約につき担保に供している資産 ハ　土地賃貸契約につき担保に供している資産

土地 221,785千円 土地 119,887千円

※２　会社が発行する株式の総数及び発行済株式の総数 ※２　　　　　　　　──────

会社が発行する株式の総数

普通株式 44,000,000株

ただし、株式消却が行われた場合には、これに相当

する株式数を減ずる。

 

発行済株式の総数  

普通株式 13,312,200株

　３　偶発債務 　３　偶発債務

イ　受取手形割引高 イ　受取手形割引高

　　　　　　　　──────

 517,293千円   

ロ　顧客住宅ローンに関する抵当権設定登記完了まで

の金融機関及び住宅金融専門会社等に対する

ロ　顧客住宅ローンに関する抵当権設定登記完了まで

の金融機関及び住宅金融専門会社等に対する

債務保証 21,654千円 債務保証 72,800千円

ハ　金融機関等借入金に対する債務保証 ハ　金融機関等借入金に対する債務保証

              　――――――

(有)大名ワン 2,267,142千円
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前事業年度
（平成17年６月30日現在）

当事業年度
（平成18年６月30日現在）

※４　特別償却準備金は租税特別措置法の規定に基づく積

立額であります。

※４　　　　　　　　　 同左

※５　自己株式の保有数 ※５　　　　　　　　──────

普通株式 319,144株

　６　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は76,409千円

であります。

　６　　　　　　　　──────

※７　　　　　　　　──────

 

※７　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　固定資産売却損の内訳は次の通りであります。 ※１　固定資産売却損の内訳は次の通りであります。

建物 26,044千円

土地 337,559千円

 363,604千円

建物 168千円

工具器具備品 163千円

 331千円

※２　固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 ※２　   　　　　　 ――――――

建物 1,056千円   

※３　関係会社に係る主な営業外収益の内訳は次のとおり

であります。

※３　関係会社に係る主な営業外収益の内訳は次のとおり

であります。

受取利息 10,338千円 受取利息 9,700千円

 ※４　減損損失

 　　　当社は当事業年度において以下のとおり減損損失

　　　 を計上しました。

 　　　①減損損失を認識した主な資産又は資産グループ

用途 種類 場所 減損損失(千円)

 賃貸用資産
土地及び建物・

構築物等 
 横浜市 305,370

 賃貸用資産
土地及び建物・

構築物等 
 福岡市 65,549

 遊休資産
土地及び

電話加入権
 横浜市 65,195

　　   ②減損損失に至った経緯

 　　  賃貸不動産に係る賃料水準及び継続的な地価の下

       落等により、減損損失を認識しております。

 　　  ③減損損失の金額

建物・構築物 55,123千円

土地 372,798千円

その他 8,193千円

計 436,115千円

 　　  ④資産グルーピングの方法

 　　  当社は減損会計の適用に当たって、原則として事

       業の種類別セグメントを基礎とした単位のグルー

       ピングを行っております。なお、賃貸用資産、高

       齢者福祉事業に係る資産及び遊休資産については、

       個々の 物件をグルーピングの最小単位としており

       ます。
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前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 　　  ⑤回収可能価格の算定方法

 　　  回収可能価格を正味売却価格により測定している

       場合には、不動産鑑定評価等より算定しておりま

       す。また使用価値により測定している場合には、

　　　 将来キャッシュ・フローを4.0％で割り引いて算

       定しております。
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 (株主資本等変動計算書関係)

当事業年度（自　平成17年７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
 

 
前期末株式数

(株)

当期増加株式数

(株)

当期減少株式数

(株)

当期末株式数

(株)

　自己株式     

　　　普通株式(注) 319,144 5,100 ― 324,244

　　　　　合計 319,144 5,100 ― 324,244

　(注)自己株式数の増加5,100株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

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）

期末残高相
当額
（千円）

車両運搬具 98,701 63,962 34,739

工具器具・備品 138,327 36,840 101,487

機械 27,919 10,181 17,737

長期前払費用 6,840 6,156 684

計 271,788 117,139 154,648

 
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）

車両運搬具 70,831 35,793 35,038

工具器具・備品 138,327 62,365 75,962

機械 27,919 15,462 12,456

長期前払費用 6,840 6,840 －

計 243,918 120,461 123,457

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。

　（注）　　　　　　　 同左

２　未経過リース料期末残高相当額 ２　未経過リース料期末残高相当額

  

１年以内 40,963千円

１年超 113,685千円

計 154,648千円

１年以内 37,271千円

１年超 86,186千円

計 123,457千円

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

　（注）　　　　　　　 同左

３　支払リース料及び減価償却費相当額 ３　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 41,551千円

減価償却費相当額 41,551千円

支払リース料 41,538千円

減価償却費相当額 41,538千円

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

②　有価証券

　前事業年度（自平成16年７月１日　至平成17年６月30日）及び当事業年度（自平成17年７月１日　至平成18年６

月30日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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③　税効果会計

前事業年度 当事業年度

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

繰越欠損金 136,171千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 165,087千円

賞与引当金損金算入限度超過額 30,728千円

完成工事補償引当金損金

算入限度超過額
27,598千円

その他 13,299千円

繰延税金資産（流動資産）計 372,885千円

減価償却費償却限度超過額 16,849千円

投資有価証券評価損否認額 11,040千円

退職給付引当金繰入限度超過額 20,928千円

会員権評価損否認額 53,644千円

その他 2,482千円

繰延税金資産（固定資産）計 104,945千円

繰延税金資産合計 477,831千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 51,579千円

特別償却準備金積立額 604千円

繰延税金負債（固定負債）計 52,184千円

繰延税金負債合計 52,184千円

繰延税金資産の純額 425,647千円

繰延税金資産  

繰越欠損金 113,166千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 169,563千円

賞与引当金損金算入限度超過額 36,137千円

完成工事補償引当金損金

算入限度超過額
42,021千円

その他 5,907千円

繰延税金資産（流動資産）計 366,797千円

減価償却費償却限度超過額 15,560千円

投資有価証券評価損否認額 10,693千円

退職給付引当金繰入限度超過額 21,539千円

会員権評価損否認額 53,644千円

 固定資産減損否認額 172,498千円

 保証金整理損否認額 31,863千円

その他 12,246千円

繰延税金資産（固定資産）計 318,046千円

繰延税金資産小計 684,843千円

評価性引当金 △540,166千円

繰延税金資産合計 144,677千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 96,965千円

特別償却準備金積立額 380千円

繰延税金負債（固定負債）計 97,345千円

繰延税金負債合計 97,345千円

繰延税金資産の純額 47,331千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.3％

交際費等永久に損金に

算入されない項目
15.6％

住民税均等割等 2.9％

追徴法人税等 11.8％

その他 1.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 72.3％

法定実効税率 40.3％

交際費等永久に損金に

算入されない項目
△8.1％

住民税均等割等 △1.1％

税務上の繰越欠損金の利用 4.0％

評価性引当金の純増減 △99.5％

その他 0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △63.9％
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④　１株当たり情報

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 241円14銭

１株当たり当期純利益 4円83銭

１株当たり純資産額 170円27銭

１株当たり当期純損失 68円50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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

（注）１株当たり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。

（注）１株当たり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。

当期純利益  62,752千円

普通株主に帰属しない金額  ─

普通株式に係る当期純利益  62,752千円

期中平均株式数 普通株式 12,995,359株

当期純損失  889,858千円

普通株主に帰属しない金額  ─

普通株式に係る当期純損失  889,858千円

期中平均株式数 普通株式 12,990,169株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

旧商法第210条の２の規定に基づくストックオプション

１種類（上限305,000株）であります。

旧商法第210条の２の規定に基づくストックオプション

１種類（上限305,000株）であります。

⑤　重要な後発事象

前事業年度 当事業年度

　該当事項はありません。 　同左
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