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１．平成18年７月期の連結業績（平成17年８月１日～平成18年７月31日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年７月期 34,760 (9.2) 3,490 (29.3) 2,387 (25.7)

17年７月期 31,838 (12.3) 2,700 (12.4) 1,898 (10.5)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年７月期 1,341 (△9.3) 163 47 163 38 16.3 5.2 6.9

17年７月期 1,479 (38.7) 379 43 374 53 24.2 4.9 5.9

（注）①持分法投資損益 18年７月期 △52百万円 17年７月期 1百万円

②期中平均株式数（連結） 18年７月期 8,207,594株 17年７月期 3,726,027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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）連結財政状態  

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７月期 48,704 9,645 19.8 1,127 28

17年７月期 43,639 6,795 15.6 1,781 41

（注）期末発行済株式数（連結） 18年７月期 8,556,700株 17年７月期 3,777,350株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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７月期 △9,303 △113 11,074 3,347

17年７月期 △8,993 1,824 6,863 1,690

(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 ２社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 ２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） 1社 （除外） －社

２．19年７月期の連結業績予想（平成18年８月１日～平成19年７月31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 7,002 △736 △736

通期 37,000 2,600 1,430

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）167 円 12 銭

(注) 上記の予想は本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提としています。実際の業績は、今

後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社(株式会社明豊エンタープライズ)及び子会社株式会社東京テナントセンター（㈱明豊プロパ

ティーズに平成18年８月１日付けで社名変更)、株式会社明豊コーポレーション（平成18年６月２日設立））により構

成されており、不動産分譲事業、不動産賃貸事業、不動産仲介事業及びこれらに付随する業務を行っております。

　当社グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 区分 事業内容

不動産分譲事業

自社単独物件

外断熱工法を採用した100年耐用型マンションを主とし、自社ブランド「シェ

ルゼ」シリーズを中心に行う一般分譲、および「サンフル」ブランドのJ-

REIT等への一括売却

共同事業物件
マンションデベロッパーに対してマンション用地情報を含む企画を提案し、

共同事業として行う分譲マンションの展開

不動産賃貸事業

賃貸マンション・アパート等のオーナーより一括賃借し、オーナー収入を

保証すると共に、一定の利潤を加算し賃貸（転貸）および自社保有物件の

賃貸

不動産仲介事業
不動産分譲事業に付随して発生するマンション用地等の仲介事業、加えて、

取引先等からの依頼による不動産仲介

その他事業

不動産分譲事業により派生する各種受託、土地使用による手数料、子会社

である株式会社東京テナントセンターの賃貸管理代理業務の手数料、工事

請負業務等

［事業系統図］

　企業集団の事業系統図は、次のとおりであります。
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２．経営方針
（1） 会社経営の基本方針

 当社は平成17年12月に、「中期経営計画」を策定し「6年後の平成23年に“シェルゼ”年間1,000戸供給体制の確

立とＪ－ＲＥＩＴ向けの賃貸物件の開発事業を積極的に推進し、グループ会社（株式会社東京テナントセンター、

株式会社明豊コーポレーション）との相乗効果を図る」ことを目標としています。基本方針は以下のとおりです。

①　住宅系不動産業を中核とし、60名強の少数精鋭にて、高い収益率を生み出すプロ集団を目指す。

②　お客様からの高い評価、信頼を得るために、常に新しいものへのチャレンジする企業として「挑戦」と「対応」

をキーワードに、常に顧客のニーズを先取りし、柔軟に対応していく。

③　高い収益、安定した収益を確保するために、顧客ニーズを先取りしたマーケティングを実現し、これを付加価

値に変えていく発想・アイデアを生み出していく。 

この基本方針を実践するために「リビング・サービス・システム」の充実とともに、他社とは差別化した健康・

快適・省エネで資産価値の維持できる、外断熱工法を採用した新100年耐用型分譲マンション「シェルゼ」の供給拡

大と、外断熱工法を採用した100年耐用型の賃貸マンション「サンフルプロセンチュリー」の供給拡大に積極的に取

り組んでまいります。

（2） 会社の利益配分に関する基本方針

　　企業価値の更なる増大を目指し、収益性の高い事業の投資に備えた内部留保の充実を図るとともに、事業環境や

業績、財務状態の推移を見据えたうえで、配当水準の維持・向上に努めてまいります。

平成18年７月期（第38期）の期末配当（年間）は１株につき20円を予定しております。（平成17年７月期（第37期）

の期末配当（年間）は40円でしたが、平成17年９月20日付をもって１株を２株に分割しております。）

なお、会社法の施行により配当の回数制限が廃止されましたが、従来どおり当社は年１回配当（期末）を継続いた

します。 

（3） 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、個人投資家が参加しやすい環境を整え、個人株主の拡大および株式の流通活性化を図るため、平成17年

9月20日付をもって当社株式１株を２株に分割いたしました。

　　なお、今後の当社株式の投資単位の引下げに関しましては、現段階においては未定でありますが、今後の当社の

株価水準や株主構成、当社株式の流通状況等の推移を勘案し、慎重に検討してまいる所存です。

（4） 目標とする経営指標

　当社は今期第38期（平成18年７月期）から第40期（平成20年７月期）の中期３ヵ年経営計画を開示しており、最

終年度にあたる第40期（平成20年７月期）は売上高500億、経常利益33億円（連結ベース）を目標としております。

（5） 中長期的な会社の経営戦略

　平成17年12月27日付策定の中期経営計画において、「物造りにこだわり、健康、快適、安全で資産価値の高いマ

ンションをその価値に見合った価格にて供給する少数精鋭の総合デベロッパーを目指す。」を基本方針として、第

38期（平成18年７月期）を初年度とした中期３ヵ年を「外断熱工法を採用した100年耐用型分譲マンションの第一号

案件“サンフル池上シェルゼ”の竣工前完売を受け、６年後には、シェルゼを年間1,000戸供給する体制の確立を図

ると共に、不動産賃貸事業につてはＪ－ＲＥＩＴ向けの収益案件の開発事業を積極的に推進し、株式会社東京テナ

ントセンターとの相乗効果を図っていくための前半３ヵ年計画」として位置づけております。

　また、平成18年７月期をブランド確立の１年間と位置付け、1,000戸供給体制の確立のために土地仕込み部隊と企

画部隊の強化を図り、平成20年７月期の数値目標（連結ベース）として、シェルゼ400戸供給を目指し、売上高500

億円、経常利益33億円を目標としております。

　なお、本計画は単に数値的目標設定に留まらず、基本方針の実現を目指して、経営の方向性を定め、この３ヵ年

で着実に新たな基盤を確立して行うというものであります。　

(6）会社の対処すべき課題

　当社グループを取り巻く経営環境は、近年大きく変化しております。経済・社会の成熟化が進行する中、マン

ション購入者や入居者のニーズは多様化・高度化の度合を強め、また機関投資家や個人投資家の投資ポートフォー

リオに占める不動産のポジションも高まってきており、高度な専門性を備えた不動産開発、不動産運営に対する

ニーズも増大してきております。このような環境認識に基づき、当社はリビング・サービス・システムと外断熱工

法を採用した100年耐用型マンション「シェルゼ」、賃貸におけるFIX-ed30システムを軸にすえ、積極的かつ柔軟

に対応してまいります。
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①　多様化・高度化するマンション購入者ニーズへの的確な対応

個人消費及び雇用環境等にも明るい兆しが見られてきた中、当社の経営戦略としては、従来に増して多様化、高

度化するマンション購入者ニーズへ的確に対応することが不可欠であります。当社としては、従来のマンション

分譲事業での購入者との関係を見直し、物件引渡しでの購入者との関係完結ではなく、物件引渡し後においても

長期にわたり購入者との関係を構築し、ソフト・ハードの両面において住生活に係わるサービスを提供すること

が、最大の購入者ニーズに合致するとの認識の下、ソフト的対応としてリビング・サービス・システム

（L.S.S.）を、ハード的対応として外断熱工法を採用した100年耐用型マンションの供給をもって対処してまい

ります。

(a）リビング・サービス・システム（L.S.S.）の整備

従来のマンション分譲事業においては、マンション購入者に物件を引渡す時点で関係を完結させていました。

これに対し当社は、マンション購入後においても、購入者と一生涯に亘る関係を構築するため、リニューア

ル・買い替え・買取り・転勤時の賃貸等、住まいと暮らしの様々な相談・要望事項に事業主としてお応えす

るリビング・サービス・システム（L.S.S.）を構築しております。

(b）外断熱工法を採用した100年耐用型マンション

　当社は、お客様との長いお付き合いを続けていくためには、長く・快適にお住まいいただける住宅の供給

が前提となるとの認識の下、健康と環境に配慮した外断熱工法を採用した100年耐用型マンションの研究、

開発のために平成15年９月に、「サンフル高井戸プロセンチュリー（25戸）」を賃貸マンションとして竣

工・稼動させ、以降、「サンフル豊洲プロセンチュリー（平成17年１月竣工、住宅223戸、店舗１戸）」、

「サンフル目黒青葉台プロセンチュリー（平成17年２月竣工、40戸）」の２棟を竣工・稼動させてまいりま

した。これにより強硬度コンクリートと外断熱を採用することで躯体強度を高め、耐久性を高めるとともに

設備の陳腐化にも対応できるよう二重床構造にして設備の更新、水回り・間取りの変更にも対応した外断熱

工法を採用した100年耐用型マンションの供給ノウハウを蓄積するとともに、賃貸住宅資産としての稼動率・

賃料面での優位性を確認いたしました。

　外断熱工法は建物躯体を断熱材ですっぽり覆うことでマンションの躯体そのものが外部の温度変化の影響

を受けにくい構造となり、コンクリートの蓄熱効果を最大限に活用できるとともにコンクリートの劣化抑制

効果も期待できる工法であり、結露の抑制、カビ、ダニ等の発生を押える効果、ヒートショックの抑制効果

等の健康面でのメリットとともに、建て替えの回数削減、蓄熱効果による冷暖房費の削減等でのメリットも

大きく、平成17年２月の京都議定書の締結以降、地球環境への配慮する意味でも着目されているものです。

　当社は、今後の事業展開において外断熱工法を採用した100年耐用型マンションを当社の主力商品に位置

づけ、自社ブランド商品名を「シェルゼ」と命名し、満を持して第一号物件を東京都大田区池上に「サンフ

ル池上シェルゼ」として発表し、平成18年1月の竣工前に好評のうちに完売いたしました。引き続き「シェ

ルゼ府中の森公園（平成19年4月竣工予定）」、「シェルゼ千駄木（平成19年7月竣工予定）」、「シェルゼ

木場公園（平成20年3月竣工予定）」が始動しております。そのほか東京都世田谷区砧、杉並区上高井戸、

神奈川県鎌倉も計画しております。

　また、外断熱工法の利点をお客様に知っていただき、より良く理解・体感していただくため、平成18年5

月に目黒区目黒にシェルゼパビリオンを竣工し、シアター、体感コーナー、体験宿泊ルームを通じ、外断熱

の効果、ブランドの認知向上のための広告宣伝活動の推進を続けております。

(c）FIX-ed30システムの推進

　不動産賃貸部門においては、株式会社東京テナントセンターより、賃貸不動産オーナーに向けて、外断熱

工法を採用した100年耐用型マンションに対して30年間のサブリース対応を行うFIX-ed30システムを構築し

ております。FIX-ed30システムは、外断熱工法を採用した100年耐用型マンションの資産性の高さをより具

体的な形でオーナーの方々に提供するとともに、その入居者にも健康面でのメリットを提供できるものとし

て、今後推進してまいります。

 　　②　業績の安定化・強固な財務体質の構築

         (a）資金調達手段の多様化

         　　　従来進めてまいりました許可取得済みの不動産特定共同事業あるいはＳＰＣ設立によるプロジェクト・

　　　　　　　ファイナンス（ノンリコースローン）、不動産証券化等の流動化、公募増資等による資金調達手段の多様

　　　　　　　化を図り、強固な財務体質の構築を継続推進して図ってまいります。

          (b）収益の確保

           　　従来、マンション分譲事業における市場・相場の変動への対応として、売上高および収益の一定水準の

　　　　　　　確保を目指して展開しておりました不動産賃貸事業につきましては、ファンドへの売却、流動化を促進し

　　　　　　　連結子会社の株式会社東京テナントセンターのリーシング業務並びにPM事業へ移行し、当社業務としての

　　　　　　　不動産賃貸事業は縮小するものといたします。
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 　　　　　　　今後当社は、少数精鋭を徹底し、私募不動産ファンド・J－REIT、等への一棟売りを含めたデベロッパー

　　　　　　　業務に資源を集中しより高い収益の追及をしてまいります。
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 　　③　新規事業、新たなビジネス・チャンスへの対処

 　　　　(a）不動産投資信託市場への積極的な対応

 　　　　　　　当社は、従来、私募不動産ファンド・J－REIT等へ向けた賃貸物件の開発事業を積極的に推進してまいり

　　　　　　　ましたが、外断熱工法を採用した100年耐用型マンションを主に環境配慮型住宅を運用対象とするJ－REIT

　　　　　　　立ち上げのため、平成17年３月にアセットマネジメント会社「エコロジー・アセットマネジメント株式会

　　　　　　　社」を当社他４社にて設立するとともに、豊洲・青葉台・高井戸の３物件を主体とする私募不動産ファン

　　　　　　　ド「エコ・ファンド」を組成いたしました。

　　　　　　　 今後、「エコロジー・アセットマネジメント株式会社」の下で上場J－REITへの早期立ち上げを図り、環

　　　　　　　境に配慮した物件を中心に中長期の安定収益の確保を目指した運用を行っていく予定です。

 　　　　　　　当社は今後、「エコロジー・アセットマネジメント株式会社」の設立するJ－REIT向けの賃貸分野におけ

　　　　　　　る外断熱工法を採用した100年耐用型賃貸マンション「サンフル・プロセンチュリー」の供給を推進して

　　　　　　　まいります。

 　　　　(b）中国市場への進出に向けた取組み

 　　　　　　　将来の当社事業拡大のため、新たな外断熱工法を採用した100年耐用型マンション分譲マーケットとして

　　　　　　　の中国市場の研究を進めております。
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(7）会社の経営管理組織の整備等（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並びに

内部管理体制の整備・運用状況

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

　当社は、コーポレート・ガバナンスの高まりに対応し、特に近時の反社会的な企業不祥事の続発に鑑み、株主重

視の観点からより一層のガラス張りの経営を目指し、随時・適宜のＩＲ活動を行なうことにより、経営陣が忠実に

株主並びに一般投資家の負託に応えられるものと考えております。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

ａ．会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

①　取締役会の状況

　取締役会については、取締役７名で構成されており、原則月１回の定例取締役会と必要に応じて臨時取締

役会を開催しており、経営に関する重要事項及び法令又は定款で定められた事項を決議しております。なお、

社外取締役は選任しておりません。

②　監査役会の状況

　当社は、経営監督機能として、監査役制度を採用しており、監査役会が取締役の職務遂行の監査を実施し

ております。

　監査役は、当社業務に精通した常勤監査役１名、非常勤監査役３名（非常勤社外監査役２名含）で構成し、

取締役会に出席し独立した立場で適宜、意見表明、経営監視を行うとともに、内部監査室や会計監査人とも

情報交換を行い監査機能の充実に努めております。

③　内部監査の状況

　社長直属の内部監査室を設置し、年間監査計画に基づき内部監査を実施しております。監査結果は随時社

長に報告され、必要に応じて被監査部門に対して改善指導を行います。

④　内部統制システムの整備の状況

　当社は平成18年5月23日開催の取締役会において会社法362条第4項第6号に基づいて当社の内部統制システ

ムの構築における基本方針を決議し、遵守すべき基本方針を明確にし、会社法施行規則第100条に定める内部

統制システムの体制整備に必要とされる各条項に関する基本原則を定めました。本基本方針に基づく内部統

制システムの構築を速やかに実行し、定期に見直しを行い、改善することにより、適法で効率的な企業体制

を目指します。 

⑤　リスク管理体制の整備の状況

　企業経営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクについて的確に対処していくため、当社は、コンプラ

イアンスの重要性を認識し、適正な業務運営の確保に努めております。また、対外リスクにおいては、必要

に応じて顧問弁護士等にリスクに対する公正・適切な助言指導を受けております。

⑥　会計監査の状況

　会計監査人であるあずさ監査法人との間で監査契約を締結しており、会社法に基づく会計監査及び証券取

引法に基づく会計監査を受けております。

　なお、業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数及び監査業務にかかる補助者の構成については以

下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名

指定社員・業務執行社員：飯塚　昇、浅野俊治

＊関与年数については、全員７年以内であるため記載を省略しております。

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士８名　会計士補６名　

⑦　役員報酬及び監査報酬

　当期における当社の取締役並びに監査役に対する役員報酬及び監査法人に対する監査報酬は、以下のとお

りであります。

役員報酬等

取締役及び監査役に支払った報酬等の額

取締役の年間報酬総額：129,043千円

監査役の年間報酬総額： 17,500千円

監査報酬

公認会計士法第２条第１項の業務に対する報酬：28,800千円

上記以外に基づく報酬はありません。
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ｂ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係の概要

当社は社外取締役を選任しておりません。また、社外監査役は２名を選任しており、中川美奈雄氏は当社株式

を208,200株（持株比率2.43％）、藤谷庸夫氏は同じく12,000株(持株比率0.14％)を保有しております。その他

の特段の利害関係はありません。

ｃ．会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　取締役会において、経営上の課題やリスク回避について深く議論を行い、常勤監査役は全ての取締役会に出席

し、審議・決定いたしました。

　監査役会は、取締役会並びに会社の重要な会議に全て出席し、あらゆる角度から、会議の内容を分析し、情報

収集を行いました。

　また、取締役会のほかに、企業グループとしての業務執行の方針及び内容の確認・意見交換・情報共有化を目

的とした機関として当社の役員・常勤監査役・役職者全員を構成員とする経営会議を設けており毎週１回開催い

たしました。また、経営の合理化・効率化および業務の適正な遂行をはかることを目的とした内部監査室、監査

役会及び会計監査人とも連携し、会計監査・業務監査を実施いたしました。

　なお、個人情報の保護法の施行に対応すべく、管理体制の一層の拡充が不可欠であると認識し、責任・監督・

管理体制の確保に向けた社内体制の整備を実施いたしました。

　経営の透明性を高めるために積極的なディスクロジャーを実施することが必要と考え、当社ホームページ上に

ＩＲ情報の開示やニュースリリースを配信しているほか、ＩＲ担当を２名配置し適時プレス発表を実施し、証券

アナリスト・機関投資家向けの業績説明会を適時開催しております。

(8) 親会社等に関する事項

　　当該事項はありません。

(9）内部管理体制の整備・運用状況　

　 ①　内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規定の整備状況その他内部管理体制の整備の

状況

当社の内部牽制組織体制の模式図は以下の通りであります。（平成18年7月31日現在）
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当社は、内部統制システムとして代表取締役社長直轄に内部監査室を設け、業務活動の全般に関し、各部門の

方針・計画・手続きの妥当性や業務実施の有効性、法律・法令の遵守状況について内部監査を実施しており、内

部監査報告書を作成し、業務の改善に向け具体的な助言・勧告を行っており、同時に社長に対しても報告書を提

出しています。各部門の責任者は、報告書で指摘された助言・勧告に対して部門の社員にブレークダウンして討

議し、速やかに回答書を内部監査室に提出します。内部監査室は各部門から提出された回答書を吟味し、必要と

あれば追加回答書を各部門に求めるとともに、回答書どおりの業務実施が行われているかを定期的に監査してお

ります。 

   ②　内部管理体制の充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況

当社は、管理部法務グループを中心に社員教育の一環として、コンプライアンスの強化・徹底を図っており、

経営の健全性、透明性、効率性の向上という観点から内部管理体制およびコーポレートガバナンスの充実に引き

続き努めてまいります。

－ 9 －



３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

【当期の概況】

当連結会計年度の売上高は、347億60百万円（前連結会計年度比9.2％増）、営業利益は、34億90百万円（同29.3％

増）、経常利益は、23億87百万円（同25.7％増）、当期純利益は、13億41百万円（同9.3％減）となりました。

当連結会計年度の業績は以下の通りであります。

[当期連結業績の概要]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 区分 平成18年７月期 平成17年７月期 対前期比 増減率

 売上高 34,760 31,838 2,921 9.2％

 営業利益 3,490 2,700 790 29.3％

 経常利益 2,387 1,898 488 25.7％

 当期純利益 1,341 1,479 △138 △9.3% 

【事業の種類別セグメント概況】

 不動産分譲事業につきましては、自社単独分譲事業として、「サンフル池上シェルゼ」（36戸）の竣工前完売(平成

18年1月竣工）、「サンフル宝塚シティブレス」（155戸）の竣工時完売（平成17年12月竣工）の２件と、共同事業物

件として「AKISHIMA STATION FRONTグレイディア」、「ガーデンズコート武蔵小杉」等の大型物件をはじめ９物件の

供給を行い、好調に完売いたしました。また、当社にて開発した賃貸マンションの不動産ファンドへの売却に際し、

子会社の㈱明豊プロパティーによる当初設定賃料を上回る賃料にてリーシングを行ない、稼働率をほぼ100％まで高め

たことにより、当初計画より売上・利益が上回りました。この結果、当期の売上高は、322億69百万円（前期比13.2％

増）、営業利益は、36億21百万円（前期比56.8％増）となりました。

 [連結セグメント別業績]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

事業の種類別　　

　　セグメントの

名称

 

 平成18年７月期

 

 

 平成17年７月期

 

対前期比 

増減 率 

  売上高 営業利益 売上高 営業利益  売上高  営業利益  売上高   営業利益 

 不動産分譲事業　 32,269 3,621 28,495 2,309 3,774 1,312 13.2% 56.8% 

 不動産賃貸事業 2,160 526 2,058 325 101 200 5.0% 61.5% 

 不動産仲介事業 256 122 1,167 498 △910 △375 △78.0% △75.4%

 その他の事業 162 126 137 122 25 4 　 18.2% 3.5% 

 消去又は全社 △89 △906 △19 △555 △69 △350   353.4% △63.1%

 合計 34,760 3,490 31,838 2,700 2,921 790 9.2% 29.3%

 

２．セグメント業績の概要（単位：百万円）

（1）不動産分譲事業

売上高の内訳　

 平成18年７月期 平成17年７月期 増減 率(%)

 共同事業 15,947 16,402 △455 △2.8

 単独事業 16,322 12,092 4,230 35.0

 合計 32,269 28,495 3,774 13.2

（2）不動産賃貸事業　　　   

 　不動産賃貸事業につきましては、当期の売上高は、21億60百万円（前期比5.0％増）、営業利益は5億26百万円

（前期比61.5％増）となりました。

（3）不動産仲介事業　　　　　　

　　不動産仲介事業につきましては、仙台プロジェクトの仲介をはじめ、4物件の仲介となり、当期の売上高は、

2億56百万円（前期比78.0%減）、営業利益は、1億22百万円（前期比75.4％減）となりました。

（4）その他の事業　　　　　　　    

　　その他の事業につきましては、不動産事業に派生したものとして、売上高は１億62百万円（前期比18.2％増）、

　営業利益１億26百万円（前期比3.5％増）となりました。
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３．次期の業績の見通し（単位：百万円）

（1）連結業績の見通し　　　　　　　

 平成19年７月期 平成18年７月期 増減 率

  売上高 37,000 34,760 2,240 6.4%

  経常利益 2,600 2,387 212    8.9%

　当期純利益 1,430 1,341 88 6.6%

     　次期の見通しにつきましては、不動産分譲事業の単独事業につきましては、平成18年１月に外断熱工法を採用し

た100年耐用型マンション「サンフル池上シェルゼ」の竣工前完売に引き続き「シェルゼ府中の森公園（平成19年4

月竣工予定）」、「シェルゼ千駄木（平成19年7月竣工予定）」、が始動しております。

    　 また、外断熱工法の利点をお客様に知っていただき、より良く理解・体感していただくため、平成18年5月に目黒

区目黒にシェルゼパビリオンを竣工し、シアター、体感コーナー、体験宿泊ルームを通じ、外断熱の効果、ブラン

ドの認知向上のための広告宣伝活動の推進を続けております。

     　平成19年７月期の連結の業績見通しにつきましては、連結売上高370億円（前期比6.4%増）、連結経常利益26億

（前期比8.9%増）、連結当期純利益14億30百万円（前期比6.6％増）、また、平成19年７月期の個別業績見通しにつ

きましては、売上高350億円（前期比7.2％増）、経常利益25億（前期比5.8％増）、当期純利益13億78百万円（前期

比0.9％増）を見込んでおります。

 （注）本資料における業績見通しなどの将来予想に関する記述内容は、当企業グループが現時点で合理的である一定の

　　　前提に基づいており、実際の業績結果などは異なることがあります。

４．財政状態   

当期のキャッシュ・フロー

　当連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、順調な開発用地取得によりた

な卸資産の増加があったものの大型引渡物件の売掛金の減少があり、また新築マンション分譲事業が順調に推移し

たことや、当社組成の「エコ・ファンド」及び不動産ファンドへの有形・無形固定資産の売却による収入があった

ため、前連結会計期間末に比べ、16億57百万円増加し当連結会計期間末には33億47百万円となりました。

（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、新築マンション分譲事業が順調に推移したことにより税金等調整前当期

純利益24億02百万円の収入がありましたが、順調な開発用地取得によるたな卸資産の増加により61億49百万円の支

出や仕入債務の減少による47億07百万円の支出等があったため、93億03百万円の支出（前連結会計年度比3.5％支出

増）となりました。

（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、定期預金の払戻による５億円の収入や投資有価証券の売却による６億70

百万円の収入がありましたが、目黒パビリオン建設による３億60百万円の支出、短期貸付金による３億60百万円の

支出、投資有価証券の購入による４億55百万円の支出等があったため、１億13百万円の支出（前期は18億24百万円

の収入）となりました。

（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、不動産分譲事業における分譲マンション竣工・販売による事業資金の長

期借入金返済額199億96百万円となりましたが、順調な開発用地取得により長期借入による収入が292億34百万円と

なり、110億74百万円の収入（前連結会計年度比61.3％収入増）となりました。
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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16年７月期 平成17年７月期 平成18年７月期

自己資本比率（％） 16.3 15.6 19.8

時価ベースの自己資本比率（％） 52.6 30.1 21.4

債務償還年数（年） 3.5 ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 8.6 ― ―

　（注）　自己資本比率＝自己資本／総資産

時価ベースの自己資本資本比率＝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

※　いずれも連結ベースの財務数値より計算しております。

※　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。

※　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。

※　平成17年７月期及び平成18年７月の債務償還年数とインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、

営業キャッシュ・フローがマイナスのため表示しておりません。

※　当社は、平成17年9月20日付をもって1株を2株の割合で株式分割を行っており、平成17年7月末時点の株価

は権利落ち後の株価となっております。平成17年７月末の時価ベースの株主資本比率を算出するため、株

式時価総額につきましては、権利落ち後の株価に分割割合を乗じて算定しております。

  次期の財政状態の見通し

 通期の設備投資額は5,000万円、減価償却は6,000万円、期末有利子負債残高は460億円と見込んでおります。

 （注）本資料における業績見通しなどの将来予想に関する記述内容は、当企業グループが現時点で合理的である一定

　　の前提に基づいており、実際の業績結果などは異なることがあります。

４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績
    平成17年12月６日付けで実施した時価発行公募増資（調達額17億円）の資金使途計画及び資金使途実績について概略

以下のとおりであります。

    (1）資金使途計画 

       不動産分譲事業における開発用地の取得資金 

    (2) 資金充当実績 

       東京都世田谷区砧・千葉県千葉市千葉港PJ用地の取得資金の一部に充当したほか、概ね計画どおりに進行中で

あります。

    平成16年6月9日、ジャスダック上場時に実施した時価発行公募増資（調達額12億円）の資金使途計画及び資金使途

　　実績について概略以下のとおりであります。

    (1）資金使途計画 

       リビング・サービス・システム（L.S.S.)制度推進の根幹となる外断熱工法を採用した100年型分譲マンション

　　　用地取得並びにリビング・サービス・システム（L.S.S.)運営に要する運転資金

    (2) 資金充当実績 

        外断熱工法を採用した100年耐用型分譲マンション用地（東京都大田区池上、マンション名称「サンフル池上　

シェルゼ」）取得資金として充当したほか、概ねて計画通りに進行中であります。
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５．事業等のリスク
１．不動産分譲事業の特徴について

(1）共同事業物件における共同事業主について

　共同事業物件については、デベロッパーを共同事業主としてマンション分譲プロジェクト等を展開しており、

各期の事業における相手先別の構成比は毎期変動しております。

　当社は、共同事業主との間で、物件ごとに、事業シェア及び費用配分方法等を定めた共同事業協定書を締結し

ており、その多くには相手先による一定の当社販売リスク低減条項が付されております。

　なお、当社は、デベロッパーごとの特性を考慮して最適と考えられる相手先に企画提案を行っておりますが、

必ずしも当社が提案する企画及びその条件等が相手先に受け入れられるものではありません。また、当社は、今

後も各デベロッパーとの良好な関係を継続し、かつ、必要に応じて新たな共同事業先の開拓を進めていく方針で

ありますが、各デベロッパーの事業展開又は戦略等に変化が生じた場合には、当社事業展開及び業績等に影響を

及ぼす可能性があります。

(2）不動産分譲事業における利益率の変動について

　不動産分譲事業においては、物件規模、共同事業及び自社単独の別、共同事業物件における事業シェアや費用

分担方法等に加えて、販売状況その他の諸条件等により、個別プロジェクトごとに利益率は異なるものでありま

す。

　共同事業物件については、相手先デベロッパーに、当社の事業リスクの低減が図られたものであると認識して

おりますが、その収益性は必ずしも高いものではありません。また、自社単独物件については、収益性を高める

ことが可能でありますが、その一方でマンション分譲にかかる事業リスクは全て当社が負うこととなります。

　当社は、事業リスクのバランスを考慮しつつ、中長期的には自社単独物件の比率を高めていく方針であります

が、短期的には共同事業物件と自社単独物件の割合はそれぞれの各物件規模及び取組件数等により変動する場合

　もあり、当事業全体の利益率が変動する可能性があります。

　なお、自社単独物件については、専有卸（マンション物件の一棟売り）方式による販売、不動産ファンド向け

物件の開発等、販売形態の多様化による事業リスク軽減も図っていく方針でありますが、その事業規模が拡大し

た場合には、事業リスクが増加することとなり、当社の業績は、従来以上に外部環境及び各プロジェクトの販売

動向等の影響を与える可能性があります。

(3）マンション用地の取得について

　当社では、不動産分譲事業において重要要素であるマンション用地取得については、有用な不動産関連情報を

効率的に入手するためのネットワーク化を進めており、金融機関及び不動産業者等の協力企業を「明豊会」とし

て組織化しております。平成18年７月末現在における加盟社数は71社であり、当社は、各協力企業からの情報等

により良質な用地取得を行うことにより、他社との競争力向上が図られているものと認識しております。しかし

ながら、当社及び各協力企業における何らかの理由により、十分な不動産関連情報の入手が困難となった場合に

は、当社の業績に悪影響を受ける可能性があります。

(4）資金調達手法の多様化について

　不動産分譲事業における事業資金の調達は、従来、金融機関からの借入金を中心としておりましたが、特別目

的会社の活用及び不動産特定共同事業に基づく匿名組合方式等、資金調達方法の多様化も進めております。

　これらの手法による資金調達は、企業の信用力をベースとしたものから、プロジェクト案件の資産及びキャッ

シュ・フロー等をベースとした調達への転換を図るものであり、当社における事業リスクのコントロールを図る

ことを目的としております。当社は、これらの手法を活用することにより、柔軟な資金調達を図っていく方針で

ありますが、今後において当社の意図する十分な資金調達が出来る保証はありません。

   ２．不動産業界について

    (1）法的規制について

        　不動産取引については、「宅地建物取引業法」、「国土利用計画法」、「建築基準法」、「都市計画法」など

      　の法的規制があります。当社は宅地建物取引業者としてこれらの規制を受けており、「宅地建物取引業法」に

　　　　基づく免許を受け、事業を展開しております。また、平成15年２月には、「不動産特定共同事業法」に基づく不

　　　　動産定共同事業の認可も受けております。

       　今後、これらの法的規制の改廃や新たな法的規制が設けられる場合等においては、当社事業に影響を及ぼす可

　　　 能性があります。
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    (2）外部環境について

       　当社の業績は、不動産関連法規の制定・改正、不動産に係る税制改正、景気動向、金利動向及び地価動向等の

　　　 要因により影響を受けております。

       近年、都心において一部の地価が上昇したものの、不動産価格の長期的な下落は継続しております。また、当

　　 該状況の中、首都圏におけるマンションの新規物件については大量供給が継続しており、一部には供給過剰感も

　　 生じ、価格競争の激化及び消費者による物件選別の高まり等もあり、当該事業における外部環境については今後

     においても厳しい状況が想定されております。

       こうした中、当社グループにおいては、少数精鋭を徹底し、リート、私募不動産ファンドへの一棟売りを含め

た分譲事業に資源を集中し、単に低価格を追求するのではなく、顧客ニーズを把握し、良質な物件を適正な価格

で提供することにより差別化を図った事業展開を進めていく方針でありますが、これら外部環境の影響は少なか

らず受けるものであり、当該動向により当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。

    ３．当社の事業体制について

     (1）代表取締役会長への依存について

       当社の代表取締役会長である髙島勝宏は、昭和57年９月に当社代表取締役に就任以降、社長及び会長等を歴

　　 任し、現在に至っております。当社事業においても、長年培ってきた業界における信頼及び人脈等の活用並び

　　 に対外的な折衝等において重要な役割を果たしており、その依存度は高いものであると考えられます。

 　    現在、当社事業の運営においては、代表取締役社長である梅木篤郎との２名体制を構築し、業務分担及び権

　　 限委譲を行い、協力会社組織「明豊会」による土地情報ネットワークの構築等を図る等の組織的対応の強化を

 　　すすめておりますが、何らかの要因により同氏の当社業務遂行が困難となった場合、当社の事業展開や経営成

　　 績等に悪影響を与える可能性があります。

     (2）小規模組織であることについて

      　　当社は、平成18年７月末現在、役員７名、従業員50名の計57名、子会社役職員32名を含めて計89名の小規模

　　　　組織であり、内部管理体制も組織規模に応じた体制となっております。人的資源を集中させることにより少規

　　　　模組織による効率的な経営を指向しており、今後においても、必要に応じて不動産業務等に精通した優秀な人

　　　　材等の採用等を行う予定でありますが、基本的には上記方針を継続していく方針であります。

 　   しかしながら、今後における事業拡大に伴い、当社グループにおいて想定以上の人員が必要となる可能性も

　　あり、優秀な人材が確保できなかった場合には事業拡大の制約要因となる可能性もあります。

 　   また、小規模組織による効率的な経営により、当社事業における各人材ごとに重要性は高いものと考えら

　　れ、有能な人材が社外流出した場合には、当社の事業遂行等に影響を及ぼす可能性があります。

     (3）不動産分譲事業における共同事業物件の費用分担方法について

       不動産分譲事業における共同事業物件においては、マンション分譲に係る必要資金を共同事業主と分担して

　　　プロジェクトを遂行しておりますが、この費用分担の主な方法は、

　　　　　①事業シェアにより全ての費用を按分する方法

　　　　　②当社が主に土地取得関連費用（又は建設関連費用等）等を負担し、共同事業主がそれ以外の費用を負担

　　　　　　する方法

　　　等があり、相手先及び物件ごとにその方法が定められております。

 　    これらの費用分担方法の違いによる、当社分担費用の損益計算書上の計上箇所（売上原価と販売費及び一般

管理費）等の差異により、物件ごとの売上総利益率は大きく異なる場合があります。このことから各期におけ

るこれら費用分担方法の違うプロジェクトの構成及び規模の違いにより売上総利益率に変動が生じる場合があ

ります。

 　      なお、売上総利益率を含む利益率の変動要因としては、単独及び共同事業並びに各事業ごとの構成比、物件

ごとの収益性、市況変動等による販売価格の変動等の場合もあります。
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(4）有利子負債への依存について

　当社グループは、不動産分譲事業において、プロジェクト案件ごとに用地取得と開発費用等のプロジェクトの

推進に必要な資金を主に借入金で賄っており、用地取得から顧客への引渡しまでに１年以上の期間を要すること

が多いため、事業拡大等によるたな卸資産等の増加に伴い、有利子負債残高も増加する傾向があります。

　これらの要因から、当社グループの有利子負債残高が総資産額に占める比率は、平成16年７月期末：58.4％、

平成17年７月期末：60.4％、平成18年７月期末：73.6％と高い水準となっております。

　今後においても、事業拡大に伴い有利子負債残高は相応の高い水準で推移するものと想定され、マンション用

地仕入等に係る必要資金の一部については、前述の通り、ＳＰＣを活用したノンリコースローン及び不動産特定

共同事業に基づく匿名組合出資等の活用等、資金調達の多様化も進めていく方針であります。

　しかしながら、有利子負債依存度が高いことに起因して、今後において金利が上昇する局面においては支払利

息の増加により当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、何らかの要因により当社が必要

とする資金調達に支障が生じた場合には、当社事業に重大な支障を生じる可能性があります。

平成16年７月度 平成17年７月度 平成18年７月度

売上高（千円） 28,352,164 31,838,873 34,760,019

経常利益（千円） 1,718,990 1,898,834 2,387,287

支払利息（千円） 646,296 520,798 722,519

たな卸資産（千円） 23,075,303 33,069,749 39,280,293

有利子負債残高（千円）(A） 19,442,180 26,347,200 35,834,000

総資産額（千円）(B） 33,295,090 43,639,799 48,704,103

有利子負債依存度（％）(A）／(B） 58.4 60.4 73.6

 

(5）物件の引渡時期等による業績の変動について

　マンション業界においては、一般に転勤及び学期末の時期であること等から３月に物件の引渡時期が集中する

傾向にあります。現在、当社においては、各期において引渡しとなる物件数が多くないこと、また、個別物件に

ついて用地取得時期及び工期等の関係から必ずしも３月に売上高が増加するものではないこと等から、各物件の

引渡時期等により売上高の計上時期は変動しております。

　今後においても、不動産分譲事業における個別物件ごとの引渡時期及び規模、不動産仲介事業におけるスポッ

ト的な収益計上時期等により、当社の業績は、上期及び下期又は四半期ごとの変動が生じる可能性があります。
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６．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年７月31日）
当連結会計年度

（平成18年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 ※２  2,216,143   3,373,271  

２．売掛金   5,201,166   688,005  

３．たな卸資産 ※2,6  33,069,749   39,280,293  

４．繰延税金資産   64,470   74,179  

５．その他   785,383   2,886,220  

貸倒引当金   △3,132   △2,898  

流動資産合計   41,333,781 94.7  46,299,072 95.1

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1) 建物及び構築物 ※2,6 387,520   565,511   

減価償却累計額  137,692 249,827  118,496 447,015  

(2）車両運搬具  17,297   20,974   

減価償却累計額  11,795 5,501  5,355 15,619  

(3) 土地 ※2,6  663,127   524,964  

(4) 建設仮勘定  2,000   ―  

(5) その他 ※２ 33,322   76,532   

減価償却累計額  18,762 14,559  21,124 55,407  

有形固定資産合計   935,017 2.2  1,043,007 2.1

２．無形固定資産   40,946 0.1  38,787 0.1

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※１  981,145   822,279  

(2）繰延税金資産   35,505   1,235  

(3) その他 ※２  368,992   555,311  

貸倒引当金   △55,590   △55,590  

投資その他の資産合計   1,330,053 3.0  1,323,236 2.7

固定資産合計   2,306,017 5.3  2,405,031 4.9

資産合計   43,639,799 100.0  48,704,103 100.0
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前連結会計年度

（平成17年７月31日）
当連結会計年度

（平成18年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   5,796,513   1,088,730  

２．短期借入金 ※２  3,062,000   3,311,000  

３．１年以内返済予定の長期借入金 ※２  9,005,518   20,917,800  

４．未払法人税等   801,444   584,741  

　 ５．未払消費税等   145,721   38,788  

６．前受金   3,022,682   ―  

７. 役員賞与引当金   ―   32,500  

８．その他   185,531   864,875  

流動負債合計   22,019,411 50.4  26,838,436 55.1

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※2,3  14,279,682   11,605,200  

２．役員退職慰労引当金   42,280   59,913  

３．その他   503,218   554,734  

固定負債合計   14,825,180 34.0  12,219,848 25.1

負債合計   36,844,592 84.4  39,058,284 80.2

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※４  812,074 1.9  ― ―

Ⅱ　資本剰余金   1,002,324 2.3  ― ―

Ⅲ　利益剰余金   4,976,161 11.4  ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   5,026 0.0  ― ―

Ⅴ　自己株式 ※５  △380 △0.0  ― ―

資本合計   6,795,206 15.6  ― ―

負債及び資本合計   43,639,799 100.0  ― ―

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   ― ―  1,681,258 3.5

２．資本剰余金   ― ―  1,871,248 3.8

３．利益剰余金   ― ―  6,046,032 12.4

４．自己株式   ― ―  △380 △0.0

株主資本合計   ― ―  9,598,159 19.7

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金   ― ―  47,659 0.1

評価・換算差額等合計   ― ―  47,659 0.1

純資産合計   ― ―  9,645,819 19.8

負債純資産合計   ― ―  48,704,103 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   31,838,873 100.0  34,760,019 100.0

Ⅱ　売上原価   27,619,947 86.7  28,452,739 81.9

売上総利益   4,218,925 13.3  6,307,280 18.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  1,518,408 4.8  2,816,661 8.1

営業利益   2,700,517 8.5  3,490,618 10.0

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  45   475   

２．受取配当金  1,622   2,182   

３．解約違約金収入  ―   18,160   

４．保険金収入  4,065   ―   

５．持分法による投資利益  1,988   ―   

６．業務受託収入  2,283   ―   

７．匿名組合投資利益  ―   56,584   

８．その他  2,942 12,947 0.0 13,448 90,851 0.3

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  520,798   722,519   

２．新株発行費  290   20,003   

３．支払手数料  288,269   394,521   

４．持分法による投資損失  ―   52,825   

５．その他  5,272 814,630 2.6 4,312 1,194,181 3.4

経常利益   1,898,834 5.9  2,387,287 6.9

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※2 782,616   5,019   

２．過年度消費税等還付  125,994   10,046   

３．投資有価証券売却益  ― 908,611 2.9 27,071 42,137 0.1

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 ※3 260,199   6,135   

２．固定資産除却損 ※4 336   214   

３．役員退職金  ―   5,667   

４. 本社移転費用 ※5 ―   10,175   

５．過年度役員退職慰労引当金繰入額  ―   4,650   

６．会員権評価損  5,550 266,086 0.8 ― 26,841 0.1

税金等調整前当期純利益   2,541,359 8.0  2,402,583 6.9

法人税、住民税及び事業税  1,038,372   1,065,535   

法人税等調整額  23,015 1,061,387 3.4 △4,688 1,060,847 3.0

当期純利益   1,479,972 4.6  1,341,736 3.9
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

 　連結剰余金計算書  

  
前連結会計年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   977,580

Ⅱ　資本剰余金増加高    

　　増資による新株の発行  24,744 24,744

Ⅲ　資本剰余金期末残高   1,002,324

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   3,657,254

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  1,479,972 1,479,972

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  91,065  

２．役員賞与  70,000 161,065

Ⅳ　利益剰余金期末残高   4,976,161
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 連結株主資本等変動計算書

 　当連結会計年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31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 

 平成17年7月31日残高

（千円）
812,074 1,002,324 4,976,161 △380 6,790,180

 連結会計年度中の

　変動額
     

 新株の発行 869,184 868,924 － － 1,738,108

 剰余金の配当 － － △151,094 － △151,094

 役員賞与の支給 － － △66,200 － △66,200

 当期純利益 － － 1,341,736 － 1,341,736

 持分法の適用に伴う

　剰余金の減少高

　　　　　
－  

－  △54,571 －  △54,571

 株主資本以外の項目の

 事業年度中の変動額
－ － －  － －  

 連結会計年度中の

　変動額合計　(千円）
869,184 868,924 1,069,871 － 2,807,979

 平成18年7月31日残高

（千円）
1,681,258 1,871,248 6,046,032 △380 9,598,159

 評価・換算差額等  

 
その他有価証券評

価差額金 

評価・換算変額等

合計 
純資産合計 

 平成17年7月31日残高

（千円）
5,026 5,026 6,795,206

 連結会計年度中の

　変動額
   

 新株の発行 － － 1,738,108

 剰余金の発行 － － △151,094

 役員賞与の支給 － － △66,200

 当期純利益 － － 1,341,736

 持分法の適用に伴う

　剰余金の減少高
－  －  △54,571

 株主資本以外の項目の

　連結会計年度中の変　

　

　動額　(純額）

42,633 42,633 42,633

 連結会計年度中の

　変動額合計　(千円）
42,633 42,633 2,850,612

 平成18年7月31日残高

　（千円）
4,769 4,769 9,645,819
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税金等調整前当期純利益  2,541,359 2,402,583

減価償却費  70,396 45,572

貸倒引当金の減少額  △276 △234

役員賞与引当金の増加額  ― 32,500

役員退職慰労引当金の増
加額

 9,650 17,633

受取利息及び受取配当金  △1,667 △2,658

支払利息  520,798 722,519

投資有価証券売却益  ― △27,071

持分法による投資利益  △1,988 ―

持分法による投資損失  ― 52,825

固定資産売却益  △782,616 △5,019

固定資産売却損  260,199 6,135

固定資産除却損  336 4,489

会員権評価損  5,550 ―

売上債権の増減額  △4,918,232 4,513,160

たな卸資産の増減額  △7,071,392 △6,149,937

仕入債務の増減額  5,268,719 △4,707,782

前受金の増減額  △3,717,342 △2,384,498

役員賞与の支払額  △70,000 △66,200

その他  35,397 △1,793,736

小計  △7,851,108 △7,339,717

利息及び配当金の受取額  1,667 2,658

利息の支払額  △515,174 △703,886

法人税等の支払額  △628,610 △1,262,907

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △8,993,226 △9,303,853
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前連結会計年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

定期預金の預入による支
出等

 △526,000 ―

定期預金の払戻による収
入

 23,000 500,000

投資有価証券の取得によ
る支出

 △799,632 △455,388

投資有価証券の売却によ
る収入 

 ― 670,726

関連会社株式の取得によ
る支出

 △105,000 ―

有形・無形固定資産の売
却による収入

 5,857,169 77,860

有形・無形固定資産の取
得による支出

 △2,572,816 △360,390

 貸付による支出  ― △360,000

その他  △51,890 △186,318

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,824,829 △113,510

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入金の純増加額  2,242,000 249,000

長期借入れによる収入  16,716,000 29,234,000

長期借入金の返済による
支出

 △12,052,980 △19,996,200

株式の発行による収入  49,489 1,738,108

自己株式の取得による支
出

 △380 ―

配当金の支払額  △90,442 △150,416

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 6,863,686 11,074,491

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額

 △304,710 1,657,127

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 1,994,854 1,690,143

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 1,690,143 3,347,271
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

１．連結の範囲に関する

事項

　すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　　１社

連結子会社の名称

㈱東京テナントセンター

　すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　2社

連結子会社の名称

㈱東京テナントセンター

㈱明豊コーポレーション

（注）㈱明豊コーポレーションは平

　　　成18年6月2日に当社の100％

　　　子会社として設立されたこと

　　　に伴い、当連結会計年度より

　　　連結の範囲に含めております。

　　　㈱東京テナントセンターは平成

　　　18年8月1日に㈱明豊プロパティ

　　　ーズと商号を変更しております

 

２．持分法の適用に関す

る事項

　すべての関連会社を持分法適用の対象　

　としております

 持分法を適用した関連会社数　１社

 会社等の名称

エコロジー・アセットマネジメント株

式会社

(注)エコロジー・アセットマネジ

　　メント株式会社は、平成17年　

　　３月14日設立の株式取得に伴

　　い、当連結会計年度より持分　

　　法適用の対象としておりま

　　す。

　すべての関連会社を持分法適用の対象　

　としております

 持分法を適用した関連会社数　２社

 会社等の名称

エコロジー・アセットマネジメント㈱

㈲シーエーエム・フォー武蔵小杉

　(注)㈲シーエーエム・フォー武蔵

　　　小杉は、より重要性が高くな

　　　ったため当連結会計年度より

　　　持分法適用の対象としており

　　　ます。

３．連結子会社の事業年

度等に関する事項

　連結子会社の決算日は連結決算日と一致

しております。

同左

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

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）

①　有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法

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）

時価のないもの

　　　　 匿名組合出資金は、個別法に基づ

　　　　 く原価法、その他は移動平均法に

         よる原価法によっております。

時価のないもの

　　　　 匿名組合出資金は、純資産における

　　　　 持分相当額、その他は移動平均法に

         よる原価法によっております。

②　たな卸資産

販売用不動産、仕掛不動産

個別法による原価法

②　たな卸資産

販売用不動産、仕掛不動産

同左

貯蔵品

移動平均法による原価法

貯蔵品

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

(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

       ただし、平成10年４月１日以降に

     取得した建物（建物付属設備を除

　　 く）については定額法によっており

     ます。

 　　　なお、主な耐用年数は次の通りであ

　　 ります。

 　　　　建物及び構築物　７～47年

 　　　　車両運搬具　　　２～６年

①　有形固定資産

　　 定率法

       ただし、平成10年４月１日以降に

     取得した建物（建物付属設備を除

　　 く）については定額法によっており

     ます。

 　　　なお、主な耐用年数は次の通りであ

　　 ります。

 　　　　建物及び構築物　７～50年

 　　　　車両運搬具　　　２～６年

②　無形固定資産

定額法

　なお、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）に基づく定額法によっております。

②　無形固定資産

同左

(3）重要な繰延資産の

処理方法

新株発行費

支出時に全額費用として処理しており

ます。

新株発行費

　　　　　　 同左

(4）重要な引当金の計

上基準

①　貸倒引当金

　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

別の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

②　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、

当社規程に基づく期末要支給額を計上し

ております。

②　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、

当社及び子会社の規程に基づく期末要支給

額を計上しております。

（追加情報）

　連結子会社である㈱東京テナントセンター

は、従来、役員退職慰労金の支出を行わな

い方針でありましたが、当連結会計期間に

おいて、役員退職慰労金規程を新設したこ

とから期末要支給額を役員退職慰労引当金

として計上することにしました。

　この結果、当期発生額5,699千円は販売費

及び一般管理費に、過年度分相当額4,650千

円は特別損失に計上しており、従来の場合

と比較して営業利益及び経常利益は5,699千

円減少し、税金等調整前当期純利益は

10,349千円減少しております。

　なお、当社及び連結子会社㈱東京テナン

トセンターは、平成18年7月開催の取締役会

において、株主総会の承認を得ることを前

提に、平成18年7月末までの在任期間に対応

する役員退職慰労金の支給を行い、役員退

職慰労金制度の廃止を行うことを決議して

おります。　
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

③　役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充て

　　る支給見込額を計上しております。

　　（追加情報）

 　　当連結会計年度より、「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）が適用されることとな

　　ったため、同基準を適用しております。

　　これにより、従来の方法によった場合に

　　比べ営業利益、経常利益及び税金等調整

　　前当期純利益はそれぞれ32,500千円減少

　　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

(6）重要なヘッジ会計

の方法

①　ヘッジ会計の方法

　当連結会計年度においては、特例処理

の要件を満たしている金利スワップのみ

がヘッジ会計の対象であり、この金利ス

ワップについては特例処理によっており

ます。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　当連結会計年度にヘッジ会計を適用し

たヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り

であります。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ手段……金利スワップ ヘッジ手段……同左

ヘッジ対象……借入金 ヘッジ対象……同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

③　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規程等

を定めた内部規程に基づき金利変動リス

クを一定の範囲内でヘッジしております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　当連結会計年度においては、特例処理

によっている金利スワップのみであり、

これについては有効性の評価を省略して

おります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他連結財務諸

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

抜方式を採用しております。

　なお、固定資産に係る控除対象外消費

税は、一括して投資その他の資産の「そ

の他」に計上して５年間均等償却し、販

売費及び一般管理費に計上しております。

 消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及

び負債の評価に関す

る事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６．連結調整勘定の償却

に関する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

　ただし、金額が僅少な場合は、発生した

期の損益として処理しております。

　　　　　　　　 同左

　

７．利益処分項目等の取

り扱いに関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会計年度中に

確定した連結会社の利益処分に基づいて作

成しております。

―

８．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

的な投資であります。

同左
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  会計処理の変更

前連結会計年度

（自　平成16年８月１日

　　至　平成17年７月31日） 

当連結会計年度

（自　平成17年８月１日

　　至　平成18年７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）  

 ―

　当連結会計年度より、「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）が適用されることになったため、同基準を適

用しております。

　なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は純資産合

計と同額であります。

　連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度におけ

る連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の連結

財務諸表規則により作成しております。 
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

 　　　　　　　　　　―

（連結貸借対照表関係） 

  　前連結会計年度まで区分掲記されておりま

　した「前受金」（当期638,184千円）は負債

　純資産合計の100分の5以下であるため当連結

　会計年度においては流動負債の「その他」に

　含めて表示しております。

(連結損益計算書関係）

 １．前連結会計年度まで区分掲記されておりま

　

　 した「解約違約金収入」（当期307千円）は営

   業外収益の100分の10以下であるため、当連結

   会計年度においては営業外収益の「その他」

   に含めて表示しております。

(連結損益計算書関係）

 １．前連結会計年度において営業外収益の「そ

　の他」に含まれていた「解約違約金収入」

　（前期307千円）は営業外収益の100分の10超

　であるため、当連結会計年度においては区分

　掲記しております。　　　

２．前連結会計年度まで区分掲記されておりま 

  した「助成金収入」（当期200千円）は営業外

  収益の100分の10以下であるため、当連結会計

  年度においては営業外収益の「その他」に含

  めて表示しております。 

 ２．前連結会計年度まで区分掲記されておりま

  した「保険金収入」（当期3,766千円）は営業

　外収益の100分の10以下であるため、当連結会

　計年度においては営業外収益の「その他」に

　含めて表示しております。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年７月31日）

当連結会計年度
（平成18年７月31日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通り

であります。

投資有価証券（株式）
106,988千円　　　

　　

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通り

であります。

投資有価証券（株式）
      64,505 千円

　　　　　

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1)担保に供している資産 

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1)担保に供している資産 

現金及び預金 520,000千円

たな卸資産（仕掛不動産） 28,531,617千円

建物及び構築物 98,174千円

土地 467,827千円

計 29,617,620千円

たな卸資産     32,250,326千円

建物及び構築物       313,484千円

土地        453,371千円

その他（工具器具備品）        38,640千円

計     33,055,823千円

(2)上記に対応する債務 (2)上記に対応する債務

短期借入金 2,962,000千円

１年以内返済予定の長期

借入金
9,005,518千円

長期借入金 14,279,682千円

計 26,247,200千円

短期借入金      1,700,000千円

１年以内返済予定の長期

借入金
    19,755,800千円

長期借入金     11,275,200千円

計     32,731,000千円

※３　運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と

貸出コミットメントライン契約を締結しております。

当該契約に基づく当連結会計年度末の借入金実行残額

は次の通りであります。

貸出コミットメントライン

の総額

1,000,000千円

借入金実行残額 －千円

差引金額 1,000,000千円

※３　運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と

貸出コミットメントライン契約を締結しております。

当該契約に基づく当連結会計年度末の借入金実行残額

は次の通りであります。

貸出コミットメントライン

の総額

     4,000,000千円

借入金実行残額 330,000千円

差引金額      3,670,000千円

※４　当社の発行済株式総数は、普通株式3,777,450株で

あります。

※４　―

※５　自己株式の保有数　　　　　　普通株式　 100株 ※５　―

※６　所有目的変更により、従来、建物に計上していた金

額1,126,854千円及び土地に計上していた金額

1,796,199千円をたな卸資産に振替えております。

※６　所有目的変更により、従来、建物に計上していた金

額 49,061千円及び土地に計上していた金額 76,459千

円をたな卸資産に振替えております。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７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

次の通りであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。

広告宣伝費 249,733千円

役員報酬 162,429千円

給与手当 292,368千円

役員退職慰労引当金繰入額 12,650千円

租税公課 167,044千円

貸倒引当金繰入額 615千円

広告宣伝費 842,011千円

販売手数料 529,254千円

給与手当 398,090千円

役員退職慰労引当金繰入額   18,733千円

役員賞与引当金繰入額 32,500千円

貸倒引当金繰入額 2,128千円

※２　固定資産売却益の内容は次の通りであります。

土地
　　　 369,318千円

　

建物及び構築物 　　　 413,298千円

  計        782,616千円

※２　固定資産売却益の内容は次の通りであります。

土地 　　　　3,426千円

建物及び構築物 　　　    162千円

 車両運搬費 　　　　1,431千円

  計         5,019千円

※３　固定資産売却損の内容は次の通りであります。 ※３　固定資産売却損の内容は次の通りであります。

土地 202,247千円

建物及び構築物 43,107千円

車両運搬具 17千円

手数料 14,827千円

  計 260,199千円

土地 3,286千円

建物及び構築物   2,848千円

  計 6,135千円

※４　固定資産除却損の内容は次の通りであります。 ※４　固定資産除却損の内容は次の通りであります。

その他（工具器具備品） 336千円 建物及び構築物 176千円

その他（工具器具備品） 38千円

  計 214千円

 ※５　本社移転費用の内訳は次の通りであります。

固定資産除却損  

  建物及び構築物 1,584千円

　その他（工具器具備品） 2,690千円

  小計 4,275千円

  原状回復費用 5,900千円

  計 10,175千円

 (連結株主資本等変動計算書関係）

 当期連結会計年度（自　平成17年8月1日　至　平成18年7月31日）

 １．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式総数に関する事項

 

前連結会計年度末

株式数

（株）

当連結会計年度

増加株式数

（株）

当連結会計年度

減少株式数

（株）

当連結会計年度末

株式数

（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　(注1） 3,777,450 4,779,450 ― 8,556,900

 　　　　合計 3,777,450 4,779,450 ― 8,556,900

 自己株式     

 　　普通株式　(注2） 100 100 　―  200

 　　　　合計 100 100 ―  200

 (注）１．当連結会計年度増加株式数は、平成17年7月15日開催の取締役会決議により、平成17年9月20日をもって

　　　　普通株式1株を2株に分割したことによる増加株式数3,777,450株、平成17年11月15日開催の取締役会決議に

　　　　より、平成17年12月6日をもって公募増資による増加株式数1,000,000株に伴うものです。

 　　　２．自己株式の増加は平成17年7月15日開催の取締役会決議により、平成17年9月20日をもって、普通株式１株

　　　　を２株に分割したことによるものです。
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 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　 ストック・オプション等関係に記載しております。

 ３．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17年10月27日

　定時株主総会
普通株式 151,094 40 平成17年7月31日 平成17年10月28日 

 （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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10月27日

　定時株主総会
普通株式 171,134 利益剰余金 20 平成18年7月31日 平成18年10月30日 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

※１　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

※１　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

（平成17年７月31日現在） （平成18年７月31日現在）

現金及び預金勘定 2,216,143千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△526,000千円

現金及び現金同等物 1,690,143千円

現金及び預金勘定      3,373,271千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△26,000千円

現金及び現金同等物 3,347,271千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

　内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額な

リース取引のため、連結財務諸表規則第15条の３において

準用する財務諸表等規則第８条の６第６項の規定により記

載を省略しております。

同左

②　有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

  前連結会計年度（平成17年7月31日） 当連結会計年度（平成18年7月31日）

  種類
連結貸借対照表計

上額（千円） 
時価(千円） 差額(千円)

連結貸借対照表

計上（千円） 
時価(千円） 差額(千円)

時価が連結貸

借対照表計上

額を超えるも

の

 (1)国債、地方債等 ― ― ― ― ― ―

 (2)社債 ― ― ― ― ― ―

 (3)その他       

 小計 ― ― ― ― ― ―

時価が連結貸

借対照表計上

額を超えない

もの

 (1)国債、地方債等 ― ― ― 10,004 9,817 △187

 (2)社債 ― ― ― ― ― ―

 (3)その他 ― ― ― ― ― ―

  小計 ― ― ― 10,004 9,817 △187

 合計 ― ― ― 10,004 9,817 △187

          ２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成17年７月31日） 当連結会計年度（平成18年７月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 52,063 60,537 8,474 67,624 187,880 120,255

(2) 債券       

①　国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

②　社債 ― ― ― ― ― ―

③　その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 52,063 60,537 8,474 67,624 187,880 120,255

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 ― ― ― 300,148 260,249 △39,899

(2）債券       

①　国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

②　社債 ― ― ― ― ― ―

③　その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 ― ― ― 300,148 260,249 △39,899

合計 52,063 60,537 8,474 367,772 448,129 80,356
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 ３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（平成17年7月31日） 当連結会計年度（平成18年7月31日）

 売却額（千円）
売却益の合計額（千

円） 

 売却損の合計額

（千円）
 売却額（千円） 

売却益の合計額（千

円）  

売却損の合計額（千

円） 

― ― ― 670,726 27,071 ―

 　　　　　４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前連結会計年度（平成17年７月31日） 当連結会計年度（平成18年７月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 58,619 42,119

匿名組合出資金 2,790,000 1,437,606

 　（注）匿名組合出資金のうち、前連結会計年度は、2,035,000千円は流動資産の「たな卸資産」に、755,000千円は投

　　　　資その他の資産の「投資有価証券」に計上されており、当連結会計年度は1,180,085千円は流動資産の「たな卸

　　　　資産」に、257,520千円は投資その他の資産の「投資有価証券」に計上されております。

 　　　　　５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 前連結会計年度（平成17年７月31日） 当連結会計年度（平成18年７月31日）

 
 1年以内

（千円）

 1年超

5年以内

（千円）

5年超

10年以内

（千円） 

10年超

（千円） 

1年以内

（千円） 

1年超

5年以内

（千円） 

5年超

10年以内

　（千円）  

10年超

（千円） 

 １．債券         

 (1)国債、地

　　方債等
― ― ― ― ― 10,004 ― ―

 (2)社債 ― ― ― ― ― ― ― ―

 (3)その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

 ２．その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

 合計 ― ― ― ― ― 10,004 ― ―
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

(1）取引の内容及び利用目的等

　デリバティブ取引は、借入金等の将来の金利市場にお

ける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用し

ております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(1）取引の内容及び利用目的等

同左

①　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

②　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規程等を定めた内部

規程に基づき金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジ

しております。

③　ヘッジ有効性評価の方法

　当連結会計年度においては、特例処理によっている

金利スワップのみであり、これについては有効性の評

価を省略しております。

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引については、主として金利上昇を

ヘッジするためのものであるため、借入残高の範囲内で

行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行

わない方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引に係るリスクの内容

　金利スワップについては、市場金利の変動によるリス

クを有しております。デリバティブ取引の契約先はいず

れも信用度の高い国内の銀行であるため、相手先の債務

不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判

断しております。

(3）取引に係るリスクの内容

同左

(4）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引は、稟議決裁で承認された取引内容、

限度額等に基づき、管理部で実行及び管理を行っており、

その取引結果は、定時取締役会の報告事項となっており

ます。

(4）取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

　　　　　　　前連結会計年度（平成17年７月31日）

 　 　　　　　　該当事項はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。

　　　　　　　当連結会計年度（平成18年７月31日）

 　 　　　　　　該当事項はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。
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④　退職給付

前連結会計年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、退職金手当を組込んだ年俸制

を採用しておりますが、これに加えて総合設立型厚生年

金基金（全国不動産業厚生年金基金）に加入しておりま

す。

１．採用している退職給付制度の概要

同左

２．退職給付債務及びその内訳 ２．退職給付債務及びその内訳

年金資産 148,142千円 年金資産  220,756  千円

　年金資産の額は、加入人員割合により計算しておりま

す。

同左

３．退職給付費用の内訳 ３．退職給付費用の内訳

退職給付費用 14,936千円 退職給付費用   19,592  千円

　退職給付費用の額は、総合設立型厚生年金基金への拠

出額であります。

同左

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　該当事項はありません。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年７月31日）

当連結会計年度
（平成18年７月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

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内

訳

  

繰延税金資産  

 会員権評価損否認 21,627千円

 貸倒引当金繰入限度超過額 23,845千円

 未払事業税否認 58,929千円

 役員退職慰労引当金 17,203千円

 投資有価証券評価損否認 2,807千円

 少額固定資産損金不算入額 1,221千円

  その他 297千円

 繰延税金資産計 125,933千円

  

繰延税金資産  

 会員権評価損否認 21,627千円

 貸倒引当金繰入限度超過額 23,665千円

 未払事業税否認 47,367千円

 役員退職慰労引当金   10,008千円

 役員賞与引当金  13,224千円

  その他 15,229千円

 繰延税金資産小計    131,122千円

  評価性引当額 　△3,527千円

  繰延税金資産合計 127,595千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △3,448千円

連結会社間内部損失消去 △22,509千円

繰延税金負債 △25,957千円

繰延税金資産の純額 99,976千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △32,697千円

連結会社間内部損失消去 △19,482千円

繰延税金負債 △52,180千円

繰延税金資産の純額 75,415千円

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要な項目別の内訳

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要な項目別の内訳

（単位：％）

内訳  

 法定実効税率 40.69

 （調整）  

 交際費等永久に損金に算入されない項目 1.84

 住民税均等割 0.11

 その他 △0.88

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.76

（単位：％）

内訳  

 法定実効税率 40.69

 （調整）  

 交際費等永久に損金に算入されない項目 2.25

 持分法投資損失 0.89

 住民税均等割 0.11

 その他 0.21

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.15

－ 36 －



⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年８月１日　至　平成17年７月31日）

 
不動産分譲事
業（千円）

不動産賃貸事
業（千円）

不動産仲介事
業（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1)外部顧客に対する売上

高
28,495,371 2,058,571 1,157,759 127,171 31,838,873 ― 31,838,873

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― 9,400 10,245 19,645 (19,645) ―

計 28,495,371 2,058,571 1,167,159 137,416 31,858,518 (19,645) 31,838,873

営業費用 26,186,016 1,732,772 668,348 15,225 28,602,363 535,992 29,138,355

営業利益 2,309,354 325,798 498,811 122,190 3,256,155 (555,637) 2,700,517

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
       

資産 41,095,157 1,301,314 126,471 29,162 42,552,106 1,087,692 43,639,799

減価償却費 1,706 58,679 272 ― 60,657 9,738 70,396

資本的支出 9,509 2,521,900 302 ― 2,531,712 41,103 2,572,816

当連結会計年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31日）

 
不動産分譲事
業（千円）

不動産賃貸事
業（千円）

不動産仲介事
業（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1)外部顧客に対する売上

高
32,269,627 2,160,498 196,505 133,387 34,760,019 ― 34,760,019

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― 60,000 29,075 89,075 (89,075) ―

計 32,269,627 2,160,498 256,505 162,463 34,849,095 (89,075) 34,760,019

営業費用 28,648,063 1,634,312 133,658 36,005 30,452,040 817,360 31,269,400

営業利益 3,621,563 526,185 122,847 126,458 4,397,055 (906,436) 3,490,618

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
       

資産 46,172,430 1,116,441 37,756 23,403 47,350,031 1,354,072 48,704,103

減価償却費 16,624 16,517 217 ― 33,358 12,213 45,572

資本的支出 326,495 9,572 305 ― 336,373 24,016 360,390

　（注）１．各事業区分に属する主要な内容

不動産分譲事業：共同事業及び自社単独によるマンション分譲等。

不動産賃貸事業：住宅、事務所及び店舗等の賃貸。

不動産仲介事業：不動産分譲事業に付随して発生するマンション用地等の仲介事業。

その他事業　　：上記事業に付帯して発生する業務。

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であります。

 前連結会計年度 693,140千円 当連結会計年度 914,186千円 
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年８月１日　至　平成17年７月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成16年８月１日　至　平成17年７月31日）

　当社及び連結子会社において海外売上高がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31日）

　当社及び連結子会社において海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

 当連結会計年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31日）

 １．ストック・オプションの内容

平成15年７月期

付与対象者の区分及び数

取締役６名

 監査役２名

 当社従業員32名

 子会社従業員２名

ストック・オプション数 普通株式　　　150,000株

付与日 平成15年１月31日

権利確定条件  （注）２

対象勤務期間  平成15年１月31日～平成16年８月１日

権利行使期間  平成16年８月２日～平成19年７月31日

 （注）１ 株式数に換算して記載しております。なお、平成16年３月１日付で株式１株につき15株の株式分割を、さら

       に平成17年９月20日付で株式１株につき２株の株式分割を行っており、分割後の株式数で記載しております。

 （注）２ 権利行使時において、当社または、当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要するもの

とする。　

  ２．ストック・オプションの規模及びその変動状況

      当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については株式

      数に換算して記載しております。

 付与日 平成15年7月期

 （取締役会決議日） 平成15年１月31日 

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末残 －

　付与 －

 分割による増加 －

　失効 －

　権利確定 －

　当連結会計年度末残 －

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末残高 3,150

　分割による増加 3,150

　権利行使 2,000

　失効 －

当連結会計年度末残 4,300

   （注）平成17年10月12日開催の取締役会決議により、平成17年９月20日をもって、普通株式１株を２株に分割いたし

         ました。これに伴い新株予約権等の目的となる株式の数が増加しております。

３.単価情報

平成15年7月期

権利行使価格　　　　　　（円） 184

行使時平均株価　　　　　（円） 1,783

公正な評価単価（付与日）（円） －

    （注）平成17年７月15日開催の取締役会決議により、平成17年９月20日をもって、普通株式１株を２株に分割いた

          しました。これに伴い権利行使価格は分割後の金額で記載しております。
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⑦ 関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年８月１日　至　平成17年７月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 梅木篤郎 ― ―
当社代表取

締役社長

被所有

直接

1.28％

― ― 住宅の分譲 ― 前受金 5,983

 役員 鈴井貞雄 ― ―
当社常務取

締役

被所有

直接

0.26％

 ― ― 住宅の分譲 ―  前受金 3,987

　（注）　住宅の分譲価格については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

 　　　　子会社等

属性
会社等の名

称
住所

資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

関連会社

エコロ

ジー・ア

セットマ

ネジメン

ト株式会

社

東京都港区 300,000

ＲＥＩＴ事業

を推進するべ

く、現在投資

信託及び投資

法人に関する

法律に基づく

認可申請中で

あります。

所有

直接

35.00％

当社取締

役１名が

監査役を

兼任 

現在投資信

託及び投資

法人に関す

る法律に基

づく認可申

請中である

ためありま

せん。

 業務受託

 収入
2,283 ― ―

 　当連結会計年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31日）

 　役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所

資本金
又は出
資金
（千円）

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 梅木篤郎 ― ―
当社代表取締

役社長

被所有

直接

1.13％

― ― 住宅の分譲 40,703 ― ―

役員の近親者

 当社代表取締

役社長梅木篤

郎の父

― ―  ―

 

 ―

 

 ― ― 住宅の分譲 21,917 　―  ―

 役員 鈴井貞雄 ― ―
当社常務取締

役

被所有

直接

0.23％

 ― ― 住宅の分譲 43,081 ― ―

主要個人株主

及び役員の

近親者

当社代表　

取締役会長高

島勝宏の長女

― ―  　―

被所有

直接

10.43％ 

 ― ― 住宅の分譲 69,785  ― ―

個人主要株主 塚本英介 ―  ―

㈱エーケー

ディー

代表取締役会

長

 被所有

 直接

13.45％ 

 ―   ―  

住宅の分譲 52,683 ― ―

工事の発注 10,914 ― ―

 （注）1.　住宅の分譲価格については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

 　　　2.　取引額には消費税は含まれておりません

　　　　 子会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容又
は職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社

 

㈲シー

エーエ

ム・

フォー

武蔵小杉

 

東京都千代

田区

 

3,000

不動産投資を

目的とした匿

名組合の営業

者

 

―

 

―

 

―

 

 前渡金の支

払

 

1,200,000

 

前受金 1,200,000

匿名組合

出資金 
430,085
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

１株当たり純資産額 1,781.41円

１株当たり当期純利益金額 379.43円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
374.53円

１株当たり純資産額      1,127.28円

１株当たり当期純利益金額      163.47円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
    163.38円

  

  

 

 
 

 当社は、平成17年9月20日付で株式1株につき2株の株式

分割を行っております。

　なお、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株当たり情報について、

以下の通りとなります。

1株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　890.70円

1株当たり当期純利益金額　　　　　　　　　189.72円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額　　187.27円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであり

ます。

前連結会計年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,479,972 1,341,736

普通株主に帰属しない金額（千円） 66,200 ―

（うち利益処分による役員賞与金） (66,200)  (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,413,772 1,341,736

期中平均株式数（株） 3,726,027 8,207,594

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） ― －

普通株式増加数（株） 48,726 4,867

（うちストックオプションに係る潜在株式） (48,726) (4,867)

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

────── ──────
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

 １．株式分割

　　　平成17年７月15日開催の当社取締役会の決議に基づ

　　き、次のように株式分割による新株式を発行しており

　　ます。

 （１）平成17年９月20日付をもって普通株式１株につき２

　　　株に分割します。

 　　① 分割により増加する株式数

　　　　　普通株式　　　3,777,450株

 　　② 分割方法

 　　　 平成17年７月31日最終の株主名簿及び実質株主名

        簿に記載又は記録された株主の所有株式数を１株

        につき２株の割合をもって分割します。

 （２） 配当起算日

      　平成17年８月１日

      　なお、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、それぞれ次の通りで

　　　あります。

前連結会計年度 当連結会計年度

 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額

 　　　　　　 734.77円               890.70円

 １株当たり当期純利益金

 額

 １株当たり当期純利益金

 額

              153.07円               189.72円

 潜在株式調整後  潜在株式調整後

 １株当たり当期純利益金

 額

 １株当たり当期純利益金

 額

              152.19円               187.27円

　　　　　　　　　　　　　―

 ２．新株予約権の付与

　　　 平成17年10月27日開催の第37期定時株主総会におい

　   て、下記の通り商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規

　　 定によるストックオプション（新株予約権）を付与す

　　 ることを決議いたしました。

 　    なお、詳細につきましては「第４提出会社の状況、

　　 １株式等の状況、（7)ストックオプション制度の内

     容」に記載しております。
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７．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当社は、主として不動産分譲事業、不動産賃貸事業、不動産仲介事業を行っており、生産実績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

　当社は、受注生産を行っていないため、受注実績の記載はしておりません。

(3）販売実績

　当連結会計年度及び前連結会計年度における事業の種類別セグメントの販売実績は、次の通りであります。

事業の種類別
セグメントの名称

区別

前連結会計年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

戸数・件数 金額（百万円） 戸数・件数 金額（百万円）
前年同期比
（％）

不動産分譲事業

自社単独物件 527 12,092 741 16,322 35.0

共同事業物件 406 16,402 410 15,947 △2.8

小計 933 28,495 1,151 32,269 13.2

不動産賃貸事業

自社保有物件 356 491 391 548 11.6

サブリース物件 1,208 1,567 1,211 1,612 2.9

小計 1,564 2,058 2,121 2,160 5.0

不動産仲介事業 13 1,157 7 196 △83.0

その他事業 2 127 - 133 4.9

合計 2,512 31,838 3,285 34,760 9.2

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．不動産分譲事業の戸数は各物件の各連結会計年度における物件ごとの当社事業シェアによる換算戸数であり、

共同事業物件における金額は各物件の総売上に対し、当社事業シェアに応じた当社の売上高であります。

３．不動産賃貸事業の自社保有物件の当連結会計年度戸数は、対象物件の変動を加味した平均稼動戸数でありま

す。

        ４. その他の事業の「戸数・件数」については、前連結会計年度まで開示しておりましたが、当会計連結年度に

            おいては様々な種類の販売から構成されており「戸数・件数」を開示することが困難であるため記載を省略

            しております。　
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