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１．平成18年７月期の業績（平成17年８月１日～平成18年７月31日）

(1）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 32,640 (8.8) 3,404 (35.9) 2,361 (37.9)

17年７月期 29,997 (16.4) 2,506 (34.6) 1,712 (46.7)

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 1,366 (△0.2) 166 47 166 37 18.3 5.3 7.2

17年７月期 1,369 (116.3) 350 06 345 54 25.4 4.6 5.7

（注）①期中平均株式数 18年７月期 8,207,594株 17年７月期 3,726,027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７月期 47,234 8,949 18.9 1,045 89

17年７月期 42,312 6,018 14.2 1,576 09

（注）①期末発行済株式数 18年７月期 8,556,700株 17年７月期 3,777,350株

②期末自己株式数 18年７月期 200株 17年７月期 100株

２．19年７月期の業績予想（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 6,312 △766 △766

通期 35,000 2,500 1,378

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）161 円 04 銭

３．配当状況

・現金配当
 1株当たりの配当金（円） 配当金総額

(百万円)

配当性向

（％）

　純資産

　配当率（％）
中間期末 期末 年間

17年7月期 0 40 40 151 11.4 2.8

18年7月期 0 20 20 171 12.0 2.3

19年7月期（予想） 0 20 20    

注1：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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８．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年７月31日）
当事業年度

（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 ※１  1,344,296   2,870,357  

２．売掛金   5,197,180   665,619  

３．販売用不動産 ※１  156,066   1,405,997  

４．仕掛不動産 ※1,4  30,887,169   36,001,443  

５．匿名組合出資金 ※６  2,035,000   1,245,000  

６．貯蔵品   454   1,063  

７．前渡金 ※９  ―   1,200,000  

８．前払費用   571,345   381,922  

９．繰延税金資産   59,481   62,704  

10．未収入金   21,289   24,721  

11. 預け金   ―   595,400  

12. 短期貸付金   ―   440,340  

13．その他   176,450   311,372  

貸倒引当金   △1,357   △326  

流動資産合計   40,447,378 95.6  45,205,616 95.7

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1)建物 ※1,4 118,776   364,535   

減価償却累計額  19,296 99,479  28,857 335,678  

(2)構築物 ※１ 2,500   19,947   

減価償却累計額  2,317 182  780 19,167  

(3)車両運搬具  12,062   15,740   

減価償却累計額  9,261 2,800  1,960 13,780  

(4)工具器具備品 ※１ 24,340   64,653   

減価償却累計額  13,739 10,601  15,364 49,289  

(5)土地 ※1,4  458,829   407,993  

(6)建設仮勘定   2,000   ―  

有形固定資産合計   573,894 1.4  825,908 1.8
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前事業年度

（平成17年７月31日）
当事業年度

（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
（％）

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア   17,604   13,852  

(2）その他   1,777   1,777  

無形固定資産合計   19,381 0.0  15,630 0.0

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   874,156   747,769  

(2）関係会社株式   163,551   193,551  

(3）繰延税金資産   61,006   24,946  

(4) その他   228,332   275,985  

貸倒引当金   △55,000   △55,000  

投資その他の資産合計   1,272,047 3.0  1,187,253 2.5

固定資産合計   1,865,323 4.4  2,028,792 4.3

資産合計   42,312,702 100.0  47,234,408 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   5,792,547   1,063,123  

２．短期借入金 ※１  3,062,000   3,211,000  

３．１年以内返済予定の長期
借入金

※１  8,993,818   20,907,000  

４．未払金   115,133   142,211  

５．未払費用   16,079   28,375  

６．未払法人税等   801,299   547,517  

７．未払消費税等   145,721   35,853  

８．前受金   2,958,360   574,696  

９．預り金   16,581   11,304  

10. 役員賞与引当金   ―   32,500  

11．その他   4,572   5,948  

流動負債合計   21,906,112 51.8  26,559,530 56.2
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前事業年度

（平成17年７月31日）
当事業年度

（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
（％）

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※1,2  14,208,682   11,545,000  

２．預り保証金   137,190   130,920  

３．役員退職慰労引当金   42,280   49,563  

固定負債合計   14,388,152 34.0  11,725,483 24.9

負債合計   36,294,265 85.8  38,285,014 81.1

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※３  812,074 1.9  ― ―

Ⅱ　資本剰余金        

　資本準備金  1,002,324   ―   

資本剰余金合計   1,002,324 2.4  ― ―

Ⅲ　利益剰余金        

１．利益準備金  19,287   ―   

２．任意積立金        

別途積立金  1,600,000   ―   

３．当期未処分利益  2,580,105   ―   

     利益剰余金合計   4,199,392 9.9  ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額
　　金

  5,026 0.0  ― ―

Ⅴ　自己株式 ※７  △380 △0.0  ― ―

資本合計   6,018,437 14.2  ― ―

負債及び資本合計   42,312,702 100.0  ― ―

 （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）資本準備金  ―   1,871,248   
　　　資本剰余金合計   ― ―  1,871,248 4.0
 ３.利益剰余金        
 （1）利益準備金  ―   19,287   
 （2）その他利益剰余金　        
 　  別途積立金  ―   1,700,000   
     繰越利益剰余金  ―   3,630,320   
     利益剰余金合計   ― ―  5,349,607 11.3
 ４．自己株式   ― ―  △380 △0.0
       株主資本合計   ― ―  8,901,734 18.8
Ⅱ　評価、換算差額等        
  1.その他有価証券評価差額金   ―   47,659  
 　　　評価、換算差額等合計   ― ―  47,659 0.1
       純資産合計   ― ―  8,949,393 18.9
       負債純資産合計   ― ―  47,234,408 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当事業年度
（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        

１．不動産販売高  28,495,371   31,890,852   

２．不動産賃貸収益  503,050   552,230   

３．不動産仲介収益  933,682   108,007   

４．その他収益  65,000 29,997,104 100.0 89,764 32,640,854 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．不動産販売原価  25,609,331   26,513,226   

２．不動産賃貸原価  191,186   149,238   

３．不動産仲介原価  521,899 26,322,417 87.7 61,104 26,723,569 81.9

売上総利益   3,674,686 12.3  5,917,285 18.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  1,168,676 3.9  2,512,406 7.7

営業利益   2,506,009 8.4  3,404,878 10.4

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  37   144   

２．受取配当金  1,574   2,056   

３．業務受託収入 ※１ 12,283   ―   

４．解約違約金収入  ―   18,160   

５．保険金収入  4,065   3,575   

６. 匿名組合投資利益  ―   56,584   

７．その他  2,411 20,372 0.0 13,848 94,368 0.3

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  520,789   718,992   

２. 新株発行費  290   20,003   

３．支払手数料  288,269   394,521   

４. その他  4,875 814,224 2.7 4,002 1,137,519 3.5

経常利益   1,712,157 5.7  2,361,727 7.2

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  92   282   

２．固定資産売却益 ※３ 782,616   3,732   

３．過年度消費税等還付  125,994   10,046   

４. 投資有価証券売却益  ― 908,704 3.1 27,071 41,133 0.1
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前事業年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当事業年度
（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
（％）

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 ※４ 260,199   6,135   

２．固定資産除却損 ※５ 336   214   

３．会員権評価損  5,550   ―   

４. 本社移転費用  ― 266,086 0.9 7,244 13,594 0.0

税引前当期純利益   2,354,775 7.9  2,389,266 7.3

法人税、住民税及び事業
税

 1,020,487   1,019,368   

法人税等調整額  △35,027 985,459 3.3 3,588 1,022,957 3.1

当期純利益   1,369,315 4.6  1,366,309 4.2

前期繰越利益   1,210,789   ―  

当期未処分利益   2,580,105   ―  
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売上原価明細書

不動産販売原価

  
前事業年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当事業年度
（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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

土地代  12,995,334 50.7 15,922,874 60.1

建物代  12,613,997 49.3 10,590,351 39.9

計  25,609,331 100.0 26,513,226 100.0
  

不動産賃貸原価

  
前事業年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当事業年度
（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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

業務委託費  91,937 48.1 69,535 46.6

修繕費  17,216 9.0 14,526 9.7

減価償却費  40,960 21.4 998 0.7

租税公課  25,237 13.2 48,927 32.8

その他経費  15,833 8.3 15,250 10.2

計  191,186 100.0 149,238 100.0
  

不動産仲介原価

  
前事業年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当事業年度
（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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

仲介手数料  521,899 100.0 61,104 100.0

計  521,899 100.0 61,104 100.0
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

 利益処分計算書

  
前事業年度

（株主総会承認日
平成17年10月27日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   2,580,105

Ⅱ　利益処分額    

１．配当金  151,094  

２．役員賞与金  65,000  

（うち監査役賞与金）  (3,500)  

３．任意積立金    

別途積立金  100,000 316,094

Ⅲ　次期繰越利益   2,264,011

    

 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 

 
資本準備金 

その他資本

剰余金 

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7月31日

残高（千円）

          

812,07

4

1,002,32

4
―

1,002,32

4
19,287

1,600,00

0

2,580,10

5

4,199,39

2
△380

6,013,41

1

 事業年度中の変動

額
          

 新株の発行
869,18

4
868,924 ― 868,924 ― ― ― ― ―

1,738,10

8

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
△

151,094

△

151,094
―

△

151,094

 役員賞与の支給 ― ― ― ― ― ― △65,000 △65,000 ― △65,000

 利益処分による

　別途積立金
― ― ― ― ― 100,000

△

100,000
― ― ―

 当期純利益 ― ― ― ― ― ―
1,366,30

9

1,366,30

9
―

1,366,30

9

           

 株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額　(純額）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

 事業年度中の

 変動額合計

（千円）

869,18

4
868,924 ― 868,924 ― 100,000

1,050,21

5

1,150,21

5
―

2,888,32

3

 平成18年7月31日

残高（千円）

1,681,

258

1,871,24

8
―

1,871,24

8
19,287

1,700,00

0

3,630,32

0

5,349,60

7
△380

8,901,73

4
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評価・換算差額等 

純資産合計
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7月31

日残高 （千

円）

5,026 5,026 6,018,437

 事業年度中の変

動額
   

 新株の発行 ― ― 1,738,108

 剰余金の配当 ― ― △151,094

 役員賞与の支給 ― ― △65,000

 利益処分による

別途積立金
― ― ―

    

 当期純利益 ― ― 1,366,309

 株主資本以外の

項目の事業年

度中の変動額

(純額）

42,633 42,633 42,633

 事業年度中の変

動額合計（千

円）

42,633 42,633 2,930,956

 平成18年7月31

日残高（千

円）

47,659 47,659 8,949,393
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

１．有価証券の評価基準及び評

価方法

(1)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)子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）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）

(2）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

によっております。

２．たな卸資産の評価基準及び

評価方法

販売用不動産、仕掛不動産

個別法による原価法

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

３．固定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、主な耐用年数は次の通りであ

　　 ります。

 　　　建物　　　　　7～47年

       構築物　　　　　15年

       車両運搬具　　2～6年

       工具器具備品　4～15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、主な耐用年数は次の通りで

　　　あります。

 　　　建物　　　　　７～50年

       構築物　　　　15～20年

       車両運搬具　　 2～6年

       工具器具備品　 2～15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

４．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
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項目
前事業年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

５．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

               同左

(3）役員賞与引当金

 役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額を計上してお

ります。

  (役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より、「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

　引前当期純利益はそれぞれ32,500千円

　

　減少しております。 

６．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

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　当事業年度においては、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

　当事業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

(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

　当事業年度においては、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

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

ります。

８．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

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

 会計処理の変更

前事業年度

（自　平成16年８月１日

　　至　平成17年７月31日）

当事業年度

（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）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。

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
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

（損益計算書関係）

１．前事業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、当事業年度に

　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．前事業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、当事業年度に

   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。

（損益計算書関係）

１．前事業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

　事業年度においては区分掲記しております。

 

２．前事業年度まで区分掲記されておりました

　 「業務受託収入」（当期5,325千円）は営業外

　　収益の100分の10以下であるため、当事業年

　　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

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年７月31日）

当事業年度
（平成18年７月31日）

※１．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

※１．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

仕掛不動産 28,531,617千円

建物 40,881千円

構築物 182千円

土地 389,147千円

計 29,481,829千円

仕掛不動産     31,355,326千円

販売用不動産 895,000千円

建物 246,203千円

構築物 19,167千円

工具器具備品 38,640千円

土地 289,066千円 

計 32,843,404千円

(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
8,993,818千円

長期借入金 14,208,682千円

計 26,164,500千円

短期借入金 1,600,000千円

１年以内返済予定の長期借入金 19,745,000千円

長期借入金 11,215,000千円

計  32,560,000千円

※２．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事業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

※２．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事業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

※３．授権株式数並びに発行済株式総数 ※３．　　　　―――

授権株式数 普通株式 9,000,000株

発行済株式総数 普通株式 3,777,450株

※４．所有目的変更により、従来、建物に計上していた金

額1,126,854千円及びに土地に計上していた金額　　

　1,796,199千円を仕掛不動産に振替えております。

※４．　　　　―――

５．偶発債務

　次の関係会社について、金融機関からの借入に対し

債務保証を行っております。

５．偶発債務

　次の関係会社について、金融機関からの借入に対し

債務保証を行っております。

（保証先） （金額）

㈱東京テナントセンター 82,700千円

（保証先） （金額）

㈱東京テナントセンター 71,000千円

※６．匿名組合出資金

　　　不動産分譲事業の開発において特別目的会社

（SPC）を活用した用地取得スキームにかかる匿名組合

出資金であります。

※６．匿名組合出資金

　　　　　　　　　　　　同左

 

 

※７．自己株式の保有数

 　　 普通株式                         　　　100株

※７．　　　　　―――

 　

　８．配当制限

有価証券の時価評価により、純資産額が5,026千円増

加しております。

なお、当該金額は、商法施行規則第124条３号の規定

により、配当に充当することが制限されております。

　８．　　　　　―――

 

 

※９．関係会社項目

関係会社に対する資産は次の通りであります。 
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前事業年度
（平成17年７月31日）

当事業年度
（平成18年７月31日）

  前渡金　　　　　　　　　　　　　　1,200,000千

円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

※１．関係会社との取引

　　　業務受託収入　　　　　　　12,283千円

※１．関係会社との取引

　　　―

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は27％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は73％でありま

す。

　主要な費目及び金額は次の通りであります。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は55％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は45％でありま

す。

　主要な費目及び金額は次の通りであります。

役員報酬 119,469千円

給料手当 175,422千円

販売手数料 109,049千円

広告宣伝費 201,729千円

租税公課 151,101千円

減価償却費 13,212千円

役員退職慰労引当金繰入額 12,650千円

給料手当   249,704千円

販売手数料 529,254千円

広告宣伝費 847,869千円

租税公課 195,837千円

減価償却費   27,051千円

役員退職慰労引当金繰入額 13,033千円

役員賞与引当金繰入額   　 32,500千円

※３．固定資産売却益の内訳は次の通りであります。

土地 369,318千円

建物  413,298千円

　計  782,616千円

※３．固定資産売却益の内訳は次の通りであります。

土地 2,293千円

建物   8千円

車両運搬具 1,431千円

計 3,732千円

※４．固定資産売却損の内訳は次の通りであります。

土地 　　202,247千円

建物  43,107千円

車両運搬具  17千円

手数料  14,827千円

  計  260,199千円

※４．固定資産売却損の内訳は次の通りであります。

土地 3,286千円

建物 2,848千円

計 6,135千円

※５．固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は次の通りであります。

工具器具備品 336千円 構築物 176千円

工具器具備品  38千円

計   214千円

 ※６．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 950千円

　工具器具備品 2,394千円

小計  3,344千円

原状回復費用 3,900千円

計 7,244千円

 (株主資本等変動計算書関係）

 当事業年度（自　平成17年8月1日　至　平成18年7月31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） 100 100 ― 200

　　合計 100 100 ― 200

  (注）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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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当事業年度
（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、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

　前事業年度（自　平成16年８月１日　至　平成17年７月31日）及び当事業年度（自　平成17年８月１日　

至　平成18年７月31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。

③　税効果会計

前事業年度
（平成17年７月31日）

当事業年度
（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

　貸倒引当金繰入限度超過額 22,931千円

 未払事業税否認 58,929千円

 会員権評価損否認 21,627千円

 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 436千円

 繰延税金資産計 123,936千円

繰延税金資産

　貸倒引当金繰入限度超過額   22,379千円

 未払事業税否認  43,254千円

 役員賞与引当金  13,224千円

 会員権評価損否認 21,627千円

 役員退職慰労引当金 8,753千円

 その他 11,109千円

 繰延税金資産計 120,348千円

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △3,448千円

繰延税金資産の純額 120,488千円

その他有価証券評価差額金 △32,697千円

繰延税金資産の純額 87,651千円

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：％）

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 1.96

住民税均等割 0.10

その他 △0.90

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.85

（単位：％）

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 1.97

住民税均等割 0.10

その他 0.05

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.81
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当事業年度
（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 1,576.09円

１株当たり当期純利益金額 350.06円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
345.54円

１株当たり純資産額 1,045.89円

１株当たり当期純利益金額 166.47円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
    166.37円

 当社は平成17年9月20日付けで株式1株に付き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期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における1株当たり情報については

以下の通りとなります。

 1株当たり純資産額　　　　　　　　　　788.04

 1株当たり当期純利益金額　　　　　　　175.03

 潜在株式調整後1株当たり

 当期純利益金額　　　　　　　　　　　 172.77

　（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。

 
前事業年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当事業年度
（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） 1,369,315 1,366,309

普通株主に帰属しない金額（千円） 65,000 ―

(うち利益処分による役員賞与金） (65,000)     ― 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,304,315 1,366,309

期中平均発行株式数（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）

前事業年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

当事業年度
（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

　

　　　　た場合の前事業年度における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事業年度に

　　　　おける１株当たり情報は、それぞれ次の通りであ

　　　　ります。

  

前事業年度 当事業年度

 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額

 　　　　　　　643.34円  　　　　　　　788.04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

 　　　　　　　87.20円  　　　　　　　175.03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

 　　　　　　　86.70円  　　　　　　　173.04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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９．役員の異動
　役員の異動につきましては、平成18年７月25日に開示済みであります。
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