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１．平成18年７月中間期の連結業績（平成18年２月１日～平成18年７月31日）

（1）連結経営成績 （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７月中間期 69,164 0.4 3,415 △0.5 3,118 △0.2

17年７月中間期 68,886 △1.0 3,431 △37.4 3,125 △38.0

18年１月期 136,776  7,495  6,775  

 中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年７月中間期 1,597 △11.9 59 41 59 37

17年７月中間期 1,813 △41.9 67 56 67 43

18年１月期 3,899  144 57 144 33

（注） ①持分法投資損益 18年７月中間期 －百万円 17年７月中間期 －百万円 18年１月期 －百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年７月中間期  26,893,475株 17年７月中間期 26,835,663株 18年１月期 26,843,198株

 ③会計処理の方法の変更 無

 ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

（2）連結財政状態 （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７月中間期 94,683 39,025 41.2 1,450 34

17年７月中間期 108,327 36,465 33.7 1,358 65

18年１月期 99,047 38,038 38.4 1,414 09

（注） 期末発行済株式数（連結） 18年７月中間期 26,907,717株 17年７月中間期 26,839,525株 18年１月期 26,885,949株

（3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

 
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月中間期 9,262 187 △5,752 11,141

17年７月中間期 △14,109 △462 16,272 11,525

18年１月期 △10,026 △1,922 9,567 7,443

（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 －社

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

２．平成19年１月期の連結業績予想（平成18年２月１日～平成19年１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 156,390 8,790 5,110

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 189円91銭  

※　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。なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社東栄住宅）、連結子会社２社及び関連会社１社の４社に

より構成されており、不動産分譲事業（戸建住宅・中高層住宅等）を主な事業としております。

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

（1）不動産分譲事業

当社は、首都圏を中心に戸建住宅及び中高層住宅等の分譲事業を行っており、当社が供給する戸建住宅等の一部を連結

子会社であるブルーミング・ガーデン住宅販売株式会社に販売業務等を委託しております。また、当社の販売する戸建住

宅の定期検査、アフターサービス業務等は、連結子会社であるティ・ジェイホームサービス株式会社に委託しております。

一方、土地仕入資金等を商工組合中央金庫から借入れる場合には、当社が組合員になっている住宅新興事業協同組合から

転貸融資を受けております。

（2）その他事業

当社及び連結子会社２社は、注文住宅等の建築、不動産の賃貸、不動産売買仲介等、不動産分譲事業の周辺業務を行っ

ております。

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                     
                     
                     
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                             
                      
                      
                     
                     
                     
                     
                      
 

その他事業 
その他建築請負工事 
定期検査等 

 

関連会社 
(持分法非適用会社) 
住宅新興事業 
協同組合    

一   

般   

顧   

客

 

             
 
当  社 
 
     

連結子会社 
 
ティ・ジェイホーム
サービス株式会社 

 
 その他事業 
（不動産売買仲介等） 

販売代理 出資 販売委託 
 

出資 

出資 

（注３） 

（注２） 

（注１） 

 不動産分譲事業 
（戸建住宅・中高層住宅等） 

連結子会社 
 
ブルーミング・ガーデン 
住宅販売株式会社 

　（注）１．定期検査、アフターサービス業務等の委託

２．商工組合中央金庫からの組合員に対する転貸による借入れ

３．(注)２の借入金の返済及び転貸料、会費の支払
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２．経営方針
（1）会社の経営の基本方針

当社グループは、「人を幸せにする住まいづくりを通じて、潤いのある暮らしと豊かな社会の発展に貢献する」

を企業理念として掲げております。この理念に基づき、当社グループの特色であります「グループ一貫体制」のも

と、用地仕入、企画設計、施工、販売及び検査・アフターサービス部門が総力をあげて、「良質廉価な分譲住宅を

供給し続ける」ことを経営方針とし、今後も地域の皆様に信頼される「地域密着型総合住宅企業」を目指し、更な

る発展に邁進してまいります。

（2）会社の利益配分に関する基本方針

当社は、株主の皆様を重視した安定的な利益還元に努めております。将来の事業展開に備え内部留保の充実にも

留意しながら業績動向等を勘案し、配当性向20％以上を目処に株主の皆様への利益還元を継続的に実施することを

基本方針としております。

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は、当社株式の流通性向上、個人投資家層の拡大を資本政策上の重要課題と認識し、投資単位の引下げはそ

のための有効な手段の一つと考えております。

今後につきましても、当社株価の水準や、株式の流動性等を勘案し検討してまいります。

（4）目標とする経営指標

当社は、株主利益重視の観点から株主資本利益率（ＲＯＥ）15％以上を目標とする経営指標を掲げております。

（5）中長期的な会社の経営戦略

当社の主要顧客は、住宅一次取得者である団塊ジュニア世代が過半を占めており、当面、需要は底堅いものと予

想されますが、今後、他社との顧客獲得競争は激しさを増すものと認識しております。

このような事業環境のもと、当社は「企業理念」を土台として「経営方針」を柱に、以下の中期経営戦略を遂行

してまいります。

①コア事業である戸建分譲事業では安定収益確保を最優先に遂行し、全国の新設分譲住宅の約50％を占める首都

圏マーケットに経営資源を集中させ、経営の効率化を図ってまいります。また、事業規模と市場動向を睨みな

がら、拠点展開の最適化や新規開拓、地域密着の深化等により更なる事業拡大を図ってまいります。

②請負建築事業や中高層住宅事業の強化、関連分野の新規事業創出等により、商品バリエーションを広げ、ター

ゲットとする顧客層の獲得拡大を図ってまいります。当社グループの強みである一貫体制を活かし、事業の安

定的な収益バランスを再構築し、更なる企業価値の創造に努めてまいります。

③当社の強みである高品質な性能表示住宅、耐震性の高い新工法等で実現してきた「安全で安心な品質の住宅」

に加え、付加価値の高い商品企画により「生活の質の向上」を目指し「住まい」から「暮らし」へと視点を広

げてまいります。

（6）会社の対処すべき課題

当社の主力事業である戸建分譲住宅市場においては、競合他社との顧客獲得競争は激しさを増し、依然として厳

しい事業環境で推移するものと予想されます。このような市場環境のもと、当社は収益性の更なる向上を最優先課

題として以下の取り組みを推進してまいります。

主力事業である戸建分譲事業においては、プロセス管理の徹底等による優良な用地仕入の強化とともに、顧客の

志向性に合った高付加価値商品の企画を強化することで、収益性の向上を図っております。また、中心となる「建

売住宅」に加え、「建築条件付売地」商品の積極展開により、顧客ニーズを取り入れた建物請負契約の販売強化を

図ってまいります。

品質面においては、７月に実施した実物大耐震試験により実証された高い耐震性をユーザーアピールするととも

に、住宅性能評価書の全棟取得の取り組み等による高品質を強みとして、当社の住宅性能への信頼性、安心感を訴

求してまいります。

生産面においては、当社の独自工法である「ベンチレーション・ウォール・パネル工法」の供給拡大とともに、

スチールを利用した新たな「ＳＰＳ工法」の開発を進め、更なる高品質・工期短縮・コストダウンを図ってまいり

ます。併せて、本社及び東京事業部で認証取得をしているＩＳＯ９００１の全社展開を推進し、より信頼性の高い

品質管理体制の構築に努めてまいります。
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営業面においては、より一層の営業支援の強化を推進するため「販売促進部」を中心に、販売キャンペーンの実

施やきめ細やかな営業手法の指導、販売促進ツールの充実等を図るとともに、事業規模の拡大に伴い仲介経由販売

の強化も推進してまいります。また、当社の戸建分譲住宅ブランド「Blooming Garden（ブルーミング・ガーデン）」

の認知を高め、ブランドイメージの向上を推進してまいります。また、自社一貫体制からグループ一貫体制への経

営に移行しつつグループ基盤の更なる強化と効率性を図るために、当社の営業販売部門のうち７支店を会社分割の

手法により、平成18年７月に子会社ブルーミング・ガーデン住宅販売株式会社に承継し、戸建分譲事業から派生す

る周辺業務の事業も含め、新たな販売体制の構築、育成を行ってまいります。

（7）親会社等に関する事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

（1）経営成績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、過去最高水準を更新している原油価格の高騰や,日銀によるゼロ金利政策

の解除による金利の上昇等の懸念材料はあるものの、好調な企業収益により設備投資が堅調に推移するとともに、個人

消費も緩やかに増加する等、景気は順調に拡大を続けております。

当社グループが主体とする不動産業界では、好立地を中心に地価上昇の動きが加速しており、路線価も14年ぶりに上

昇し地価上昇基調に転じております。また新設住宅着工棟数も順調に推移し、住宅市場は団塊ジュニア層やシニア層等

の需要により堅調に推移いたしました。

このような事業環境のなか、当社グループにおきましては多様化する顧客ニーズを柔軟に取り入れ、価格競争に巻き

込まれない商品企画の充実とともに、耐震性、耐久性、断熱性に優れた「ベンチレーション・ウォール・パネル工法」

による住宅の安全性を重視した高付加価値商品の供給拡大に尽力いたしました。

　また不動産分譲事業の主に翌期以降の売上高に寄与する大型戸建用地、マンション用地の積極取得及び安定収益源の

確保を目的とした賃貸物件への転換・投資による将来の安定経営基盤の構築に向け尽力いたしております。一方、より

一層の販売体制の強化、効率化を図るため、中野支店、吉祥寺支店、大泉学園支店、浦和支店、町田支店、横浜支店、

船橋支店の７営業販売部門における事業を会社分割により平成18年７月に子会社ブルーミング・ガーデン住宅販売株式

会社に承継しております。

その結果、当中間連結会計期間における売上高は691億64百万円（前年同期比0.4％増）、経常利益は31億18百万円（前

年同期比0.2％減）、中間純利益は15億97百万円（前年同期比11.9％減）となりました。

事業種類別の業績は次のとおりであります。

①　不動産分譲事業

戸建住宅におきましては、前中間連結会計期間に対して東京第２、成増、大宮、たまプラーザ支店等が順調に販売

した結果、戸建住宅に係る不動産販売高は613億44万円(前年同期比1.3％増）となりました。また「土地分譲」「建築

条件付売地」につきましては、土地に係る不動産販売高は55億97百万円(前年同期比3.6％増）となりました。

一方、中高層住宅（マンション）では、エスト・グランディール平河町の販売を行い、２戸の引渡しをした結果、

中高層住宅（マンション）に係る不動産販売高は２億32百万円(前年同期比83.5％減）となりました。

②　その他事業

その他事業では、注文住宅等の請負工事収入は17億51百万円(前年同期比31.8％増）、賃貸収入は70百万円（前年同

期比2.1％増）、その他不動産分譲事業の周辺業務は１億69百万円(前年同期比36.3％増）となりました。

（2）財政状態

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動及び投資活動による資金の

増加により、期首残高に比べて36億97百万円増加し、111億41百万円(前年同期比3.3％減）となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益28億16百万円があり、たな卸資産の減少額97億23百

万円、その他の流動資産の増加額17億31百万円、法人税等の支払額14億78百万円等により92億62百万円の増加となりま

した。前年同期と比較して、233億72百万円の増加であります。

（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、有形固定資産の取得による支出２億29百万円、無形固定資産の取得による支

出53百万円、有形固定資産の売却による収入４億73百万円等により、１億87百万円の増加となりました。前年同期と比

較して、６億50百万円の増加であります。

（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、短期借入金の減少額70億円、長期借入金の増加額18億47百万円、利益配当６

億18百万円等により57億52百万円の減少となりました。前年同期と比較して、220億25百万円の減少であります。
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なお、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17年１月期 平成18年１月期 平成19年１月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 35.6 39.6 33.7 38.4 41.2

時価ベースの自己資本比率（％） 103.6 77.4 53.0 54.3 62.2

債務償還年数（年） － － － － 4.3

インタレスト・カバレッジ・

レシオ(倍)
－ － － － 46.0

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．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。

３．平成17年１月期、平成18年１月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業

キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

４．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

但し、平成17年１月期（中間）の期末発行済株式数は、26,803,240株の分割後の株式数としております。

（3）通期の見通し

当下半期の見通しにつきましては、原油価格の高騰による建材の上昇及び市場金利の上昇も従来に増して懸念される

等、見通しの不透明感もあり、需要動向については予断を許さぬ状況になると予想されます。先行き景気回復が続く中

で、当不動産業界におきましては、地価の個別化が一段と進展する等、優良土地取得の一層の競争激化、販売価格競争

及び顧客獲得競争により、当社を取り巻く環境は依然として厳しいものと予想されます。

このような状況の下、経営戦略を遂行し、差別化を図った高付加価値商品の販売強化により収益確保に努め、通期見

通しを達成する所存であります。

通期の連結業績につきましては、売上高1,563億円90百万円（前期比14.3％増）、経常利益87億90百万円（前期比

29.7％増）、当期純利益51億10百万円（前期比31.0％増）を見込んでおります。

（4）事業等のリスク

当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項につきましては、当中間連結会計期間末現在において判断したものであります。

（購買者の需要動向について）

当社グループの不動産分譲事業においては、景気動向、金利動向、地価動向及び住宅税制等といった外的要因

により購買者の需要動向が左右されるため、潜在的な購買者の需要動向が当社グループの業績等に影響を与える

可能性があります。

（引渡し時期遅延による業績変動について）

不動産分譲事業の戸建住宅においては、売上の計上時期が物件の引渡し時となります。大規模プロジェクトや

開発行為が伴う案件は、引渡しまでに期間を要するものもありますが、建築の工期は当社の工程管理システムに

より管理されております。なお、天災その他予想し得ない事態による工期の遅延等、不測の事態により引渡し時

期に大幅な遅れが生じた場合、その影響により当社グループの業績等は変動する可能性があります。
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（有利子負債への依存度について）

不動産分譲事業の土地仕入資金は、主に金融機関からの借入金によって賄っているため、総資産に占める有利

子負債の割合は平成18年７月期末において42.3％となっております。事業資金の調達は、金利情勢その他の外的

環境に左右されるため、これにより当社グループの経営成績及び財政状態に影響を受ける可能性があります。

　資金調達においては、特定の金融機関に依存することなくコミットメントライン契約や当座貸越契約の締結に

より、機動的、安定的な資金調達力の強化を目指しておりますが、金融情勢等の変化により必要な資金がタイム

リーに調達できなくなった場合には、土地仕入に少なからず影響を及ぼす可能性があります。

（競合等の影響について）

当社グループは、首都圏を中心に不動産分譲事業を展開しておりますが、当該エリアは競合関係にある同業他

社も多く、同時期、同一地域に販売活動が重なった場合には価格競争が生じ、当社が想定する価格で販売できな

い場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

（部材の調達について）

当社グループは、部材の調達において、大量発注によるスケールメリットにて原価を抑えておりますが、原油

価格の高騰により石油製品をはじめとし、輸送コストの上昇等、あらゆる材料価格が上昇に転じております。ま

た、中国特需等の影響により鋼材価格が上昇し建築材料では主に鉄筋・建築金物等の価格が上昇しております。

また、合板・構造材等の原材料である輸入木材についても、南洋材や北欧材が高値で推移し、日本国内の需要に

関係なく価格は強含みに転じ始めております。

　今後は国内の景気回復・住宅着工の増加と相まって他の製品及び原材料も含めて全般的に価格が上昇していく

と予想され、この傾向が続き、販売価格への転嫁等が難しい場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

（法的規制について）

当社グループは、「宅地建物取引業法」に基づく宅地建物取引業、「建設業法」に基づく建設業、更には「建

築士法」及び「建築基準法」に基づく一級建築士事務所として不動産分譲事業を行っております。

　また、当社は、土地仕入から企画・設計・施工・販売業務を一貫して幅広く事業活動を行っているため、上記

以外にも「都市計画法」、「土地区画整理法」、「農地法」、「宅地造成等規制法」、「国土利用計画法」、「住

宅の品質確保の促進等に関する法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」等、その他地方公共

団体の条例等も含め様々な規制を受けております。

（コミットメントライン契約について）

当社グループは、複数の金融機関とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しておりま

す。これらの契約による借入金にて取得した資産に対し、当該契約に基づく債務以外の債務のために担保提供を

行わない旨の担保制限条項が付加されております。また、当該契約締結日以降の各決算期の末日及び中間決算期

の日において、個別及び連結の貸借対照表における資本の部の金額等、個別及び連結の損益計算書における損益

の金額について、それぞれ一定の指数以上の維持等の財務制限条項が取り決められており、これらの条項に抵触

した場合には、借入金の返済義務を負うことがあり、当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

（個人情報等の管理について）

当社グループは、当社物件のご購入をご検討頂くお客様やご購入頂いたお客様等、事業を行う上で多数の個人

情報を保有しているほか、様々な経営情報等の内部情報を有しております。

　これらの情報管理については、その管理に万全を期するため、管理体制の構築、社内規程の整備、システム上

のセキュリティ対策の増強を図るとともに、外部セミナー及び研修等への参加を通じて社員の情報管理意識の向

上に努めております。しかしながら、万が一、これらの情報が外部流出した場合は、当社グループに対する信頼

の失墜や損害賠償等により、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。また、社会的関心が高ま

る中、今後、法規制が一層厳しくなる可能性もあり、徹底した情報管理の継続を図るため、コストが増加する可

能性があります。

（訴訟について）

当社は不動産分譲事業ディベロッパー（仕入、設計、施工、販売等）であり、事業等を行っていく上において

様々なリスクが存在しております。特に法的な側面においては、訴訟、紛争が存在し、これらを完全に排除する

ことは不可能であり、相手側による根拠のない誤認であった場合にも、当社の信用に悪影響を及ぼし、業績に影

響を及ぼす可能性があります。なお、当中間連結会計期間において当社グループの事業に重大な影響を及ぼす訴

訟は提起されておりません。

なお、上記は当社グループが事業継続する上で、予想される主なリスクを具体的に例示しており、これらに限定

されるものではありません。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年１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 11,525 11,141 7,443

２．受取手形及び売掛金 51 58 43

３．たな卸資産 ※2,5 85,317 67,199 78,846

４．その他 2,037 3,814 1,939

流動資産合計 98,931 91.3 82,214 86.8 88,273 89.1

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）土地 ※2,5 5,365 7,405 6,330

(2）その他 ※1,2,5 2,155 7,521 2,752 10,157 2,203 8,534

２．無形固定資産 183 207 181

３．投資その他の資産

(1) その他 ※２ 1,739 2,153 2,105

(2) 貸倒引当金 △48 1,691 △48 2,105 △48 2,057

固定資産合計 9,396 8.7 12,469 13.2 10,773 10.9

資産合計 108,327 100.0 94,683 100.0 99,047 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年１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．支払手形及び営業
未払金

16,321 10,912 11,596

２．短期借入金 ※２ 51,209 38,049 45,069

３．１年内返済予定
　　長期借入金

※２ － 846 －

４．未払法人税等 1,299 1,473 1,540

５．賞与引当金 71 76 72

６．役員賞与引当金 － 15 －

７．その他 1,980 2,253 1,706

流動負債合計 70,882 65.4 53,627 56.6 59,986 60.6

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 175 1,176 165

２．退職給付引当金 397 479 428

３．役員退職引当金 407 375 428

固定負債合計 980 0.9 2,031 2.2 1,022 1.0

負債合計 71,862 66.3 55,658 58.8 61,009 61.6

（資本の部）

Ⅰ　資本金 7,749 7.2 － － 7,782 7.9

Ⅱ　資本剰余金 8,041 7.4 － － 8,074 8.1

Ⅲ　利益剰余金 20,519 18.9 － － 21,988 22.2

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

190 0.2 － － 230 0.2

Ⅴ　自己株式 △35 △0.0 － － △38 △0.0

資本合計 36,465 33.7 － － 38,038 38.4

負債資本合計 108,327 100.0 － － 99,047 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － － 7,797 8.2 － －

２．資本剰余金  － － 8,089 8.6 － －

３．利益剰余金  － － 22,949 24.2 － －

４．自己株式  － － △39 △0.0 － －

株主資本合計  － － 38,796 41.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価差
額金

 － － 228 0.2 － －

評価・換算差額等合計  － － 228 0.2 － －

純資産合計  － － 39,025 41.2 － －

負債純資産合計  － － 94,683 100.0 － －
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成17年２月１日
　至　平成17年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年２月１日
　至　平成18年７月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自　平成17年２月１日
　至　平成18年１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 68,886 100.0 69,164 100.0 136,776 100.0

Ⅱ　売上原価 59,250 86.0 59,423 85.9 116,653 85.3

売上総利益 9,636 14.0 9,741 14.1 20,123 14.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 6,204 9.0 6,325 9.2 12,627 9.2

営業利益 3,431 5.0 3,415 4.9 7,495 5.5

Ⅳ　営業外収益

１．受取配当金 11 15 14

２．受取保険金 0 3 7

３．受取家賃 4 5 8

４．保険返戻金 － 15 －

５．不動産取得税還付 － 18 －

６．その他 8 24 0.0 15 73 0.1 35 65 0.1

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 287 221 566

２．新株発行費 1 0 1

３．融資手数料 － 91 151

４．その他 40 329 0.5 57 370 0.5 66 785 0.6

経常利益 3,125 4.5 3,118 4.5 6,775 5.0

Ⅵ　特別利益

固定資産売却益 ※２ － － － 39 39 0.1 － － －

Ⅶ　特別損失

１．販売用不動産評価損 － 62 －

２．支払和解金等 － － － 277 340 0.5 － － －

税金等調整前中間（当期）
純利益

3,125 4.5 2,816 4.1 6,775 5.0

法人税、住民税及び事業税 1,237 1,412 2,697

法人税等調整額 74 1,312 1.9 △193 1,218 1.8 177 2,875 2.1

中間（当期）純利益 1,813 2.6 1,597 2.3 3,899 2.9
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成17年２月１日
　至　平成17年７月31日)

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

(自　平成17年２月１日
　至　平成18年１月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 8,032 8,032

Ⅱ　資本剰余金増加高

増資による新株の発行 9 9 41 41

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）残高 8,041 8,074

 

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 19,423 19,423

Ⅱ　利益剰余金増加高

中間（当期）純利益 1,813 1,813 3,899 3,899

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 643 1,261

２．役員賞与 73 73

３．自己株式処分差損 0 717 0 1,334

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高 20,519 21,988

中間連結株主資本等変動計算書

 当中間連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

 (単位：百万円)

株主資本
評価・換算　　

　　　　差額等
 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年１月31日 残高 7,782 8,074 21,988 △38 37,807 230 38,038

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行　　　　　（新

株引受権の行使）
15 15   30  30

剰余金の配当   △618  △618  △618

利益処分による役員賞与   △19  △19  △19

中間純利益   1,597  1,597  1,597

自己株式の取得    △1 △1  △1

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額（純

額）

     △2 △2

中間連結会計期間中の変動額合

計
15 15 960 △1 989 △2 987

平成18年７月31日 残高 7,797 8,089 22,949 △39 38,796 228 39,025

－ 11 －



(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成17年２月１日
　至　平成17年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年２月１日
　至　平成18年７月31日)

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成17年２月１日
　至　平成18年１月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純利益 3,125 2,816 6,775

減価償却費 97 116 220

引当金の増加額 51 16 104

受取利息及び受取配当金 △11 △15 △14

支払利息 287 221 566

新株発行費 1 0 1

売上債権の増加（△）額 △9 △14 △1

たな卸資産の増加（△）・減少額 △17,434 9,723 △10,963

その他の流動資産の減少・増加（△）
額

449 △1,731 400

仕入債務の増加・減少（△）額 1,802 △684 △2,922

その他の流動負債の増加額 575 505 374

役員賞与の支払額 △73 △19 △73

その他 △24 △8 △61

小計 △11,161 10,926 △5,593

利息及び配当金の受取額 11 15 14

利息の支払額 △284 △201 △551

法人税等の支払額 △2,675 △1,478 △3,895

営業活動によるキャッシュ・フロー △14,109 9,262 △10,026

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △259 △229 △1,398

有形固定資産の売却による収入 0 473 0

無形固定資産の取得による支出 △93 △53 △114

投資有価証券の取得による支出 △110 △3 △410

投資活動によるキャッシュ・フロー △462 187 △1,922

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・減少（△）額 16,706 △7,000 10,565

長期借入れによる収入 195 1,847 195

長期借入金の返済による支出 － △9 △9

株式の発行による収入 17 30 82

自己株式の取得による支出 △3 △1 △5

自己株式の売却による収入 0 － 0

配当金の支払額 △643 △618 △1,261

財務活動によるキャッシュ・フロー 16,272 △5,752 9,567

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加・減少（△）
額

1,700 3,697 △2,380

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 9,824 7,443 9,824

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

※ 11,525 11,141 7,443
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

(自　平成17年２月１日
　至　平成17年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年２月１日
　至　平成18年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年２月１日
　至　平成18年１月31日)

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　２社

連結子会社名

ティ・ジェイホームサービス株式

会社

ブルーミング・ガーデン住宅販売

株式会社

上記のうち、ブルーミング・ガー

デン住宅販売株式会社については、

当中間連結会計期間において新た

に設立したため、連結の範囲に含

めております。

連結子会社の数　　２社

連結子会社名

ティ・ジェイホームサービス株式

会社

ブルーミング・ガーデン住宅販売

株式会社

連結子会社の数　　２社

連結子会社名

ティ・ジェイホームサービス株式

会社

ブルーミング・ガーデン住宅販売

株式会社

上記のうち、ブルーミング・ガー

デン住宅販売株式会社については、

当連結会計年度において新たに設

立したため、連結の範囲に含めて

おります。

２．持分法の適用に関する事項 持分法を適用していない関連会社

（住宅新興事業協同組合）は、中間

純損益及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため、持分法の適用範

囲から除外しております。 

同左 持分法を適用していない関連会社

（住宅新興事業協同組合）は、当期

純損益及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため、持分法の適用範

囲から除外しております。 

３．連結子会社の中間決算日（決

算日）等に関する事項

連結子会社の中間期の末日は中間

連結決算日と一致しております。

同左 連結子会社の事業年度の末日は連

結決算日と一致しております。

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

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

　

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

　

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に

基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移

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 たな卸資産

販売用不動産、仕掛販売用不動

産及び未成工事支出金

個別法による原価法

② たな卸資産

販売用不動産、仕掛販売用不動

産及び未成工事支出金 

同左

② たな卸資産

販売用不動産、仕掛販売用不動

産及び未成工事支出金 

同左

原材料

総平均法による原価法

原材料

同左

原材料

同左

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法

但し、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用

しております。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　　３～50年

① 有形固定資産

同左

① 有形固定資産

同左

② 無形固定資産

定額法

但し、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

② 無形固定資産

同左

③ 長期前払費用

定額法

③ 長期前払費用

同左

③ 長期前払費用

同左
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成17年２月１日
　至　平成17年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年２月１日
　至　平成18年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年２月１日
　至　平成18年１月31日)

 (3) 繰延資産の処理方法 新株発行費

新株発行費は、支出時に全額費用

処理しております。

新株発行費

同左

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

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

① 貸倒引当金

同左

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間連

結会計期間に負担すべき額を計

上しております。

② 賞与引当金

同左

② 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額のうち当連結会

計年度に負担すべき額を計上し

ております。

③ 　　　―――――― 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

の当中間連結会計期間負担額を

計上しております。

③ 　　　――――――

④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。

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（７年）の

定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしておりま

す。

④ 退職給付引当金

同左

④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

において発生していると認めら

れる額を計上しております。

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（７年）の

定額法により、翌連結会計年度

から費用処理することとしてお

ります。

⑤ 役員退職引当金

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく中間連結会計期間末要

支給額を計上しております。

⑤ 役員退職引当金

同左

⑤ 役員退職引当金

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく当連結会計年度末要支

給額を計上しております。

 (5) 重要なリース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

 (6) その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

① 税抜方式を採用しております。

② 控除対象外消費税等のうち固定

資産に係るものは、投資その他

の資産のその他に計上し、５年

間で均等償却を行っており、そ

れ以外は発生連結会計年度の期

間費用としております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３か月以内に

満期日の到来する短期的な投資から

同左 同左
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成17年２月１日
　至　平成17年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年２月１日
　至　平成18年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年２月１日
　至　平成18年１月31日)

なっております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

――――――― (役員賞与に関する会計基準）

当中間連結会計期間より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年

11月29日)を適用しております。これにより、

営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利

益は15百万円減少しております。

―――――――

――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日)及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は

39,025百万円であります。

―――――――

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

────── （中間連結貸借対照表）

「１年内返済予定長期借入金」は、前中間連結会計期間まで流動負債

の「短期借入金」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間

において金額の重要性が増したため、区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間における「１年内返済予定長期借入金」の

金額は19百万円であります。

────── （中間連結損益計算書）

「不動産取得税還付」は、前中間連結会計期間まで営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間において営

業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間における「不動産取得税還付」の金額は１

百万円であります。

追加情報 

前中間連結会計期間
(自　平成17年２月１日
　至　平成17年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年２月１日
　至　平成18年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年２月１日
　至　平成18年１月31日)

（外形標準課税制度の導入に伴う影響）

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

15年法律第９号）が平成15年３月31日に公布さ

れ、平成16年４月１日以後に開始する事業年度

より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、

当中間連結会計期間から「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示につい

ての実務上の取扱い」（平成16年２月13日企業

会計基準委員会　実務対応報告第12号）に従い、

法人事業税の付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が40百万円

増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前

中間純利益が同額減少しております。

――――――― （外形標準課税制度の導入に伴う影響）

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

15年法律第９号）が平成15年３月31日に公布さ

れ、平成16年４月１日以後に開始する事業年度

より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、

当連結会計年度から「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」（平成16年２月13日企業会計

基準委員会　実務対応報告第12号）に従い、法

人事業税の付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が82百万円

増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益が同額減少しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

前連結会計年度末
（平成18年１月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

875百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

1,021百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、965

百万円であります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及びこれに対応する

債務は、次のとおりであります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及びこれに対応する

債務は、次のとおりであります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及びこれに対応する

債務は、次のとおりであります。

たな卸資産 2,264百万円

土地 162

差入敷金保証金（投資

その他の資産「その

他」に含む）

23

　　計 2,449百万円

土地 187百万円

建設仮勘定（有形固定

資産「その他」に含

む）

217

　　計 404百万円

たな卸資産 555百万円

土地 187

　　計 743百万円

上記のほか、担保権の設定が留保されて

いるたな卸資産（建物）が942百万円とた

な卸資産（土地）が8,199百万円あります。

上記のほか、担保権の設定が留保されて

いるたな卸資産（建物）が238百万円とた

な卸資産（土地）が3,130百万円あります。

上記のほか、担保権の設定が留保されて

いるたな卸資産（建物）が1,009百万円と、

たな卸資産（土地）が5,653百万円ありま

す。

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 9,378百万円

１年内返済予定長期借

入金（流動負債「短期

借入金」に含む）

19 

長期借入金 175 

　計 9,573百万円

短期借入金 1,715百万円

１年内返済予定長期借

入金
846 

長期借入金 722 

　計 3,283百万円

短期借入金 5,323百万円

１年内返済予定長期借

入金（流動負債「短期

借入金」に含む）

19 

長期借入金 165 

　計 5,508百万円

３　借入金に関し、コミットメントライン契

約25,500百万円及び当座貸越契約35,500百

万円を締結しております。これらの契約に

基づく当中間連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

コミットメントライン 25,500百万円

当座貸越 35,500

借入実行残高 43,375

借入未実行残高 17,624百万円

３　借入金に関し、コミットメントライン契

約41,000百万円及び当座貸越契約44,500百

万円を締結しております。これらの契約に

基づく当中間連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

コミットメントライン 41,000百万円

当座貸越 44,500

借入実行残高 37,017

借入未実行残高 48,482百万円

３　借入金に関し、コミットメントライン契

約36,000百万円及び当座貸越契約44,160百

万円を締結しております。これらの契約に

基づく当連結会計年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

コミットメントライン 36,000百万円

当座貸越 44,160

借入実行残高 40,998

借入未実行残高 39,161百万円

４　債務保証

　当社顧客の住宅ローン利用者に対し

10百万円の債務保証を行っております。

　この債務保証は、住宅ローン利用者の

金融機関に対する借入金の連帯保証債務

であります。

４　債務保証

　当社顧客の住宅ローン利用者に対し

８百万円の債務保証を行っております。

　この債務保証は、住宅ローン利用者の

金融機関に対する借入金の連帯保証債務

であります。

４　債務保証

　当社顧客の住宅ローン利用者に対し

９百万円の債務保証を行っております。

　この債務保証は、住宅ローン利用者の

金融機関に対する借入金の連帯保証債務

であります。

※５　販売用不動産の保有目的の変更

販売用不動産を、保有目的の変更によ

り、有形固定資産（建物184百万円，土地

260百万円）に振り替えました。

※５　販売用不動産の保有目的の変更

販売用不動産を、保有目的の変更によ

り、有形固定資産（建物577百万円，土地

1,323百万円）に振り替えました。

※５　販売用不動産の保有目的の変更

販売用不動産を、保有目的の変更によ

り、有形固定資産（建物184百万円、土地

260百万円）に振り替えました。
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成17年２月１日
  至　平成17年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年２月１日
  至　平成18年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年２月１日
  至　平成18年１月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

支払手数料 1,161百万円

広告宣伝費 1,388百万円

従業員給与手当 1,319百万円

支払手数料 1,247百万円

広告宣伝費 1,608百万円

従業員給与手当 1,240百万円

支払手数料 2,220百万円

広告宣伝費 3,188百万円

従業員給与手当 2,658百万円

※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりであ

ります。

土地 22百万円

建物 16

車両運搬具 0

計 39百万円

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年２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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

発行済株式

普通株式（注１） 26,897,956 22,500 － 26,920,456

合計 26,897,956 22,500 － 26,920,456

自己株式

普通株式（注２，３） 12,007 732 － 12,739

合計 12,007 732 － 12,739

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加22,500株は、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）の権利行使に伴

う新株の発行によるものであります。

２．普通株式の自己株式数の増加732株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

３．株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式の560株は含まれておりません。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当金に関する事項

（１）配当金の支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年４月25日

定時株主総会
普通株式 618 23 平成18年１月31日 平成18年４月26日

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
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９月15日

取締役会
普通株式 618 利益剰余金 23 平成18年７月31日 平成18年10月19日

－ 18 －



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成17年２月１日
  至　平成17年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年２月１日
  至　平成18年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年２月１日
  至　平成18年１月31日)

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成17年７月31日現在） （平成18年７月31日現在） （平成18年１月31日現在）

現金及び預金勘定 11,525百万円

現金及び現金同等物 11,525百万円

現金及び預金勘定 11,141百万円

現金及び現金同等物 11,141百万円

現金及び預金勘定 7,443百万円

現金及び現金同等物 7,443百万円

①　リース取引

前中間連結会計期間
(自　平成17年２月１日
　至　平成17年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年２月１日
　至　平成18年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年２月１日
　至　平成18年１月31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

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

工具器具備品
（有形固定資産の

「その他」）

86 73 12

車両運搬具
（有形固定資産の

「その他」）

33 15 17

ソフトウェア
（無形固定資産）

234 211 22

合計 354 300 53

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間期末残高等

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。

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

工具器具備品
（有形固定資産の

「その他」）

25 19 6

車両運搬具
（有形固定資産の

「その他」）

35 13 21

ソフトウェア
（無形固定資産）

16 14 2

合計 78 47 30

同左

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

工具器具備品
（有形固定資産の

「その他」）

41 35 6

車両運搬具
（有形固定資産の

「その他」）

33 19 14

ソフトウェア
（無形固定資産）

128 120 7

合計 203 175 28

（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。

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 34百万円

１年超 19

合計 53百万円

１年内 12百万円

１年超 18

合計 30百万円

１年内 16百万円

１年超 11

合計 28百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定資

産の中間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。

同左 （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。

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 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 35百万円

減価償却費相当額 35百万円

支払リース料 14百万円

減価償却費相当額 14百万円

支払リース料 64百万円

減価償却費相当額 64百万円

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、残存価額を

零とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年７月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種　　　　　類 取得価額（百万円）
中間連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

（1）株式 95 416 320

（2）債券

①国債、地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

（3）その他 － － －

合計 95 416 320

２．時価評価されていない有価証券の内容

種　　　　　類 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 464

合計 464

当中間連結会計期間末（平成18年７月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種　　　　　類 取得価額（百万円）
中間連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

（1）株式 95 481 385

（2）債券

①国債、地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

（3）その他 － － －

合計 95 481 385

２．時価評価されていない有価証券の内容

種　　　　　類 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 767

合計 767

前連結会計年度末（平成18年１月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種　　　　　類 取得価額（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

（1）株式 95 484 389

（2）債券

①国債、地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

（3）その他 － － －

合計 95 484 389

２．時価評価されていない有価証券の内容

種　　　　　類 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 764
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種　　　　　類 連結貸借対照表計上額（百万円）

合計 764
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③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間（自　平成17年２月１日　　至　平成17年７月31日）

当社グループはデリバティブ取引を行っておりませんので該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年２月１日　　至　平成18年７月31日）

当社グループはデリバティブ取引を行っておりませんので該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年２月１日　　至　平成18年１月31日）

当社グループはデリバティブ取引を行っておりませんので該当事項はありません。

④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年２月１日　至　平成17年７月31日）

全セグメントの売上高の合計、営業利益及びセグメントの資産の金額の合計額に占める不動産分譲事業の割合

が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

全セグメントの売上高の合計、営業利益及びセグメントの資産の金額の合計額に占める不動産分譲事業の割合

が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）

全セグメントの売上高の合計、営業利益及びセグメントの資産の金額の合計額に占める不動産分譲事業の割合

が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年２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在外支店について該当事項がないため、所在地別セグメン

ト情報を記載しておりません。

当中間連結会計期間（自　平成18年２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在外支店について該当事項がないため、所在地別セグメン

ト情報を記載しておりません。

前連結会計年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１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在外支店について該当事項がないため、所在地別セグメン

ト情報を記載しておりません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年２月１日　至　平成17年７月31日）

海外売上高については該当事項がないため、記載しておりません。

当中間連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

海外売上高については該当事項がないため、記載しておりません。

前連結会計年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）

海外売上高については該当事項がないため、記載しておりません。
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（ストック・オプション等関係）

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
(自　平成17年２月１日
　至　平成17年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年２月１日
　至　平成18年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年２月１日
　至　平成18年１月31日)

１株当たり純資産額 1,358円65銭

１株当たり中間純利益 67円56銭

１株当たり純資産額 1,450円34銭

１株当たり中間純利益 59円41銭

１株当たり純資産額 1,414円09銭

１株当たり当期純利益 144円57銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益
67円43銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益
59円37銭

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
144円33銭

（注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年２月１日
　至　平成17年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年２月１日
　至　平成18年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年２月１日
　至　平成18年１月31日)

１株当たり中間（当期）純利益

中間（当期）純利益（百万円） 1,813 1,597 3,899

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 19

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (19)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
1,813 1,597 3,880

期中平均株式数（千株） 26,835 26,893 26,843

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益

普通株式増加数（千株） 51 20 43

（うち旧商法第280条ノ19の規定に基づく

新株引受権）
(51) (20) (43)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（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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５．生産、契約及び販売の状況
（1）生産の実績  

事業 項目

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日

　　至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日

　　至　平成18年７月31日）
増減

件数
金額

（百万円）
件数

金額
（百万円）

件数
金額

（百万円）

不動産

分譲事業

戸建住宅 2,436 77,108 1,582 56,419 △854 △20,689

中高層住宅

（マンション）
52 1,439 － － △52 △1,439

合計 2,488 78,548 1,582 56,419 △906 △22,128

（注）１．金額は販売価額により表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（2）契約の状況  

事業 項目

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日

　　至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日

　　至　平成18年７月31日）
増減

期中
契約高

期末
契約残高

期中
契約高

期末
契約残高

期中
契約高

期末
契約残高

不動産

分譲事業

戸建住宅
件数(棟) 1,971 334 1,806 286 △165 △48

金額(百万円) 62,099 11,493 63,049 10,344 950 △1,148

土地
件数(区画) 240 117 140 91 △100 △26

金額(百万円) 7,102 2,764 5,589 2,742 △1,512 △22

中高層住宅

（マンション）

件数(戸) 16 － 2 － △14 －

金額(百万円) 426 － 232 － △194 －

小計
件数 2,227 451 1,948 377 △279 △74

金額(百万円) 69,628 14,258 68,871 13,087 △756 △1,171

その他事業

建築請負工事
件数 96 63 89 62 △7 △1

金額(百万円) 1,187 796 1,372 957 185 160

 その他建築請負工事

（リフォーム等）
金額(百万円) 536 137 545 64 9 △73

小計
件数 96 63 89 62 △7 △1

金額(百万円) 1,723 934 1,917 1,021 194 87

合計 件数 2,323 514 2,037 439 △286 △75

金額(百万円) 71,351 15,192 70,789 14,109 △562 △1,083

（注）１．金額は販売価額により表示しております。

２．件数については、戸建住宅は棟数、土地は区画数、中高層住宅（マンション）は戸数を表示しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（3）事業別販売の実績  

事業別 項目

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日

　　至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日

　　至　平成18年７月31日）
増減

件数
金額

（百万円）
件数

金額
（百万円）

件数
金額

（百万円）

不動産

分譲事業

不動産販売高

戸建住宅 1,928 60,555 1,771 61,344 △157 788

土地 162 5,401 127 5,597 △35 195

中高層住宅

（マンション）
53 1,407 2 232 △51 △1,174

小計 2,143 67,364 1,900 67,173 △243 △191

その他事業

請負工事収入 1,328 1,751 422

賃貸収入 68 70 1

その他 124 169 45

合計 68,886 69,164 278

（注）１．件数については、戸建住宅は棟数、土地は区画数、中高層住宅（マンション）は戸数を表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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①　事業部別販売実績

不動産分譲事業の不動産販売高における事業部別の販売実績は次のとおりであります。

事業部

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日

　　至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日

　　至　平成18年７月31日）
増減

件数
金額

（百万円）
割合
（％）

件数
金額

（百万円）
割合
（％）

件数
金額

（百万円）
割合
（％）

東　　京 624 23,358 34.7 612 25,963 38.7 △12 2,604 4.0

埼　　玉 703 17,265 25.6 591 15,920 23.7 △112 △1,345 △1.9

神 奈 川 386 12,872 19.1 400 14,257 21.2 14 1,385 2.1

千　　葉 295 8,866 13.2 294 9,929 14.8 △1 1,062 1.6

首 都 圏 135 5,001 7.4 － － － △135 △5,001 △7.4

 開発企画 － － － 3 1,102 1.6 3 1,102 1.6

合　計 2,143 67,364 100.0 1,900 67,173 100.0 △243 △191 －

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．平成18年１月26日付の組織改正により首都圏事業部を廃止し、戸建は東京事業部へ、中高層（マンション）は開発企画部へそれぞれ

改編されております。

②　販売経路別販売実績

不動産分譲事業の不動産販売高における販売経路別の販売実績は次のとおりであります。

販売経路

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日

　　至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日

　　至　平成18年７月31日）
増減

金額
（百万円）

割合
（％）

金額
（百万円）

割合
（％）

金額
（百万円）

割合
（％）

当社→一般顧客 34,010 50.5 31,618 47.1 △2,392 △3.4

当社→仲介業者→一般顧客 33,353 49.5 35,555 52.9 2,201 3.4

合　　　計 67,364 100.0 67,173 100.0 △191 －

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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