
(財)財務会計基準機構会員  

平成19年２月期 中間決算短信（連結）  
平成18年10月11日

会社名 株式会社ランド 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号 8918 本社所在都道府県 神奈川県

（URL　http://www.land.jp）

代表者 役職名 代表取締役社長

 氏名 松谷　昌樹

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理部長

 氏名 佐瀬　雅昭 ＴＥＬ　　（045）345－7778

決算取締役会開催日 平成18年10月11日

米国会計基準採用の有無 無

１．18年８月中間期の連結業績（平成18年３月１日～平成18年８月31日）

(1）連結経営成績 （百万円未満の金額は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８月中間期 5,746 (△62.3) △290 (―) △689 (―)

17年８月中間期 15,225 (―) 2,120 (―) 1,810 (―)

18年２月期 23,918 3,235 2,549

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８月中間期 △586 (―) △3,102 03 ― ―

17年８月中間期 1,025 (―) 17,436 57 17,012 79

18年２月期 1,655 9,147 91 8,957 54
（注）①持分法投資損益 18年８月中間期 ―百万円 17年８月中間期 ―百万円 18年２月期 ―百万円

②期中平均株式数（連結） 18年８月中間期 189,003株 17年８月中間期 58,825株 18年２月期 181,017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、対前年同期増減率

⑤中間連結財務諸表は、平成17年８月中間期より作成しております。したがって平成17年８月中間期の対前年同期増減率は記載しておりま

せん。

(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８月中間期 52,103 9,329 17.9 49,360 40

17年８月中間期 44,837 9,549 21.3 155,155 42

18年２月期 41,792 10,151 24.3 53,711 80
（注）期末発行済株式数（連結） 18年８月中間期 189,003株 17年８月中間期 61,551株 18年２月期 189,003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８月中間期 △8,416 △1,432 10,083 3,312

17年８月中間期 △5,527 △2,497 15,027 8,149

18年２月期 △11,515 △2,696 16,143 3,077

(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 3社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．19年２月期の連結業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 35,200 4,000 2,230

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　  11,798円 75銭
※　上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報を前提としております。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、当社及び連結子会社３社から構成され、不動産販売事業及び不動産関連業務受託事業並びにシニア

住宅事業を行っております。

　当社グループの事業内容及びグループ各社の役割は、以下の通りであります。

株式会社ランド
株式会社エル・エー
・ソリューションズ

株式会社ＪＡＤ
株式会社

ランドネクサス 

不動産販売

事業

①マンション分譲事業

　横浜・多摩東部エリア

におけるマンション分譲

事業

②不動産流動化事業

　不動産の価値を最大限

に高め、収益性の高い不

動産の企画・開発を行う

とともに、好立地の未稼

動・低稼動不動産の価値

再生により収益機会の拡

大を図る不動産流動化事

業

―――― 人口30～60万人程度

の地方の中核都市におけ

るマンション分譲事業

――――

不動産関連業

務受託事業

他社分譲マンションの

販売代理業務、広告宣伝

代理業務、ローン事務代

行業務及び仲介業務並び

に賃貸業務等 

主に都心部における不

動産流動化案件に関する

コンサルティング業務及

び仲介業務等 

　地方の中核都市におけ

る当社分譲マンションの

販売代理業務、広告宣伝

代理業務、ローン事務代

行業務、仲介業務及び賃

貸業務並びに建築請負業

務等

――――

シニア住宅

事業

―――― ―――― ―――― シニア住宅の企画・運

営業務等

 資本金 3,723百万円 20百万円 98百万円 200百万円（注） 

株主構成 ――― 当社100％ 当社100％  当社100％

（注）株式会社ランドネクサスは平成18年３月22日付で株主割当増資を行い、資本金が200百万円となっております。 
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　前述の事項を事業の系統図で示すと、下記のとおりであります。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

＜経営理念＞

当社グループ（当社及び連結子会社）は、「豊かで快適な暮らしの創造」を企業理念として掲げ、顧客に夢と感動

を与え、住まう方が誇りに思える様な住宅を供給することで、わが国の住文化の向上に寄与するとともに、不動産価

値の創造に努めております。

同時に、「社会・顧客・市場に支持され評価される存在、また当社グループに関わるすべての人々の幸せを実現で

きる存在でありたい」と考え、企業としていかにあるべきかを常に意識し、ひとつひとつの商品・サービスはもとよ

り、企業理念から行動規範に至る全てにおいて理想を追求しつづける「理想追求集団」として「理想の会社」を創る

ことを目指しております。

＜経営方針＞

当社グループは、各々の事業の規模拡大を追及するのではなく、効率的な利益水準で安定化させ、新たな事業の柱

を構築し、これを安定した水準で積み上げていくことにより、永続的に成長していくことを経営の基本方針としてお

ります。また、事業エリアでの強みを活かして最大のシナジー効果を発揮できるよう、グループ全体の総合力を向上

させて、企業価値を高めてまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

当社は、株主への長期的な利益還元を経営の重要課題として位置付けております。

利益配当につきましては、事業展開と経営基盤の強化に必要な内部留保の充実に努めつつ、業績に応じた配当を継

続的に行うことを基本方針としており、中期的に配当性向20％を目指しております。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は、株式の流動性の向上や株主数の増加を図るうえで、投資単位の引下げを資本政策上の重要課題として認識

しております。

今後も、株価の動向や市況等を勘案のうえ、株式分割等投資単位の引下げの方策を検討してまいる方針であります。

(4）目標とする経営指標

当社グループは、財務の健全性を確保しつつ、永続的な成長を実現することを目指しております。

財務の健全性を確保するため、資産規模に応じて、負債と資本のバランスに留意しつつ、中期的に自己資本比率

30％の継続的な確保を目標としております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、マンション分譲事業と不動産流動化事業からなる「不動産販売事業」と、収益不動産保有事業及

び不動産販売事業に付帯する事業からなる「不動産関連業務受託事業」及び今期より参入いたしました「シニア住宅

事業」を行っております。

マンション分譲事業に関しましては、長期的には市場の縮小も予想されることから、エリアニーズに適合した、立

地及び外観デザインから細部の商品企画等に至るまで徹底的にこだわりぬいた商品のみを提供する「ブティック型」

マンション事業の追求により、規模の大きさよりも商品の品質や顧客満足度の高さで評価していただけるデベロッパー

となることを目指してまいります。

また、不動産流動化事業に関しましては、収集した不動産情報を最大限に活用し、当社グループの得意とする商品

企画力及び事業スキーム構築力を活かした出口戦略の多様化により、不動産の価値を最大限に高め、収益性の高い不

動産の企画・開発を行うとともに、好立地の未稼働、低稼働不動産の価値再生を図ることで収益機会の拡大を図って

まいります。

さらに、好立地・高利回りの収益不動産の一部を自社保有する等、安定収益を確保しつつ、不動産流動化案件に関

するコンサルティング業務や仲介業務等を拡充させ、バランスの取れた事業展開をして参る所存であります。

 しかしながら、当社グループの主要な事業の柱でありますマンション分譲事業、不動産流動化事業、及び収益不動

産保有事業により、今後の成長を維持するためには、相応のバランスシートの増大は避けられず、資産の増加を極力

抑えながら安定的に収益計上が可能となる事業の構築が重要な経営戦略であると認識しております。

　100％子会社の株式会社ランドネクサスを通じて今期より参入いたしましたシニア住宅事業は、この資産の増加を抑

えながら安定的に収益計上が可能なビジネスモデルであり、いわゆる団塊の世代のニーズにより、今後もマーケット

の拡大が期待されることから、当社グループの「住まい」に関するノウハウと同社の持つシニア住宅事業の開発・運

営ノウハウを結合させることで、今後のグループの成長に寄与するものと期待しております。
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(6）会社の対処すべき課題

今後の首都圏分譲マンション市場は、物件の供給過剰感や、それにともなうお客様の商品選別志向の高まり等によ

り、減速を余儀なくされることとなり、供給会社間のみならず個別物件単位での競争が一層激しさを増すことが予想

されます。

そのため当社グループは、単純な大量生産・大量販売ではなく、エリアニーズに適合した、立地から外観デザイン

等細部の商品企画に至るまで徹底的にこだわりぬいた商品のみを提供する「ブティック型」の供給姿勢を維持してま

いる所存であります。顧客の価値観やライフスタイルの多様化によって変化し続ける市場ニーズを適時的確に把握す

るためのマーケティング力と、このニーズに適合した商品企画力の強化に注力することにより、個別の物件ごとに他

社商品との差別化を促進し、「心から喜んでお住まいいただけるマンション」創りに引き続き取り組んでまいります。

一方、不動産流動化事業に関しましては、Ｊ－ＲＥＩＴや私募ファンドをはじめ、現在のところ、市場は活況を呈

しているものの、金利の上昇懸念等により、先行きの不透明感は完全には払拭できておりません。

　当社グループは、強みであります情報収集力や企画力、事業スキーム構築力を活用することにより、不動産の価値

を高め、収益を確保してまいる所存ではありますが、当該事業は様々な出口戦略を検討しなければならず、そのため

の最新知識、ノウハウの習得が不可欠であります。各事業における優秀な人材の確保、育成を強化することにより、

グループ全体で継続的な成長を可能とする企業集団の構築を目指してまいる所存であります。

(7）親会社等に関する事項

当社の親会社等はありません。

(8）その他、会社の経営上の重要な事項

記載すべき事項はありません。
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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、引き続き原油高による原材料費の高騰や依然として不安定な中東諸国

の情勢等の懸念材料はあるものの、堅調な企業収益を背景に総じて回復基調で推移しました。

当社グループが属する不動産業界におきましては、都心部の賃料相場の上昇等から、特に都心部の立地に恵まれた

事業用不動産の価格が高騰する傾向が一段と強まっております。また、不動産市場への資金流入が続き、市場は概ね

堅調に推移しておりますが、金利の先高感や競争の激化により先行きの不透明感は払拭できておりません。

　このような状況下におきまして、当社グループは、従来からの横浜及び多摩東部エリアに加え、地方の中核都市に

おいても、徹底的にこだわりぬいた「住まう方が誇りに思える」マンションのみを供給する「ブティック型」マンショ

ン分譲事業を展開するとともに、当社グループの強みであります情報収集力や企画力、事業スキーム構築力を活用す

ることにより、不動産の価値を最大限に高め、収益を確保する不動産流動化事業を全国で積極的に展開してまいりま

した。

　また、これらに続く事業の柱を構築すべく、当中間連結会計期間よりシニア住宅事業に参入いたしました。

　なお、当社グループの主要事業である不動産販売事業は、物件の引渡時に売上が計上されるため、物件の販売・引

渡ともに当初計画以上に順調に推移したものの、当中間連結会計期間の連結売上高は5,746,526千円（前年同期比

62.3％減）、連結経常損失は689,366千円（前年同期は経常利益1,810,705千円）、連結中間純損失は586,294千円（前

年同期は中間純利益1,025,713千円）となりました。

事業の種類別セグメントごとの業績は次のとおりであります。

（不動産販売事業）

不動産販売事業におきましては、自社分譲マンション物件「ランドシティ古淵アルテリア」（神奈川県相模原市）

47戸の他、地方物件で21戸の引渡しを行いました。また、「関内真砂町プロジェクト」（神奈川県横浜市）をはじめ

とする不動産流動化案件４件の引渡しを行いました結果、売上高は5,075,905千円（前年同期比64.8％減）となりまし

た。

（不動産関連業務受託事業）

不動産関連業務受託事業におきましては、収益不動産保有事業における賃貸収入及びその他の収入を合わせ売上高

は536,420千円（同32.7％減）となりました。

（シニア住宅事業）

当中間連結会計期間より着手いたしましたシニア住宅事業におきましては、平成18年４月１日に営業権を譲り受け

た「ネクサスコート本郷」（東京都文京区）の入居一時金償却及び生活費収入等を合わせ売上高は134,199千円となり

ました。
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(2）財政状態

①　資産・負債・純資産の状況

当中間連結会計期間においては、たな卸資産及び固定資産の取得やそれに伴う借入金の増加、共同事業未払金の

増加等により、資産合計が52,103,099千円、負債合計が42,773,836千円、純資産合計が9,329,262千円となりました。

②　当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

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、たな卸資産の取得、有形固定資

産の取得にかかる支出を、それらの取得資金の借入による収入が上回った結果、残高が3,312,574千円となりました。

当中間連結会計期間における活動別のキャッシュ・フローは以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 営業活動において流出した資金は8,416,385千円となりました。これは主として、たな卸資産の取得によるもの

です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 投資活動において流出した資金は、1,432,015千円となりました。これは主として、有形固定資産及び無形固定

資産の取得によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 財務活動において取得した資金は、10,083,299千円となりました。これは主として、借入金の増加によるもので

す。

③　キャッシュ・フロー指標のトレンド

　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２月期 平成18年２月期 平成19年２月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） ― 20.9 21.3 24.3 17.9

時価ベースの自己資本比率

（％）
― 87.2 31.3 132.5 66.4

債務償還年数（年） ― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）
― ― ― ― ―

 (注)　１.　各指標の算出は以下の計算式を使用しております。

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

２.　各指標は、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。また当社は平成17年２月期期末決算より連結財務諸表を作

成しております。

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

４.　営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。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すべての負債を対象としております。また、利払いにつ

いては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

５.　平成17年２月期及び平成18年２月期並びに平成19年２月期中間連結会計期間の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レ

シオにつきましては、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。
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(3）通期の見通し

今後のわが国経済は、引き続き企業収益や個人消費が好調に推移し、景気の回復基調は持続するものと思われま

すが、原油高による原材料費の高騰や金利の上昇懸念等から、依然として予断を許さない状況であります。

　不動産業界におきましては、景気の回復に伴って引き続き活発に不動産取引が行われ、需要は堅調に推移するも

のと思われますが、金利の上昇や仕入競争・販売競争の激化、都心の好立地の地価上昇等、当社グループを取り巻

く環境は依然として厳しいものと予想されます。

　このような状況の中、当社グループは、保有する仕入ネットワークを駆使し、優良物件の開発に注力し、徹底的

にこだわりぬいた「ブティック型」のマンション分譲事業及び不動産流動化事業並びに収益不動産保有事業、シニ

ア住宅事業を積極的に展開してまいります。一方、新規事業の開発にも積極的に取り組み、これらの事業を積み上

げていくことで永続的に成長し続ける「不動産コングロマリット企業」を目指してまいります。

 なお、当社グループの主要事業である不動産販売事業は、物件の引渡時に売上が計上されるため、通期の見通し

といたしましては、下期に物件の引渡予定が集中していることから、極端に下期偏重の業績となる見込みでありま

す。

　平成19年２月期の通期の連結業績の見通しといたしましては、連結売上高35,200百万円（前期比47.2％増）、連

結経常利益4,000百万円（前期比56.9％増）、連結当期純利益2,230百万円（前期比34.7％増）を見込んでおります。
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４．事業等のリスク
　当社グループの経営成績及び財務状態などに重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、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は、本中間決算短信発表日(平成18年10月11日)現在において当社グループが判

断したものであります。

(1）引渡時期および事業形態による業績変動について

　当社グループの主要事業である不動産販売事業においては、分譲マンション及び不動産流動化案件の売買契約成立

時ではなく、引渡時に売上が計上されます。また、利益率は個別プロジェクトにより差があります。このため、規模

の大きいプロジェクトや、利益率の高いプロジェクトの引渡時期により、業績の偏重が生じております。今後も同様

の理由により業績の偏重は発生すると考えられることから、当社グループの業績を判断する際には留意する必要があ

ります。

　なお、天災その他予想し得ない事態による事業日程の遅延等、不測の事態により引渡時期が中間期末もしくは期末

を超えて遅延した場合には、当社グループの業績が著しく変動する可能性があります。

　また、不動産関連業務受託事業の内、販売代理手数料及び広告請負収入に関しましては、受託報酬を売上計上して

おりますので、不動産販売事業と比較した場合、総じて売上高に対する利益率が高くなる傾向があり、事業形態によ

り採算性が異なります。

(2）特有の法的規制による影響について

　当社グループの属する不動産業界は、国土利用計画法、宅地建物取引業法、建築基準法、都市計画法、住宅品質確

保促進法等により、法的規制を受けております。

　当社グループは、あくまでも現行法令に適合した事業展開を行ってまいりますが、今後、当社の重点エリアにおい

て、各種規制の改廃や新たな法的規制が設けられる場合には、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。

(3）不動産市況、金利動向等による影響について

　当社グループの主要事業であるマンション分譲事業および不動産流動化事業は、景気動向、金利動向、新規供給物

件動向、不動産販売価格動向、住宅税制等の影響を受けやすいため、景気見通しの悪化や大幅な金利の上昇、あるい

は供給過剰による販売価格の下落の発生等、諸情勢に変化があった場合には、購買者のマンション購入意欲を減退さ

せる可能性や不動産流動化事業の収益性確保が困難になる可能性があります。その場合には、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。

　一方、上記経済情勢の変化は事業用地の購入代金、建築費等の変動要因ともなり、これらが上昇した場合には、当

社グループの事業利益が圧迫され、業績に影響を及ぼす可能性があります。

　なお、構造計算偽装事件を受け、当社グループの分譲したすべての分譲マンションに関しまして、建築基準法に沿っ

た適正な建物であることを確認しております。しかしながら、業界全体における顧客の購買意欲が減退する可能性か

ら、販売が長期化し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4）有利子負債への依存について

　当社グループは、マンション分譲事業用地の取得資金及び建築費の一部並びに不動産流動化事業用地の取得資金を、

主として金融機関からの借入金により調達しているため、有利子負債への依存度が高い水準にあります。今後、当社

グループとしては、資金調達手段の多様化に積極的に取り組み、自己資本の充実に注力する方針ではありますが、現

行の金利水準が著しく変動した場合には当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　また、資金調達に際しては、当社グループでは特定の金融機関に依存することなく個別案件ごとに金融機関に融資

を打診し、融資の了解を得た後にプロジェクトを進行させております。ただし、何らかの理由により資金調達が不十

分あるいは不調に終わった場合には、事業展開の妨げになるなど当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

　なお、共同事業契約において、他の事業者による立替払相当額に対して金利相当の負担の取り決めがなされている

場合があり、これに該当するプロジェクトにかかる未払金を有利子負債として認識しております。これらのプロジェ

クトにかかる金利水準が著しく変動した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(5）競合等の影響について

　当社グループは、横浜地区(横浜市とその周辺都市)及び多摩東部地区(武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市等)並び

に秋田市、盛岡市、長崎市、鹿児島市をはじめとした人口30万人～60万人程度の地方中核都市を主要エリアとした新

築マンションの企画、開発、販売および、全国での不動産流動化事業を行っております。特に横浜及び多摩東部エリ

アは住宅購入者の人気が高い地域であり、また、東京都心部の優良な案件は事業用地としてのニーズが高いこと等か

ら、競合他社も多くなる傾向にあります。競合他社の参入状況によっては当社グループの用地仕入に関する競争力が

低下することとなり、取得価額の高騰による収益性の低下等、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、マンション分譲事業における主要な営業エリアにおきましては、今後、販売競争がより一層激化する可能性

があり、これを要因とする値引販売合戦を引き起こし、売上高の減少や利益率の低下等、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。

(6）新規事業への参入について

　当社グループは、マンション分譲事業、不動産流動化事業、収益不動産保有事業に続く、第４の事業の柱として、

当中間連結会計期間よりシニア住宅事業に参入いたしました。

　当該事業への参入に際しては、十分に事業の採算性を検証しておりますが、業界に対する不測の規制強化や、シニ

ア層の住宅ニーズの変化等により当該事業が計画通りに進捗しない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。
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５．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８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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   8,185,395   3,366,582   3,122,682  

２　売掛金   104,924   14,684   ―  

３　共同事業未収入金   5,671,269   ―   ―  

４　たな卸資産 ※２  25,595,678   40,132,351   32,823,553  

５　前渡金   682,000   1,193,150   747,627  

６　繰延税金資産   80,706   232,937   116,683  

７　その他   532,843   1,144,235   1,059,266  

貸倒引当金   △147,947   △2,640   △13,231  

流動資産合計   40,704,870 90.8  46,081,300 88.4  37,856,583 90.6

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※2.3  3,006,671 6.7  3,402,197 6.5  2,991,525 7.2

２　無形固定資産   9,000 0.0  497,947 1.0  8,091 0.0

３　投資その他の資産
※
1.2.3

1,116,885   2,126,545   936,683   

貸倒引当金  ― 1,116,885 2.5 △4,891 2,121,653 4.1 ― 936,683 2.2

固定資産合計   4,132,557 9.2  6,021,798 11.6  3,936,301 9.4

資産合計   44,837,428 100.0  52,103,099 100.0  41,792,884 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形及び買掛金   32,259   358,447   164,574  

２　一年以内償還予定社
債

※２  120,000   220,000   320,000  

３　短期借入金 ※2.4  9,418,180   14,816,600   7,403,300  

４　一年以内返済予定長
期借入金

※２  5,386,340   8,050,040   7,543,148  

５　共同事業未払金   5,388,501   4,497,378   ―  

６　未払法人税等   840,091   14,078   1,150,651  

７　賞与引当金   45,225   70,073   56,062  

８　その他   1,237,692   1,181,805   775,193  

流動負債合計   22,468,290 50.1  29,208,422 56.1  17,412,928 41.7

Ⅱ　固定負債           

１　社債 ※２  280,000   －   ―  

２　長期借入金 ※２  9,379,243   12,955,903   10,407,973  

３　長期共同事業未払金   2,894,854   172,096   3,572,002  

４　繰延税金負債   38,399   1,702   ―  

５　その他   226,980   435,711   248,289  

固定負債合計   12,819,477 28.6  13,565,413 26.0  14,228,264 34.0

負債合計   35,287,767 78.7  42,773,836 82.1  31,641,193 75.7

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   －   －   －  

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,708,772 8.3  － －  3,723,824 8.9

Ⅱ　資本剰余金   3,484,667 7.7  － －  3,499,716 8.4

Ⅲ　利益剰余金   2,284,233 5.1  － －  2,914,451 7.0

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  73,316 0.2  － －  15,027 0.0

Ⅴ　自己株式   △1,328 0.0  － －  △1,328 0.0

資本合計   9,549,660 21.3  － －  10,151,691 24.3

負債、少数株主持分
及び資本合計

  44,837,428 100.0  － －  41,792,884 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 3,723,824 7.2  － －

２　資本剰余金  － － 3,499,716 6.7  － －

３　利益剰余金  － － 2,044,652 3.9  － －

４　自己株式  － － △1,328 △0.0  － －

株主資本合計  － － 9,266,864 17.8  － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 － － 62,842 0.1  － －

２　繰延ヘッジ損益  － － △444 △0.0  － －

評価・換算差額等合計  － － 62,398 0.1  － －

Ⅲ　新株予約権  － － － －  － －

Ⅳ　少数株主持分  － － － －  － －

純資産合計  － － 9,329,262 17.9  － －

負債純資産合計  － － 52,103,099 100.0  － －
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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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
要約連結損益計算書

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   15,225,099 100.0  5,746,526 100.0  23,918,444 100.0

Ⅱ　売上原価   11,487,669 75.4  4,608,406 80.2  18,202,688 76.1

売上総利益   3,737,429 24.6  1,138,119 19.8  5,715,755 23.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,616,727 10.6  1,429,068 24.9  2,480,443 10.4

営業利益又は営業損失
(△)

  2,120,702 14.0  △290,949 △5.1  3,235,312 13.5

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  44,862   20,555   52,147   

２　受取配当金  971   640   1,246   

３　匿名組合出資利益  ―   32,122   48,615   

４　解約金収入  13,086   5,328   15,492   

５　受取手数料  24,941   17,780   39,329   

６　賃貸収入  38,524   50,195   101,870   

７　共同事業改定差益  17,773   －   17,773   

８　債権取立益  －   23,148   11,404   

９　その他  18,710 158,870 1.0 13,350 163,120 2.8 23,057 310,937 1.3

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  311,380   420,420   685,302   

２　支払手数料  112,245   119,426   227,386   

３　その他  45,240 468,867 3.1 21,689 561,537 9.7 84,069 996,759 4.1

経常利益又は経常損失
(△)

  1,810,705 11.9  △689,366 △12.0  2,549,491 10.7

Ⅵ　特別利益           

１　投資有価証券売却益  － － － － － － 293,224 293,224 1.2

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※２ 426 426 0.0 9,776 9,776 0.2 426 426 0.0

税金等調整前中間（当
期）純利益又は中間純
損失(△)

  1,810,278 11.9  △699,142 △12.2  2,842,289 11.9

法人税、住民税及び事
業税

 823,535   3,721   1,307,347   

法人税等調整額  △38,969 784,565 5.2 △116,569 △112,847 △2.0 △120,989 1,186,358 5.0

中間（当期）純利益又
は中間純損失(△)

  1,025,713 6.7  △586,294 △10.2  1,655,931 6.9
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(3）中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）        

Ⅰ　資本剰余金期首残高   2,234,670  ―  2,234,670

        

Ⅱ　資本剰余金増加高        

１　増資による新株式の発行  ―  ―  ―  

２　新株予約権付社債の新株予約権
行使による新株式の発行

 1,249,997  ―  1,249,997  

３　新株予約権の行使による新株の

発行
 ― 1,249,997 ― ― 15,049 1,265,046

        

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）残高   3,484,667  ―  3,499,716

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,314,739  ―  1,314,739

        

Ⅱ　利益剰余金増加高        

１　中間（当期）純利益  1,025,713 1,025,713 ― ― 1,655,931 1,655,931

        

Ⅲ　利益剰余金減少高        

１　配当金  56,220 56,220 ― ― 56,220 56,220

        

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高   2,284,233  ―  2,914,451
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(4）中間連結株主資本等変動計算書

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18年２月28日　残高

（千円）
3,723,824 3,499,716 2,914,451 △1,328 10,136,663

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円） ― ― ― ― ―

剰余金の配当（千円） ― ― △283,504 ― △283,504

中間純損失（千円） ― ― △586,294 ― △586,294

自己株式の処分（千円） ― ― ― ― ―

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）

（千円）

― ― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
― ― △869,799 ― △869,799

平成18年８月31日　残高

（千円）
3,723,824 3,499,716 2,044,652 △1,328 9,266,864

評価・換算差額等

新株
予約権

少数株主
持分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日　残高

（千円）
15,027 ― ― ― 15,027 ― ― 10,151,691

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円） ― ― ― ― ― ― ― ―

剰余金の配当（千円） ― ― ― ― ― ― ― △283,504

中間純損失（千円） ― ― ― ― ― ― ― △586,294

自己株式の処分（千円） ― ― ― ― ― ― ― ―

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）

（千円）

47,815 △444 ― ― 47,370 ― ― 47,370

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
47,815 △444 ― ― 47,370 ― ― △822,429

平成18年８月31日　残高

（千円）
62,842 △444 ― ― 62,398 ― ― 9,329,262
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(5）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３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８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３月１日

至　平成18年２月28日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）

純利益又は中間純損失(△)
 1,810,278 △699,142 2,842,289

減価償却費  23,942 78,133 51,278

連結調整勘定償却額  531 531 1,063

固定資産除却損  － 9,776 426

貸倒引当金の増加（△減少）額  145,368 △6,253 11,206

賞与引当金の増加額  5,186 14,011 16,023

受取利息及び受取配当金  △45,834 △21,195 △53,393

新株発行費及び社債発行費  28,193 2,319 32,643

支払利息  311,380 420,420 685,302

売上債権の減少（△増加）額  △5,766,439 △14,684 9,755

たな卸資産の増加額  △725,571 △6,345,340 △7,804,730

前渡金の減少（△増加）額  443,200 △445,522 377,572

仕入債務の増加（△減少）額  △2,187,671 193,873 △2,055,356

その他  873,393 △85,860 △4,593,837

小計  △5,084,041 △6,898,933 △10,479,757

利息及び配当金の受取額  993 37,894 56,587

利息の支払額  △246,366 △441,349 △705,305

法人税等の支払額  △198,125 △1,113,997 △387,451

営業活動によるキャッシュ・フロー  △5,527,539 △8,416,385 △11,515,927

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の純増加額  △9,000 △9,000 △18,006

有形固定資産の取得による支出  △2,697,927 △434,271 △2,708,161

無形固定資産の取得による支出  △1,411 △535,953 △1,774

投資有価証券の取得による支出  △303,000 △446,114 △305,000

匿名組合出資金の払戻による収入  512,000 － 512,000

その他  2,160 △6,675 △175,717

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,497,179 △1,432,015 △2,696,658
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前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８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３月１日

至　平成18年２月28日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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  1,809,613 8,563,300 △205,266

長期借入による収入  11,062,000 5,757,300 19,041,400

長期借入金の返済による支出  △354,322 △3,852,478 △5,148,184

社債の発行による収入  2,492,894 － 2,492,894

社債の償還による支出  △10,000 △100,000 △90,000

配当金の支払額  △55,527 △282,503 △55,687

預金の担保解消による収入  105,046 － 105,046

その他  △22,415 △2,319 3,234

財務活動によるキャッシュ・フロー  15,027,288 10,083,299 16,143,436

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  7,002,569 234,899 1,930,850

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,146,824 3,077,675 1,146,824

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高
 8,149,393 3,312,574 3,077,675
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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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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。

  

(1）連結子会社の数　　　２社 (1）連結子会社の数　　　３社 (1）連結子会社の数　　　３社

(2）連結子会社の名称

株式会社エル・エー・ソ

リューションズ

株式会社ＪＡＤ

　株式会社ＪＡＤは当中間連結

会計期間において株式を取得し

たことにより、連結の範囲に含

めることといたしました。

　また、株式会社ランドソ

リューションズは当中間連結会

計期間において株式会社エル・

エー・ソリューションズへ商号

を変更しております。

(2）連結子会社の名称

株式会社エル・エー・ソ

リューションズ

株式会社ＪＡＤ

株式会社ランドネクサス

(2）連結子会社の名称

株式会社エル・エー・ソリュー

ションズ

株式会社ＪＡＤ

株式会社ランドネクサス

 株式会社ＪＡＤは当連結会

計年度において株式を取得した

ことにより、連結の範囲に含め

ることといたしました。

 株式会社ランドネクサスは

当連結会計年度において新たに

設立したことにより、連結の範

囲に含めることといたしました。

 株式会社ランドソリューショ

ンズは当連結会計年度において

株式会社エル・エー・ソリュー

ションズへ商号を変更しており

ます。

(3）主要な非連結子会社名

有限会社エル・ディー・プラン

ニングＡ

有限会社エル・ディー・プラン

ニングＢ

有限会社エル・ディー・プラン

ニングＣ

有限会社エル・ディー・プラン

ニングＤ

連結の範囲から除いた理由

 非連結子会社４社は、いずれ

も小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていない

ためであります。

(3）主要な非連結子会社名

有限会社エル・ディー・プラン

ニングＡ

有限会社エル・ディー・プラン

ニングＢ

有限会社エル・ディー・プラン

ニングＣ

有限会社エル・ディー・プラン

ニングＤ

連結の範囲から除いた理由

 非連結子会社４社は、いずれ

も小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため

であります。

２　持分法の適用に関する事項 　非連結子会社及び関連会社はあり

ません。

　持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社等の

名称

有限会社エル・ディー・プラン

ニングＡ

有限会社エル・ディー・プラン

ニングＢ

有限会社エル・ディー・プラン

ニングＣ

有限会社エル・ディー・プラン

ニングＤ

持分法を適用しない理由

 持分法非適用会社は、それぞ

れ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、持分法の適用から除外して

おります。

　持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社等の

名称

有限会社エル・ディー・プラン

ニングＡ

有限会社エル・ディー・プラン

ニングＢ

有限会社エル・ディー・プラン

ニングＣ

有限会社エル・ディー・プラン

ニングＤ

持分法を適用しない理由

 持分法非適用会社は、それぞ

れ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、持分法の適用から除外して

おります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

３　連結子会社の（中間）決算

日等に関する事項

　全ての連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致しております。

同左 　全ての連結子会社の決算日は、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

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法

(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）

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）

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）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合

への出資（証券取引法第２

条第２項により有価証券と

みなされるもの）について

は、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取

り込む方法によっておりま

す。

　ただし、匿名組合に対す

る出資のうち、出資を通じ

て営業者の財産を実質的に

保有しているものとみなさ

れるものについては、出資

者の持分割合に相当する部

分を出資者の資産及び負債

として貸借対照表に計上し、

損益計算書についても同様

に処理しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　デリバティブの評価基準

　時価法

②　デリバティブの評価基準

同左

②　デリバティブの評価基準

同左

③　たな卸資産

ⅰ）販売用不動産、仕掛販売用

不動産、共同事業出資金及

び未成業務支出金

　個別法による原価法

③　たな卸資産

ⅰ）販売用不動産、仕掛販売用

不動産、共同事業出資金及

び未成業務支出金

同左

③　たな卸資産

ⅰ）販売用不動産、仕掛販売用

不動産、共同事業出資金及

び未成業務支出金

同左

ⅱ）貯蔵品

　最終仕入原価法

ⅱ）貯蔵品

同左

ⅱ）貯蔵品

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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

　建物（建物付属設備を除く）

については定額法、その他につ

いては定率法によっております。

　なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってお

ります。

　また、取得価額10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産に

ついては、事業年度毎に一括し

て３年間で均等償却しておりま

す。

(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

　建物（建物付属設備を除く）

については定額法、その他につ

いては定率法によっております。

 ただし、連結子会社資産の一

部については定額法によってお

ります。

　なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってお

ります。

　また、取得価額10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産に

ついては、事業年度毎に一括し

て３年間で均等償却しておりま

す。

(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

　建物（建物付属設備を除く）

については定額法、その他につ

いては定率法によっております。

　なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってお

ります。

　また、取得価額10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産に

ついては、事業年度毎に一括し

て３年間で均等償却しておりま

す。

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

②　無形固定資産

　　同左

(3）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

過去の貸倒実績率による貸倒見

積高を計上し、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に債

権の回収可能性を勘案して回収

不能見込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員への賞与支給に備える

ため、将来の支給見込額のうち、

当中間連結会計期間の負担額を

計上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員への賞与支給に備える

ため、将来の支給見込額のうち、

当連結会計年度の負担額を計上

しております。

(4）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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……金利スワップ

及び金利

キャップ

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ対象……借入金の利息

③　ヘッジ方針

　「デリバティブ取引管理規

程」に基づき、借入金の金利変

動リスクを回避する目的でデリ

バティブ取引を行っており、

ヘッジ対象債務の範囲内でヘッ

ジを行っております。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジの開始時から有効性判

定時点までの期間において、

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場

変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎にして、判断して

おります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

①　消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。

　なお、控除対象外消費税等に

ついては、発生事業年度の期間

費用としております。

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

①　消費税等の処理方法

同左

(6）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

①　消費税等の処理方法

同左

②　繰延資産の処理方法

新株発行費

　支出時に全額を費用として

処理しております。

②　繰延資産の処理方法

新株発行費

同左

②　繰延資産の処理方法

新株発行費

同左

社債発行費

　支出時に全額を費用として

処理しております。

社債発行費

同左

社債発行費

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、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日又は償還日

の到来する流動性の高い、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短

期的な投資であります。

同左 同左
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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３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年８月31日）

 ────── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準)

  ──────

当中間連結会計期間より、「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

9,329,707千円であります。

なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結貸借対

照表の純資産の部については、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成しております。

 ────── (固定資産の減損に係る会計基準)  ──────

 当中間連結会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」(企業会計

審議会　平成14年８月９日))及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針　第６号　平成15年10月31

日)を適用しております。

なお、これによる損益に与える影響はあり

ません。
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追加情報

前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

（外形標準課税）

　「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19,516千

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19,516千円減少しております。

  ────── （外形標準課税）

　「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35,590千円

については、販売費及び一般管理費に計上して

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８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度末
（平成18年２月28日）

※１　　　　　――――― ※１　非連結子会社に対するものは、次のとお

りであります。

※１　非連結子会社に対するものは、次のとお

りであります。

関係会社株式 12,000千円

前連結会計年度において、旧有限会社法

に規定する有限会社に対する当社持分は、

「関係会社出資金」として表示しており

ましたが、会社法及び会社法の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律第２条

第２項により、その持分が有価証券(株

式)とみなされることとなったため、当中

間連結会計期間より「関係会社株式」と

して注記しております。

関係会社出資金 12,000千円

※２　担保資産

このうち社債（社債60,000千円、一年以

内償還予定社債20,000千円）及び借入金

（長期借入金7,288,583千円、一年以内返

済予定長期借入金5,320,348千円、短期借

入金8,791,840千円）の担保に供している

ものは、次のとおりであります。

※２　担保資産

このうち借入金（長期借入11,815,235千

円、一年以内返済予定長期借入金

7,857,048千円、短期借入金12,165,000千

円）の担保に供しているものは、次のと

おりであります。

※２　担保資産

このうち借入金（長期借入金9,152,909

千円、一年以内返済予定長期借入金

7,477,156千円、短期借入金7,263,000千

円）の担保に供しているものは、次のと

おりであります。

たな卸資産  

（仕掛販売用不動産） 19,898,536千円

有形固定資産  

（建物） 1,561,127千円

（土地） 1,415,403千円

投資その他の資産  

（投資有価証券） 523,500千円

計 23,398,567千円

たな卸資産  

（仕掛販売用不動産） 31,716,560千円

有形固定資産  

（建物） 1,520,896千円

（土地） 1,420,040千円

投資その他の資産  

（投資有価証券） 305,700千円

計 34,963,196千円

たな卸資産  

（販売用不動産） 278,546千円

（仕掛販売用不動産） 24,139,975千円

有形固定資産  

（建物） 1,542,047千円

（土地） 1,420,040千円

投資有価証券 303,000千円

計 27,683,610千円

　また、上記債務のうち短期借入金

（670,000千円）の支払を担保する為に、

質権が設定されております。これは匿名組

合出資のうち営業者の長期預り金と相殺表

示している投資有価証券に係るものです。

　なお、このほかに宅地建物取引業法に基

づく手付金等保全措置のため、投資有価証

券5,000千円及び保証金25,000千円につい

て、質権が設定されております。

　また、上記債務のうち短期借入金

（670,000千円）の支払を担保する為に、

質権が設定されております。これは匿名組

合出資のうち営業者の長期預り金と相殺表

示している投資有価証券に係るものです。

　なお、このほかに宅地建物取引業法に基

づく手付金等保全措置のため、投資その他

の資産(投資有価証券)5,000千円及び(保証

金)27,000千円について、質権が設定され

ております。

　また、上記債務のうち短期借入金

（670,000千円）の支払を担保する為に、

質権が設定されております。これは匿名組

合出資のうち営業者の長期預り金と相殺表

示している投資有価証券に係るものです。

　なお、このほかに宅地建物取引業法に基

づく手付金等保全措置のため、投資有価証

券5,000千円及び投資その他の資産その他

(保証金)25,000千円について、質権が設定

されております。

※３　有形固定資産の減価償却累計額

39,809千円

※３　有形固定資産の減価償却累計額

91,253千円

※３　有形固定資産の減価償却累計額

64,844千円

投資その他の資産（投資不

動産）の減価償却累計額
365千円

投資その他の資産（投資不

動産）の減価償却累計額
446千円

投資その他の資産（投資不

動産）の減価償却累計額
405千円

※４　当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため金融機関５社と特定融資枠契

約（シンジケーション方式によるコミット

メント・ライン設定契約）を締結しており

ます。

　当中間連結会計期間末における貸出コ

ミットメントに係る借入金未実行残高等は

次のとおりです。

※４　　　　　――――― ※４　当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため金融機関５社と特定融資枠契

約（シンジケーション方式によるコミット

メント・ライン設定契約）を締結しており

ます。

　当連結会計年度における貸出コミットメ

ントに係る借入金未実行残高等は次のとお

りです。

貸出コミットメントの

総額

1,200,000千円

貸出実行残高 960,000千円

差引額 240,000千円

貸出コミットメントの

総額

1,200,000千円

貸出実行残高 960,000千円

差引額 240,000千円
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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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１　販売費及び一般管理費の主要項目 ※１　販売費及び一般管理費の主要項目 ※１　販売費及び一般管理費の主要項目

給料手当 244,340千円

賞与引当金繰入額 37,665千円

広告宣伝費 439,872千円

支払手数料 107,293千円

貸倒引当金繰入額 145,368千円

給料手当 338,225千円

賞与引当金繰入額 49,813千円

広告宣伝費 178,231千円

支払手数料 104,624千円

租税公課 167,758千円

給料手当 515,504千円

賞与引当金繰入額 40,958千円

広告宣伝費 597,216千円

支払手数料 206,096千円

租税公課 260,884千円

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおりで

あります。

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおりで

あります。

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおりで

あります。

有形固定資産  

（車両運搬具） 37千円

（器具及び備品） 389千円

計 426千円

有形固定資産  

（建物） 8,665千円

（器具及び備品） 848千円

無形固定資産  

（ソフトウェア） 262千円

計 9,776千円

有形固定資産その他 

（車両運搬具） 37千円

（器具及び備品） 389千円

計 426千円

３　当社グループにおける通常の営業の形態

として、物件の引渡時期が上半期または下

半期に偏重する傾向があるため、会計年度

の上半期と下半期の売上高及び業績の間に

は著しい季節的変動があります。

３　　　同左 ３　　　　　―――――
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（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３月１日　至　平成18年８月31日）

１.発行済み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 189,009.9 ― ― 189,009.9

合計 189,009.9 ― ― 189,009.9

自己株式

普通株式 6.9 ― ― 6.9

合計 6.9 ― ― 6.9

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の目的

となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当中間連結会計

期間末残高(千

円)前連結会計年度末
当中間連結会計

期間増加

当中間連結会計

期間減少

当中間連結会計

期間末

提出会社
ストックオプ
ションとしての
新株予約権

普通株式  ― 600 ― 600 　―（注１） 

連結子会社  ―  ―  ―

合計  ―  ―  ―

 (注) １. 会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。

 

３.配当に関する事項

(決議) 株式の種類
配当金の総額

（円）

１株あたり配当額

（円）
基準日 効力発生日

 平成18年５月25日

定時株主総会
普通株式 283,504,500 1,500  平成18年２月28日  平成18年５月26日
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（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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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

現金及び預金勘定  

 8,185,395千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金

 △36,001千円

現金及び現金同等物  

 8,149,393千円

現金及び預金勘定  

 3,366,582千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金

 △54,007千円

現金及び現金同等物  

 3,312,574千円

現金及び預金勘定  

 3,122,682千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金

 △45,007千円

現金及び現金同等物  

 3,077,675千円
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（リース取引）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

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　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資産
（器具及び備
品）

5,184 3,542 1,641

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資産
（器具及び備
品）

25,833 6,051 19,782

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

有形固定資産
（器具及び備
品）

5,184 4,060 1,123

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 1,091千円

１年超 656千円

合計 1,747千円

１年内 4,634千円

１年超 15,270千円

合計 19,905千円

１年内 1,112千円

１年超 94千円

合計 1,207千円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 569千円

減価償却費相当額 518千円

支払利息相当額 38千円

支払リース料 2,124千円

減価償却費相当額 1,990千円

支払利息相当額 172千円

支払リース料 1,138千円

減価償却費相当額 1,036千円

支払利息相当額 67千円

④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法は利息法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 15,140千円

１年超 434,019千円

合計 449,159千円

１年内 285,390千円

１年超 7,045,509千円

合計 7,330,899千円

１年内 15,140千円

１年超 426,449千円

合計 441,589千円

（注）　当社がオーナーから長期一括借上げ

している賃貸契約のうち解約不能条項

が付されているものについて記載して

おります。

（注）　当社グループがオーナーから長期一

括借上げしている賃貸契約のうち解約

不能条項が付されているものについて

記載しております。

（注）　当社がオーナーから長期一括借上げ

している賃貸契約のうち解約不能条項

が付されているものについて記載して

おります。
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（有価証券）

前中間連結会計期間（自　平成17年３月１日　至　平成17年８月31日）

１　時価のある有価証券

区分

平成17年８月31日現在

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

その他有価証券    

①　株式 129,575 245,920 116,344

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

合計 129,575 245,920 116,344

　（注）　「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

２　時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

主な内容
平成17年８月31日現在

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

①　非上場株式 27,000

②　投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出

資
324,407

当中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

１　時価のある有価証券

区分

平成18年８月31日現在

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

その他有価証券    

①　株式 410,164 508,865 98,700

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

合計 410,164 508,865 98,700

　（注）　「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

２　時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

主な内容
平成18年８月31日現在

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

①　非上場株式 80,000

②　投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出

資
321,383
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前連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

１　時価のある有価証券

区分

平成18年２月28日現在

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

その他有価証券    

①　株式 12,350 30,500 18,150

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

合計 12,350 30,500 18,150

　（注）　「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

２　時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額

 

主な内容
平成18年２月28日現在

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

①　非上場株式 29,000

②　投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出

資
321,154

３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分 平成18年２月28日現在（千円）

売却額の合計額 410,450

売却益の合計額 293,224

売却損の合計額 ―
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（デリバティブ取引）

前中間連結会計期間（自　平成17年３月１日　至　平成17年８月31日）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引及び金利キャップ取引を行っておりますが、いずれも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。

当中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引及び金利キャップ取引を行っておりますが、いずれも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。

前連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引及び金利キャップ取引を行っておりますが、いずれも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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（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

１．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成18年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数
当社ならびに当社子会社の取締役、従業員及び当社顧問

　合計　67名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数　（注１） 普通株式　600株

 付与日 平成18年４月28日

 権利確定条件

権利行使時において、当社、当社子会社又は当社関係会

社の取締役、監査役、従業員又は顧問その他これに準ず

る地位にあることを要する。 

ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準

ずる正当な理由がある場合は、この限りでない。

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

 権利行使期間  平成20年６月１日から平成23年５月31日

 権利行使価格（円） 290,946

 付与日における公正な評価単価（円）　　　（注２） ―

 (注)　１　株式数に換算して記載しております。

 ２　会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。
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（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３月１日　至　平成17年８月31日）

 （単位：千円）

不動産販売事
業

不動産関連業
務受託事業

計 消去又は全社 連結

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 14,427,523 797,575 15,225,099 ― 15,225,099

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― 94,534 94,534 (94,534) ―

計 14,427,523 892,110 15,319,634 (94,534) 15,225,099

営業費用 12,740,895 458,870 13,199,766 (95,369) 13,104,396

営業利益 1,686,628 433,239 2,119,867 834 2,120,702

　（注）１　事業区分は売上集計区分によっております。

２　各事業の主な内容

①　不動産販売事業・・・・・・・自社分譲マンションの分譲及び不動産流動化事業

②　不動産関連業務受託事業・・・他社分譲マンションの販売代理を含む不動産の媒介及び広告宣伝代理業務、

ローン事務代行業務、並びに不動産の賃貸に関する事業

３　全ての営業費用は各セグメントに配分されているため、配賦不能営業費用はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

 （単位：千円）

不動産販売
事業

不動産関連
業務受託事
業

 シニア住宅
事業

計 消去又は全社 連結

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 5,075,905 536,420 134,199 5,746,526 － 5,746,526

(2）セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ 21,900 － 21,900 (21,900) －

計 5,075,905 558,321 134,199 5,768,426 (21,900) 5,746,526

営業費用 5,130,662 428,230 506,237 6,065,130 (27,654) 6,037,475

営業損益 △54,756 130,090 △372,037 △296,703 5,753 △290,949

　（注）１　事業区分は売上集計区分によっております。

２　各事業の主な内容

①　不動産販売事業・・・・・・・自社分譲マンションの分譲及び不動産流動化事業

②　不動産関連業務受託事業・・・他社分譲マンションの販売代理を含む不動産の媒介及び広告宣伝代理業務、

ローン事務代行業務、並びに不動産の賃貸に関する事業

③　シニア住宅事業・・・・・・・シニア用住宅の企画・運営業務等

３　全ての営業費用は各セグメントに配分されているため、配賦不能営業費用はありません。
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前連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

 （単位：千円）

不動産販売
事業

不動産関連
業務受託事
業

 シニア住宅
事業

計 消去又は全社 連結

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 22,667,976 1,250,467 ― 23,918,444  23,918,444

(2）セグメント間の

内部売上高又は振替高
― 214,447 ― 214,447 (214,447) ―

計 22,667,976 1,464,914 ― 24,132,891 (214,447) 23,918,444

営業費用 20,105,551 782,861 ― 20,888,412 (205,281) 20,683,131

営業利益 2,562,425 682,053 ― 3,244,478 (9,165) 3,235,312

　（注）１　事業区分は売上集計区分によっております。

なお、当連結会計年度より、シニア向け住宅サービスを専門に行う事業会社として株式会社ランドネクサス

を設立し、当社グループがシニア向け住宅事業に進出することに伴い、「シニア住宅事業」を新規セグメン

トとして追加いたしました。

２　各事業の主な内容

①　不動産販売事業・・・・・・・自社分譲マンションの分譲及び不動産流動化事業

②　不動産関連業務受託事業・・・他社分譲マンションの販売代理を含む不動産の媒介及び広告宣伝代理業務、

ローン事務代行業務、並びに不動産の賃貸に関する事業

③　シニア住宅事業・・・・・・・シニア用住宅の企画・運営業務等

３　全ての営業費用は各セグメントに配分されているため、配賦不能営業費用はありません。

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３月１日　至　平成17年８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がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８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がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28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がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年３月１日　至　平成17年８月31日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

１株当たり純資産額 155,155.42円

１株当たり中間純利益 17,436.57円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益
17,012.79円

１株当たり純資産額 49,360.39円

１株当たり中間純損失 3,102.03円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、１株当たり中間純損失である

ため、また、潜在株式が存在するものの希薄

化効果を有しないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 53,711.80円

１株当たり当期純利益 9,147.91円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
8,957.54円

　当社は平成16年10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が、当中

間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成

しているため、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情報の遡及

数値は記載しておりません。

（追加情報）

　「１株当たり当期純利益に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）

が平成18年１月31日付で改正されたことに伴

い、当中間連結会計期間から繰延ヘッジ損益

（税効果調整後）の金額を普通株式に係る期

末の純資産額に含めております。

　なお、前連結会計年度に係る財務諸表にお

いて採用していた方式により算定した当中間

連結会計期間の１株当たり純資産額は、49,362

円74銭であります。

 　当社は平成17年10月20日付で株式１株につ

き３株の株式分割を行っております。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

いては、以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 36,006.96円

１株当たり当期純利益 2,905.33円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
2,826.41円

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失(△)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

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年３月１日

至　平成17年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日)

前連結会計年度

(自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日)

１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）
   

中間（当期）純利益又は中間純損失(△)（千円） 1,025,713 △586,294 1,655,931

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益又は中間純

損失(△)（千円）
1,025,713 △586,294 1,655,931

普通株式の期中平均株式数（株） 58,825 189,003 181,017

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数（株） 1,465 ― 3,847

（うち新株引受権） 899 ― 2,399

（うち新株予約権） 566 ― 1,448

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

― 平成17年５月26日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン（新株予約権）普通株式

600株

―
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

　当中間連結会計期間終了後、平成17年８月10

日開催の取締役会の決議に基づき、株式分割に

よる新株式を発行しております。その概要は以

下のとおりであります。

(1）平成17年10月20日をもって普通株式１株を

３株に分割しております。

①　分割により増加した株式数

普通株式123,102.6株

②　分割方法

　平成17年８月31日の最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載または記録された株主

の所有株式数を、１株につき３株の割合を

もって分割しております。

(2）配当起算日

平成17年９月１日

　前期首に当該株式分割が行われたと仮定

した場合における（１株当たり情報）の各

数値はそれぞれ以下のとおりであります。

当中間連結会計期間

１株当たり純資産額

51,718円47銭

１株当たり中間純利益

5,812円19銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

5,670円93銭

前連結会計年度

１株当たり純資産額

36,006円96銭

１株当たり当期純利益

2,905円33銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

2,826円41銭

────── 　当社の子会社である株式会社ランドネクサ

スは、東京都文京区所在の介護付有料老人ホー

ムの営業に関して、株式会社メディカルブレ

インとの間で営業譲受契約を平成18年３月23

日付で締結し、譲り受けております。

(1）譲受の目的

シニア住宅事業へ本格的に参入するため

であります。

(2）譲り受けた事業の内容

株式会社メディカルブレインが営む、介

護付有料老人ホームの運営事業を譲り受け

たものであります。

(3）譲り受けた資産の総額

資産(償却資産、営業権他):550,000千円

(4）譲受の時期

平成18年４月１日
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６．売上及び契約の状況
(1）売上高の状況

　当中間連結会計期間における売上実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

区分

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

不動産販売事業 14,427,523 94.8 5,075,905 88.3 22,667,976 94.8

不動産関連業務受託事業 797,575 5.2 536,420 9.4 1,250,467 5.2

シニア住宅事業 ― ― 134,199 2.3 ― ―

合計 15,225,099 100.0 5,746,526 100.0 23,918,444 100.0

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．シニア住宅事業においては、当中間連結会計期間より実質的な営業を開始しておりますので、前連結会計年

度における売上高は記載しておりません。

(2）売上実績の内訳

　当中間連結会計期間における売上実績の内訳は、次のとおりであります。

区分

 当中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日

　  至　平成18年８月31日）

事業の区分 内訳
戸数又は件数

もしくは区画数
金額（千円）

不動産販売事業

 ランドシティ古淵アルテリア 47戸 1,462,601

ランドコート青森新田 14区画 137,844

ランドシティ秋田駅前 13戸 312,901

不動産流動化 4件 2,950,450

その他 8戸 212,109

小計

68戸

14区画

4件

5,075,905

不動産関連業務受託事業

賃貸収益 269,565

ローン事務手数料 3,850

企画手数料 151,348

その他 111,656

小計 536,420

シニア住宅事業  134,199

合計  5,746,526

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

－ 38 －



(3）契約実績

　当中間連結会計期間における契約実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

区分

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

期首契約残高 期中契約高 期末契約残高

契約数 金額（千円） 契約数 金額（千円） 契約数 金額（千円）

不動産販売事業
 227戸

１区画
8,170,931

 199戸

17区画
6,726,636

 356戸

４区画
12,772,111

不動産関連業務受託事業  66戸 3,153,038  42戸 2,102,642 108戸 5,255,680

合計  11,323,969  8,829,278  18,027,791

　（注）１．上記の金額はマンション販売価格であり、消費税等は含まれておりません。また、期首及び期末契約残高は

契約済未引渡し住戸の戸数及び金額であります。

２．不動産販売事業における戸数及び金額には、共同事業方式による出資比率に基づく当社持分相当の戸数及び

金額を含めて記載しております。

３．不動産関連業務受託事業における戸数及び金額は、マンション販売代理業務に係る当社取扱相当の戸数及び

金額であり、売主に帰属する売上高となっております。
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