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１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 
(1) 連結経営成績                                （百万円未満切り捨て） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％
18年９月中間期 15,461   （105.0） 3,056   （153.2） 2,833   （172.2）
17年９月中間期 7,541   （  ― ） 1,207   （  ― ） 1,041   （  ― ）
18年３月期 16,730     3,756     3,474     
 

 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９月中間期 1,459   （162.7） 4,743  35 4,708  29 
17年９月中間期 555   （  ― ） 6,539  07 6,478  24 
18年３月期 1,744     18,914  91 18,747  82 
(注)①持分法投資損益     18年９月中間期 ―百万円 17年９月中間期 ―百万円 18年３月期 ―百万円 

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 307,766株 17年９月中間期 84,977株 18年３月期 90,886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を示し
ております。なお、平成17年９月中間期は、中間連結財務諸表の作成初年度であるため、記載を省略してお
ります。 

⑤平成18年４月１日付をもって普通株式１株を３株に分割しております。 
 
(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９月中間期 42,256 19,334 45.7 58,370  16 
17年９月中間期 20,619 7,683 37.3 80,866  12 
18年３月期 28,005 9,643 34.4 99,192  78 
(注)期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 331,243株 17年９月中間期 95,016株 18年３月期 96,966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９月中間期 △5,307 △386 12,664 12,975 
17年９月中間期 △3,353 37 7,525 5,674 
18年３月期 △6,905 △557 12,004 6,005 

 (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  ５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 
 
２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３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 35,000 7,500 4,660 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 14,068円22銭 
 
 

 
※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における

仮定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大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮

定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の11ページを参照してください。 
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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（サンフロンティア不動産株式会社）と連結子会社５

社により構成されており、「不動産再生事業」、「不動産サービス事業」及び「その他不動産事業」を行っ

ております。 

中核は、都市部の事業用不動産に特化した「不動産再生事業（アセットビジネス）」でありますが、売買

仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメント（※１）事業、建築企画事業等、総合的な「不動産サービス事業

（ノンアセットビジネス）」を行っており、事業用不動産に関する各市場のニーズや体温を、現場を通して

タイムリーに把握できることが当社グループの強みとなっております。不動産サービス事業におけるトータ

ルソリューション力を｢不動産再生事業｣の中に応用することで、事業期間６ヶ月程度という早期完結型のリ

プランニング事業の展開を可能としており、｢不動産再生事業を中核とする総合不動産サービス｣の基盤を構

成しております。物件の大型化、再生手法の複雑化等に伴い、事業期間１年程度のプロジェクトも手掛け、

早期完結型の案件と同時並行して取り組んでおります。 

また、証券化事業を行っており、｢その他不動産事業（ノンアセットビジネス）｣として自社で出資する私

募ファンド（※２）運営にかかるアセットマネジメント（※３）業務の受託を行っております。ファンドで

保有する事業用不動産を通して総合不動産サービス事業のソリューション力を高め、更にフィービジネスを

強化するとともに、ノンアセットビジネスとしての新たな不動産再生に取り組んでおります。アセットビジ

ネスの物件大型化は、証券化事業の可能性を広げることにつながり、再生という独自の取り組みを生かし、

他社のファンド事業者との差別化、独自性を重視する方針であります。 

なお、当社グループにおける事業の種類別セグメントは、次のとおりであります。 

 

＜不動産再生事業＞ 

事業用不動産の再生を通して空室率を改善し、収益還元法による市場価値を高め、ビルオーナーや投資

家に対して適正価格で販売するリプランニング事業、並びに再生後も自社で継続して保有する賃貸ビル事業

を行っております。 

 

(1) リプランニング事業 

① リプランニング 

事業用不動産の再生事業を行っております。借入金返済、自社ビル処分などの理由により売却、或

いはその必要に迫られた空室率の高いビルなどを当社で一旦買い取ります。その後、社内で再生企画を

練り、エントランスや内外装をデザインし、電気、給排水、空調、昇降機等の設備改修、ＯＡ対応、高

容量通信化時代に適合する仕様への変更等のリノベーション（※４）を行います。そのうえでテナント

募集を行い、稼働率の高い賃貸ビルにすることで収益還元法に基づく市場価値を高めます。空室率の高

いビルを高収益ビルに甦らせ、事業用収益一棟ビルとして投資家、或いはビルファンドに適正価格で販

売します。事務所ビルや寮などから住居や商業系施設等にコンバージョン（用途変換）し、新たなバリ

ューを創出することも、環境保護を社会使命とするリプランニング事業の多様なスタイルのひとつであ

ります。従来、事業期間６ヶ月程度の早期完結型のプロジェクトを中心に事業を組み立ててまいりまし

たが、より大型または高い企画力を要する物件に対し、そのノウハウを生かす過程で、事業期間約１年

程度の中期型プロジェクトも、あわせて事業化しております。 

（主な関係会社）大成ビル㈲ 
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② 不動産インベストメント 

従来、富裕層等の個人投資家を主たる販売先としてまいりましたが、知名度や資金力の向上に伴い、

物件の大型化がより進んでおります。販売先のニーズや資金力に応じて、リプランニング物件の商品ラ

インナップの充実を図るため、かかる中・大型（購入価額20億円以上）の物件取得につきましては、フ

ァンド、或いはＪ－ＲＥＩＴ等を新たな販売先のターゲット層として専門的に開拓する必要性が生じた

ため、平成17年７月ＳＦインベストメンツ㈱を設立し、対応する方針といたしました。高額案件につき

ましては、築浅の物件であったり、コンバージョン型の｢モノ作り｣の企画案件であったりと多様ではあ

りますが、これまで培ってきた再生のノウハウを生かし、お客様の多様なニーズに 大限応えるため、

当社グループの不動産サービス事業のトータルソリューション力を結集することは、リプランニングと

同様であります。従来の相対的に小型案件を対象とするリプランニングと並行して、より大型の案件に

つきましても創意工夫により高付加価値をつけ、不動産再生事業の更なる拡がり、可能性を追求する方

針であります。 

（主な関係会社）ＳＦインベストメンツ㈱ 

 

(2) 賃貸ビル事業 

当社一定基準以上の物件を自社保有し、賃貸事業を行っています。好立地等で将来的にも価値の認め

られる高収益ビルを継続して保有します。空室の発生した場合等は、当社グループの賃貸仲介・プロパテ

ィマネジメント事業・建築企画事業・滞納賃料保証事業を積極的に投入し、安定的な利回りを確保します。 

また、販売用のリプランニング物件の多くからも、事業期間中においては売却までの間、家賃収入が

発生します。 

（主な関係会社）ＳＦインベストメンツ㈱、大成ビル㈲ 

 

＜不動産サービス事業＞ 

総合不動産事業会社を指向して、都市部における事業用不動産に特化し、仲介事業（売買仲介、賃貸仲

介）、プロパティマネジメント事業、建築企画事業、滞納賃料保証事業等を行っております。 

 

(1) 仲介事業 

① 売買仲介 

金融機関や弁護士、サービサー（債権回収会社）等と連携し、事業用収益ビル、収益一棟マンショ

ン等の売却情報に対し、迅速に物件評価・査定を行い、購入希望者を紹介するコンサルティング型仲介

事業を行っております。信託銀行や不動産会社との連携等、当社のネットワークにより収集した多種多

様な物件情報と事業用不動産の購入を希望する、主に個人投資家や投資事業法人にマッチングさせます。

蓄積された物件情報のうち、一定要件を満たす案件につきリプランニング事業の購入対象物件とすると

ともに、販売時には再生した物件を顧客にご紹介する業務を行います。 

 

② 賃貸仲介 

都市部の事業用不動産に特化し、エリアを限定した地域密着型のオフィス、店舗の賃貸仲介事業を

行っております。その特性を生かし地域内企業の成長にリンクした法人向け中・大型ビルの仲介も行っ

ております。多くの物件（貸し手であるビルオーナーの）情報と賃借を希望するテナント情報をもとに、

双方のニーズを掴み、マッチングさせます。不動産再生事業では事業物件をテナントで埋め、更なる高

収益ビルに再生する業務を担います。日頃からビルオーナーとテナントのニーズを追求する結果、ビル

オーナーとともに物件の再生方法を検討したり、テナントの視点から潜在的ニーズをリプランニング事

業にフィードバックすることも重要な役割となっています。 
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(2) プロパティマネジメント事業 

クオリティとコスト両面から「入居者の満足こそオーナーの満足」という信念の下、ビルオーナーの

経営パートナーとして、建物管理から入居者管理までのニーズ対応型プロパティマネジメントを行ってお

ります。自社で構築したサポートシステム（※５）の活用により、透明性の高いハイクオリティなビルマ

ネジメントを可能にします。不動産再生事業や仲介事業によりご購入頂いた不動産においても、「ご安心」

をモットーに継続してサービスの提供を行います。サブリース業務ではビルオーナーから不動産を一括し

て借り上げ、事務負担の軽減を図るとともに、自社の賃貸仲介部門を投入し高収益を確保することで、安

定的な資産活用を可能とします。 

 

(3) 建築企画事業 

事業用不動産、オフィス、マンション等のリニューアル企画並びに修繕・改修工事等を行っておりま

す。テナントの入居・退去による内装工事、原状回復工事のほか、ビルオーナーからの注文工事、リニュ

ーアル工事も行います。不動産再生事業では物件をリノベーションする中で設計、監理業務を担い、関連

各部門から集めた「賃貸入居者の声」等を建築の視点に反映させ、時代性に合致する魅力的な高収益物件

に再生します。 

 

(4) 滞納賃料保証事業 

滞納賃料保証事業は、事業用不動産の賃借人の賃料支払債務を賃貸人に対して保証する業務であり、

入居保証金という信用補填制度の経済的負担の軽減に着目したビジネスであります。テナントには、保

証金を減額し、資金的に余裕をもたらすとともに、信用力をバックアップし、よりハイレベルのオフィ

スへの入居を可能にします。また、ビルオーナー、ファンド事業者（ＡＭ会社）には賃料の滞納、原状

回復工事の不安及び事務負担を軽減し、賃貸事業本来の安定性を確保することにより、地域社会に安心

を提供します。 

（主な関係会社）ＳＦビルサポート㈱ 

 

＜その他不動産事業＞ 

自社で企画組成した私募ファンドへの出資のほか、不動産証券化事業にかかる資産管理業務その他のサ

ービス業務を受託するアセットマネジメント事業を行っております。 

 

(1) 不動産証券化事業 

私募ファンドを企画組成し、出資を行っております。証券化事業により、より大型物件の事業化に本

格的に取り組む方針であります。不動産再生事業との関連では、リプランニング事業の企画・出口戦略の

多様化を図ることにつながり、またファンドに物件を直接納入する場合、不動産サービス事業との関連で

はノウハウの蓄積、専任物件の増加といったトータルソリューション力の向上につながります。運用の結

果として、付加価値を高収益の金融商品として一般投資家に提供することにもつながります。リプランニ

ング事業で培ってきたリノベーションのノウハウを活かし、独自性を追求するとともに、投資家に対して

は長期安定収入を維持し配当面でも差別化を図っております。 

（主な関係会社）㈲ＳＦキャピタル 

 

(2) アセットマネジメント事業 

自社で出資し、企画・組成した私募ファンドの保有する事業用不動産の資産管理を行い、より高利回

りを追求するアセットマネジメント業務を受託しております。 

（主な関係会社）サンフロンティア不動産投資顧問㈱ 

 

（※１）プロパティマネジメント    ： 

個人ビルオーナーから不動産投資ファンドまで、顧客から資産のより効率的で安全な運営、

管理を受託する業務であります。 
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（※２）私募ファンド         ： 

金融機関との提携及び個人・法人投資家の出資によるプライベートファンドであります。

当社は、100％子会社を通してＳＰＣ（特別目的会社）に劣後匿名組合出資を行う一方、

プロパティマネジメント・アセットマネジメント業務を受託しております。 

（※３）アセットマネジメント     ： 

ファンドの運用物件を管理し、オーナーである投資家の収益向上に貢献する業務を行って

おります。 

（※４）リノベーション        ：物件の改増築 

（※５）自社で構築したサポートシステム： 

建物管理から入居者管理までのニーズ対応型プロパティマネジメントは、具体的には当社

独自のＡＳ ＯＮＥサポートシステム（ビル資産運用マネジメント）に基づき提供されま

す。以下の８つを柱としております。 

アカウンティング       ：テナントへの管理費等の請求、入金業務、ビルオ

ーナーへの送金業務、資料作成 

マスターリース        ：サブリースによるビルオーナーの空室リスクヘッ

ジ、賃料下落リスクヘッジ、事務処理負担の軽減 

リーシング＆マーケティング  ：ビルの稼働率を高める市場調査、物件調査と賃貸

仲介 

テナントリレーション     ：テナントの要望等を集め、ビルオーナーにフィー

ドバックし移転・解約の未然防止 

レポーティング        ：レントロール、テナント動向、キャッシュ・フロ

ー、調査等のレポーティング 

コンストラクションマネジメント：不動産価値向上のための建築企画 

ビルメンテナンスオペレーション：清掃、設備保守等のトータルサービス 

デューデリジェンス      ：物件の適正価値、リスク査定、よりよいポートフ

ォリオのご提案 
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〔事業系統図〕 
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管理業務受託・ 

サブリース 

リニューアル企画 

賃 貸 仲 介 

修繕･原状回復工事

滞納賃料保証 滞納賃料保証受託 

資産管理業務受託 

建築企画事業 

 

賃貸ビル事業 
賃貸用不動産物件 

購入 

売 買 仲 介 

賃貸 

ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業 

滞納賃料保証事業

連結子会社 
SF ﾋﾞﾙｻﾎﾟ-ﾄ㈱ 

ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業 
連結子会社 

ｻﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ不動産投資顧問㈱

一
般
事
業
会
社
・
個
人
投
資
家
・
フ
ァ
ン
ド 

売却 

売 買 仲 介 

（配当） 

出資 

売買仲介

建築企画事業 

ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業 

賃貸仲介

滞納賃料保証事業 
連結子会社 

SF ﾋﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ㈱

その他不動産事業 

賃 貸 仲 介 

賃貸 

購入 

売 買 仲 介 

不 
 

動 
 

産 
 

物 
 

件 

オーナー代行業務 
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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、「人間のエゴから地球上で自然破壊、資源の枯渇、環境問題が進む現在、不動産業

を開発型ではなく、再生型として世の中に新たな付加価値を創造し、産業廃棄物の減少や二酸化炭素の

放出削減に取り組み、更に地球上の化石資源の無駄遣いを抑える」ことを事業ポリシーとしており、既

存資源の再生活動を通しての付加価値創造の結果として、人類や社会の進歩・発展に貢献してまいりた

いと考えております。 

 

（2）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主への永続的かつ安定的な利益還元を行うことを重要な経営上の課題と考えております。

また、企業成長力の強化と経営効率の向上を目指すための内部留保の蓄積を勘案しながら各期の業績を

考慮に入れて決定することを基本方針としております。以上の方針に基づきまして、平成 19 年３月期

の年間配当額は１株につき 1,000 円を予定しております。 

なお、内部留保金につきましては、今後の経営環境の変化に対応すべく、財務体質の強化及び将来の

事業展開に充当する予定であり、資金の有効活用による企業価値向上を図っていく方針であります。 

 

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社グループは､投資単位の引下げが株式の流動性向上と株式市場に個人投資家の参加を促すための

有効な施策であると理解しております。現時点で方針は定めておりませんが、今後、株式市場の動向を

注視しつつ、当社の業績や株価水準、需給の状況、費用対効果等を総合的に勘案して、具体的な方策に

ついて検討してまいる所存であります。 

この観点から平成 18 年４月１日付にて、普通株式１株を３株に分割しております。 

 

（4）目標とする経営指標 

当社グループは、収益性の観点から、売上高経常利益率、総資本経常利益率（ＲＯＡ）及び自己資本

当期純利益率（ＲＯＥ）を重視しております。また、高い利益生産性を目指す観点から、従業員一人当

たりの経常利益も重要な指標と考えております。 

 

（5）中長期的な会社の経営戦略 

お客様により役立たせていただくため、以下の中長期戦略を展開してまいります。 

まず第１に、社員教育による人材育成であります。優秀な人材を獲得、育成し、理念・哲学の共有を

ベースに経営できる組織風土を拡大発展させてまいります。 

第２に、事業規模の拡大です。リプランニング事業では、個人投資家からファンド、Ｊ-ＲＥＩＴま

で、得意先のニーズに合った商品ラインナップの充実を図ります。中・小型案件をターゲットとしたリ

プランニングの安定的な成長とともに、取扱物件の質的・量的規模の拡大を不動産インベストメントで

実現し、これを上乗せすることで更なる進化を遂げてまいります。販売棟数の増加、物件の大型化・高

級化に対応することで、不動産サービス事業のトータルソリューション力を更に磨き、邁進してまいり

ます。仲介事業では、取扱件数・単価ともに増大しておりますし、多店舗展開も重要な戦略のひとつと

考えております。プロパティマネジメント事業におきましては、自前の賃貸仲介力をフル活用し、受託

床面積をアップさせ、１棟当たり受託額を拡大してまいります。建築企画事業におきましては工事件数、

工事金額ともに拡大を図ります。 

第３に、事業の多角化です。グループ展開はその一環であり、お客様の声を事業に反映させ、より多

くの喜びを求めて、現業のすぐ横にある分野を｢これもできるなら、あれもできる｣と事業化したもので

す。総合的な不動産サービスのメニューを多様化し、事業を発展させてまいります。 

第４に、環境配慮型ビジネスの展開です。｢地球環境保護｣の時代の潮流を真摯に受け止め、地球上の

資源の無駄遣いを抑え、「共生」の枠組みに配慮したサービスにより付加価値を創造し、永続的な人類・

社会の進歩発展に貢献してまいります。当社グループは、資源の無駄遣いや環境破壊を極力抑えた循環

型ビジネスモデルの探求とその実現によって、投資効率、収益性の高い事業構築を目指し、不動産業界

にあって環境循環型企業のパイオニアとなるべく、地道な努力を積み重ねてまいります。 
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（6）会社の対処すべき課題 

A.動向と見通し 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景にした設備投資の増加、賃金水

準の上昇等による個人消費の伸びが顕著になり、本格的な成長路線に入りつつあります。そのような

中、当不動産業界におきましては、国内景気に支えられ、地価は概ね上昇傾向にあり、一部には過熱

感があるほどに市場は活況であります。一方で、本年３月の量的金融緩和解除に続き、７月にはゼロ

金利が解除となり、短期金利も上昇傾向にあります。今後、次の利上げのタイミングや長期金利の上

昇等も懸念され、不動産市場への影響を慎重に注視しつつ事業を運営する必要があります。また、耐

震強度偽装問題などを契機とした法令遵守、企業倫理向上への意識の高まりが、当業界における法令

改正等へと波及し、正しい経営を行うことへの社会的な要望がこれまで以上に強くなる傾向にありま

す。 

当社は、社内の売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメント・建築企画等の各部門の機能を有機

的に融合し、都心部の事業用不動産に特化することにより、市場に放出された低収益物件にリニュー

アルを施し、テナントを募集し高収益の投資収益物件に再生させるリプランニング事業を主力事業と

して事業展開しております。 

不動産取引の増加は当社のビジネスチャンス拡大に繋がるものと予想され、今後とも社内資源を強

化し、ビルオーナー、テナント、近隣レジデントの視点から「魅力と活力のある都市空間の創造」を

実現し、顧客のニーズに適合することで更なる高収益、企業価値増大を実現させてまいります。かか

る環境下、不動産流動化・価値創造市場において、当社が安定的かつ継続的に事業を発展させていく

ための具体的課題は以下のとおりであります。 

 

B.具体的課題と対策 

（a）バランスの取れた事業構成の構築 

当社は、不動産サービス事業が成長する過程において、環境配慮型のアセットビジネスを社内プ

ロジェクトとして立ち上げ、不動産再生事業として育成してまいりました。リプランニング事業の

伸長の前提には、不動産サービス事業の発展があります。リプランニング物件購入・売却時点で売

買仲介部門、テナント募集には賃貸仲介部門、リニューアルには建築企画部門がテナントニーズを

反映させた室内空間・設備・エントランス、或いは、内外装デザインに替える等、それぞれの役割

を果たし、高収益を実現しております。販売後は、プロパティマネジメント業務を受託したり、顧

客のその時々のご要望に合わせて仲介事業、建築企画事業の展開が可能になります。今後、リプラ

ンニング事業の成長スピードはそのままに、更なる収益性の向上を図るためには、ビルオーナー等

が抱える問題を個別に解決するトータルソリューション力をフルに発揮できる仲介事業や不動産

証券化事業などノンアセットビジネスを拡充することが課題と考えております。安定的なキャッシ

ュ・フローを獲得するアセットビジネスと、他人資本を利用しながら自己資本効率を上げるノンア

セットビジネスを車の両輪と考え、事業ポートフォリオの 適化を図り企業価値増大に努めてまい

ります。 

 

（b）経営基盤の強化 

当社は、総合不動産サービスを行っているため、不動産業務に関する広範囲のスキルが必要であ

り、優秀なスタッフの確保が不可欠です。新卒・中途採用を積極的に進め、当社の大きな特徴であ

る教育制度並びにフィロソフィと計数感覚、そして専門知識に秀でた人材育成のためのプログラム

の更なる充実を図ります。また、持株会のほか、インセンティブのひとつとしてストック・オプシ

ョンの設定など従業員のモチベーション向上を更に図るとともに優秀な人材の獲得・育成に注力し

てまいります。 

一方、組織の面では、内部管理体制の更なる充実、財務面では、自己資本の充実・財務体質の強

化を図ってまいります。 
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（7）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（8）内部管理体制の整備・運用状況 

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

の整備の状況 

当社では、内部管理体制の強化と機動的かつ柔軟な組織体制の両立を目指し、コーポレート・ガバナ

ンスの強化に取り組んでおります。 

内部統制組織につきまして、当社の諸業務が法令及び社内規程等に準拠し、合法かつ適正に行われて

いるかについて、内部監査室（室長１名、室員 3名）が内部監査を随時実施しております。内部監査室

は、監査結果を速やかに社長に報告、同報告に基づき、各部門に対し、改善点の指摘・勧告等を行い、

諸業務の質や効率の改善を図っております。 

管理部門の配置につきまして、全体を統括する管理本部の下に、総務・人事業務等を行う総務課、情

報システム業務を行う情報システム課で構成される総務部、経理・財務業務を行う経理部、全社的な予

算・実績管理等を行う経営企画室、ＩＲ業務等を行うＩＲ室を設置し、部門全体にわたる内部管理及び

統制を実施しております。 

社内規程につきましては、関連法令の改正や内部統制状況の変化等に即時対応し、整備・改訂に取り

組んでおります。 

 

②内部管理体制の充実に向けた取組みの 近１年間における実施状況 

近１年間につきましては、内部監査計画に基づき本社各部門、営業所の内部監査を行いました。併

せて、継続的に規程（業務分掌規程、職務権限運用規程等）、マニュアルの見直しを行い効率的な内部

牽制制度の充実に努めております。 

個人情報保護法への対応として役職員向けの教育研修を行う等、保護体制を構築しております。また、

インサイダー取引の防止、あるいは反社会的勢力に対する対応等に関しても定期的に研修等を実施し、

社内啓蒙を継続しております。 

 

（9）その他、会社の経営上の重要な事項 

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、好調な企業業績を背景にした設備投資の増加、賃金水準

の上昇等による個人消費の伸びが顕著になり、本格的な成長路線に入りつつあります。 

当不動産業界におきましては、都心部への人口流入、企業の業績の回復による設備投資の増加等によ

るオフィスビルの需要拡大及びカネ余りを背景にした投資資金の不動産市場への流入等により、永年の

地価下落に歯止めがかかり、特に都心部では投資対象不動産の不足感から不動産価格の上昇傾向が顕著

になってきております。また、低金利下において相対的に高い国内不動産の投資収益率を背景にＪ－Ｒ

ＥＩＴ市場は平成 18 年 11 月２日現在で 39 銘柄、時価総額約４兆円（㈱住信基礎研究所調査による）

を超す規模となっており、不動産投資市場は活況を呈しております。そのような状況下、企業が体質改

善・スリム化のため、また減損会計への対応等もあり、保有不動産の売却、流動化を積極的に進めたた

め、多くのビルが放出され、大手・中小不動産会社を初め国内外のファンド、Ｊ－ＲＥＩＴ等がオフィ

ス用・居住用等の収益ビルの取引を活発化させ、取引件数、金額ともに増加しております。 

このような状況のもと、当社では、「環境共生・都市再生」を企業使命として、主として都市部の事

業用ビルに特化して総合不動産サービスを展開しております。不動産再生事業の核となるリプランニン

グ事業に賃貸ビル事業、不動産サービス事業として売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメント・建

築企画・証券化・アセットマネジメント事業を通して都市空間、ビルオーナー、テナントのニーズを徹

底的に考え、全社一丸となって不動産に関するトータルソリューション業務を行っております。 

上記の事業環境におきまして、当社グループは、各事業が総力をあげて取扱物件の増加並びに大型化

に向き合い、トータルソリューション力の向上を図りました。 

この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は、15,461 百万円（前年同期比 105.0％増）、営業

利益 3,056 百万円（前年同期比 153.2％増）、経常利益 2,833 百万円（前年同期比 172.2％増）、中間純

利益 1,459 百万円（前年同期比 162.7％増）となりました。 

 

各事業種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（不動産再生事業） 

リプランニング事業では、昨今の不動産市況の好転を背景に、不動産価格が全般的に上昇したこと

によって、上期売却物件については軒並み販売価格が上昇しております。また、仕入についても今期

販売予定の物件については既に完了しており、内容についても質・規模両面の向上を図ることができ

ました。当中間期においては、とりわけ購入価額 20 億円以上の中古事業用ビルの売却が完了したこ

と、また下半期に売却を予定しておりました物件が早期に高稼働ビルに生まれ変わった結果、当中間

期に売却されるなど、順調に推移いたしました。大型物件への取り組みにおきましては、当社子会社

ＳＦインベストメンツ株式会社における仕入も計画どおり推移し、来期以降の収益向上のための準備

を進めることができました。またリプランニング事業における物件の大型化を受け、賃貸ビル事業も

堅調に伸長したことにより、不動産再生事業の売上高 14,675 百万円（前年同期比 114.8％増）、営業

利益 3,390 百万円（前年同期比 136.4％増）となりました。 

 

（不動産サービス事業） 

仲介事業は、売上高は減少しておりますが、売買、賃貸仲介ともに、グループ内の大型プロジェク

トに取り組み、全社的業績伸長には大きく貢献しております。一方で、プロパティマネジメント事業

におきましては、他社ファンドにかかる大型案件の業務を受託するなど、１棟当たりの売上高が増大

し、堅調に推移いたしました。また、滞納賃料保証事業についても、受託件数・金額ともに順調に増

加しております。その結果、不動産サービス事業の売上高は 770 百万円（前年同期比 10.4％増）と

なったものの、増員等に伴う営業費用の増加によって営業利益は 39 百万円（前年同期比 43.4％減）

となりました。 
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（その他不動産事業） 

前々期に企画組成したファンドからアセットマネジメント収入や配当金が安定的に計上されたこ

とにより、その他不動産事業の売上高は 15 百万円（前年同期比 67.8％増）となりました。一方で、

営業費用の増加等により営業損失は 14 百万円（前年同期は営業利益２百万円）となりました。 

 

（2）財政状態 

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・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、不動産再生事業におけ

るリプランニング物件取得によるたな卸資産の増加等がありましたが、税金調整前中間純利益 2,833

百万円が寄与し、また、借入れによる収入に伴う資金の増加、株式発行による収入に伴う資金の増加等

があり、結果期首残高に比べ 6,970 百万円増加し、当中間連結会計期間末残高は、12,975 百万円とな

りました。 

また、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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） 

営業活動の結果使用した資金は 5,307 百万円（前年同期比 58.3%増）となりました。これは主に、

税金等調整前中間純利益 2,833 百万円及び仕入債務の増加 1,216 百万円等はあったものの、たな卸資

産の増加 8,669 百万円及び法人税等の支払額 1,526 百万円等があったことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 386 百万円（前年同期は 37 百万円の増加）となりました。これは

主に、定期預金等の預入による支出 180 百万円等及び投資有価証券の取得による支出 138 百万円によ

るものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は 12,664 百万円（前年同期比 68.3%増）となりました。これは主に、

長期借入金の返済による支出 2,622 百万円及び社債の償還による支出 934 百万円等があったものの、

長期借入れによる収入 5,100 百万円、短期借入金の純増額 2,907 百万円及び株式の発行による収入

8,310 百万円等があったことによるものであります。 

 

キャッシュ・フロー指標 

＜連結財務諸表ベース＞ 

 
平成 17 年９月 

中間期 

平成 18 年９月 

中間期 
平成 18 年３月期 

自己資本比率（％） 37.3 45.7 34.4 

時価ベースの自己資本比率（％） 197.2 196.0 338.6 

債務償還年数（年） － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － 

＜個別財務諸表ベース（参考）＞ 

 
平成 17 年９月 

中間期 

平成 18 年９月 

中間期 
平成 18 年３月期 

自己資本比率（％） 42.8 68.4 48.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 223.8 294.5 473.2 

債務償還年数（年） － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － 

（注）１．自己資本比率：自己資本／総資産 

２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

３．債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

４．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 
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５．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

６．営業キャッシュ・フローは、中間連結キャッシュ・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。 

７．有利子負債は、中間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、利払いにつきましては、中間連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用し

ております。 

８．平成 17 年９月中間期、平成 18 年９月中間期及び平成 18 年３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。 

 

（3）通期の見通し 

当社グループの主力事業であるリプランニング事業におきましては、販売活動のみならず、仕入活動

につきましても順調に進捗しており、当上半期におきまして、通期で販売予定の物件取得は既に完了し

ております。下半期におきましては、当期販売予定物件を確実に商品化し売却するとともに、来期以降

の仕入活動に注力する方針であります。来期販売予定物件におきましては、相対的に大型で、用意周到

な企画を要する中古事業用ビルもあり、かかるリプランニング物件の商品化を通して、グループ内のト

ータルソリューション力を更に磨き高め、ひいては各不動産サービス事業全体のレベルアップにつなげ

てまいります。 

当社グループは、このような市場背景の下、不動産再生事業の根元を支える各不動産サービス事業の

更なる成長の実現、リプランニング事業における中・小型物件への取り組みの拡大、更に従来に比して

相対的に大型物件への取り組みを不動産インベストメント事業（アセットビジネス）とファンド（証券

化）事業（ノンアセットビジネス）の２つの入口・出口戦略を併用しつつ、株主価値 大、企業価値極

大化を追求してまいります。 

この結果、通期の業績の見通しは、売上高 35,000 百万円（前年同期比 109.2％増）、経常利益 7,500

百万円（前年同期比 115.9％増）、当期純利益 4,660 百万円（前年同期比 167.2％増）を見込んでおりま

す。 

 

（4）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性があるリスクには、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、中間決算短信提出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。 

 

Ａ．当社グループを取り巻く事業環境及び当社事業の特性等について 

①事業環境 

当不動産業界におきましては、経済・社会の成熟化が進行する中、オフィスビルや商業施設のテ

ナント等のニーズは多様化・高度化の度合いを強める一方、個人投資家や機関投資家の投資ポート

フォリオにおける不動産のポジションも年々高まってきており、高度な投資商品開発、不動産運営

に対するニーズが増大しております。かかる環境下にあって当社グループは不動産再生事業のパイ

オニアとして、「活用」に特化した優良投資資産の創造を図ってまいりました。 

一方で企業の設備投資意欲向上或いはオフィスビルの需要拡大、また不動産投資市場への流入資

金増加等により、都心部を中心に地価上昇が続き、一部には過熱感も出てきております。当面は低

金利環境が予想される状況下にあって、平成 18 年 11 月２日時点でのＪ－ＲＥＩＴは 39 銘柄、時

価総額も４兆円を突破するまでに拡大しており、引き続き不動産取引件数、金額とも増勢傾向にあ

ります。 

しかしながら、将来、不動産市況・長期的な景気・金利等マクロ経済に大幅な変動が生じた場合

には当社グループ事業において取引規模の縮小、取引条件の悪化等により、当社グループの業績が

影響を受ける可能性があります。 
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②リプランニング事業の特性 

イ． リプランニング事業では、リプランニング及び不動産インベストメントを行っております。 

リプランニングは、従来より行っている主に事業用不動産の再生事業であり、不稼動又は空

室率が高く低収益の事業用不動産を再生することにより高収益を具現化する事業であります。

当社では購入価額 20 億円未満の小型物件を扱っており、売却先は主に個人投資家や収益不動

産への投資を希望する法人等であります。 

不動産インベストメントとは、平成 17 年７月に設立した当社の 100％子会社であるＳＦイ

ンベストメンツ㈱が、主に不動産ファンド及び証券化市場を対象とした購入価額 20 億円以上

の中・大型事業用不動産の再生を行う事業であります。従来はリプランニングにおいて小型物

件を中心に扱っておりましたが、当社が取扱う事業用不動産の規模も拡大傾向にあり、売却先

としては従来の個人投資家や収益不動産への投資を希望する法人等だけではなく、不動産ファ

ンド及び証券化市場向けに専門的に開拓する必要性が生じたために子会社を設立して対応す

ることとしたものであります。 

なお、リプランニング事業の一手法として、会社を取得し、所有する不動産を売却後に当該

会社を清算するケースもあります。 

リプランニング事業にて販売する物件は、昨今の低金利環境下においては投資収益商品とし

て内外投資家の関心も根強く、販売活動も堅調に推移することが見込まれます。しかしながら

将来的に金利或いは不動産価格が急激に上昇する等の事態が発生した場合には、販売活動に困

難を伴う恐れがあり、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。 

 

ロ． リプランニング事業は、物件購入時に購入価額相当額を主に金融機関からの借入れにより調

達をしているため、有利子負債残高は物件購入及び売却の状況によって変動します。現状総資

産に占める有利子負債の比率は平成 18 年３月期末時点 52.7％、平成 17 年９月中間期末時点

53.3％、平成 18 年９月中間期末時点 45.4％で推移しております。 

なお、ＳＦインベストメンツ㈱が行っている不動産インベストメントで扱う物件は、リプラ

ンニングと比較して購入価額は高額になります。そのため、同社の物件購入時における借入は

当社よりも多額になり、そのため、当社が借入先に対して債務保証を行っており、平成 18 年

９月中間期末における当社の同社の金融機関からの借入に対する債務保証額は 13,100 百万円

となっております。 

資金調達に当たりましては特定の金融機関に依存することなく、各金融機関の均衡を保ちつ

つ、有利な調達に努める一方、エクイティファイナンス及び証券化による資産オフバランス化

に伴う有利子負債の削減も併行的に進めますが、金融情勢の変動等により、金融機関の貸出姿

勢に変化が生じ、当社グループが計画する資金調達に支障を来たすような場合は、同事業の展

開及び当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。 

 

ハ． リプランニング及び不動産インベストメントは、ともに物件を購入し、リプランニング完了

後に売却を行いますが、当該事業の売上原価及び売上高は物件の売却時に計上されます。また、

一取引当たりの金額は、リプランニング及び不動産インベストメントで扱う物件はともに他の

仲介手数料収入等に比較して高額となっております。従って、その購入及び売却の時期・金額

の変動等により、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。特に、不動産インベ

ストメントで扱う物件は、リプランニングと比較して購入価額が高額であることから、それら

の変動等がリプランニング以上に当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 



- 13 - 

③新規事業の本格的始動について 

当社は事業用不動産の再生や活用、運営、流動化に特化した仲介事業、プロパティマネジメント

事業等をベースとし、安定的な収益基盤を築いてまいりましたが、戦略的な成長分野として、リプ

ランニング事業の不動産インベストメント、不動産証券化事業、アセットマネジメント事業、滞納

賃料保証事業に、子会社を通じて進出しております。 

具体的には、不動産インベストメントは前述のとおりＳＦインベストメンツ㈱、不動産証券化事

業は㈲ＳＦキャピタル、アセットマネジメント事業はサンフロンティア不動産投資顧問㈱、滞納賃

料保証事業はＳＦビルサポート㈱がそれぞれ事業を展開しております。 

これらの事業は、当社がこれまでに蓄積してきた経験、ノウハウ等を活かして展開する予定であ

り、既に実績を上げているものもあります。しかし、今後、予測と異なる状況が発生するなどによ

り、計画どおりに事業展開ができず、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。 

 

④競合の状況 

当社グループの事業は、上記のとおりリプランニング事業、賃貸ビル事業、事業用不動産の売買・

賃貸仲介事業、プロパティマネジメント事業、建築企画事業、不動産証券化事業、アセットマネジ

メント事業及び滞納賃料保証事業から構成されており、これら各事業が有機的に結合し、事業用不

動産に関わる一貫したサービスを提供するところにその特徴があります。しかしながら、今後リプ

ランニング事業のリプランニング及び不動産インベストメントで扱う物件取得等において競合が

より激化する可能性があります。 

このようなリスクに対しましては、各事業部門の機能を融合した総合力及び顧客との広範なネッ

トワーク並びに潜在的優良物件の選択等、きめこまかな事業運営により競争力の維持・強化を図っ

て参ります。また、不動産証券化事業におきましてもリプランニング事業で培ったノウハウを活か

し、再生型ファンド事業の推進を図ることにより、競合他社との差別化を促進しますが、この優位

性が保たれない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤不動産証券化事業及びアセットマネジメント事業の特性 

不動産証券化事業及びアセットマネジメント事業におきましては、アセットマネージャーとして

運用資産残高に応じてアセットマネジメントフィーを受け取るほか、ファンドの運用益に応じてイ

ンセンティブフィー等を受け取りますが、不動産ファンドは出資金の元本や収益を投資家に保証す

るものではなく、あくまでも投資家の自己責任原則が前提となっております。しかしながら、ファ

ンドの運用成績が悪化した場合等には、アセットマネージャーとしての当社グループに対するパフ

ォーマンス評価が低下し、結果的に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。 
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Ｂ．法的規制について 

当社グループの事業は、「宅地建物取引業法」「建築士法」「建設業法」「不動産の鑑定評価に関す

る法律」「不動産投資顧問業登録規程」等による法的規制を受けており、関連許認可を得ておりま

す。 

当社グループの主要な業務に係る免許や許認可等の有効期限及び取消事由の有無等は下記のと

おりであり、現在、当該免許及び許認可等が取消となる事由は発生しておりませんが、万一、将来

このような事由が発生した場合、当社グループの事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

また、今後、これらの関係法規が改廃された場合や新たな法的規制が設けられた場合にも、当社

グループの事業が影響を受ける可能性があります。 

 

①有効期間その他の期限が法令、契約等により定められているものは以下のとおりであります。 

免許、許可、登録等の別 会社名 有効期間 種類 関連する法律 登録等の交付者
取消事由

の有無 

サンフロンティア不動産㈱
平成16年12月29日から

平成21年12月28日 

宅地建物取引業者免許 

ＳＦインベストメンツ㈱ 
平成17年12月22日から

平成22年12月21日 

―― 宅地建物取引業法 国土交通大臣 有 

特定建設業許可 サンフロンティア不動産㈱
平成17年12月26日から

平成22年12月25日 

建築工事業、 

屋根工事業、 

鋼構造物工事業、

大工工事業、 

タイル・れんが・

ブロック工事業、

内装仕上工事業 

建設業法 都道府県知事 有 

一級建築士事務所登録 サンフロンティア不動産㈱ 平成19年１月10日 ―― 建築士法 都道府県知事 有 

不動産鑑定業登録 サンフロンティア不動産㈱
平成15年２月７日から

平成20年２月６日 
―― 

不動産の鑑定評価

に関する法律 
都道府県知事 有 

サンフロンティア不動産㈱
平成16年11月３日から

平成21年11月２日 

一般不動産投資顧問業登録 

サンフロンティア不動産 

投資顧問㈱ 

平成17年12月９日から

平成22年12月８日 

―― 
不動産投資顧問業

登録規程 
国土交通大臣 有 

信託受益権販売業者登録 サンフロンティア不動産㈱
平成17年８月26日から

平成20年８月25日 
―― 信託業法 関東財務局長 有 

 

②不動産証券化事業、アセットマネジメント事業を遂行するに当たりましては、以下法令の制約を受

けることとなり、今後、これらの関係法規が改廃された場合や新たな法的規制が設けられた場合、

また、関連する会計制度が変更された場合には、当社グループの事業が影響を受ける可能性があり

ます。 

 

イ．信託業法 

平成 16 年 12 月 30 日施行の信託業法の改正により、信託受益権販売業者登録制度が創設さ

れ、当社は同法に基づく信託受益権の販売又はその代理・媒介を行うことから信託受益権販売

業者に該当し、同法の規制を受けることになります。 

 

ロ．投資信託及び投資法人に関する法律（投信法） 

不動産投資ファンドにおいて、投資信託委託業務又は投資法人資産運用業を営もうとする者

（投資信託委託業者）は、投信法の規制を受けることになります。 
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ハ．資産の流動化に関する法律 

不動産証券化事業を行うに当たりましては、資産流動化法に基づく特定目的会社、会社法に

基づく株式会社、有限会社法に基づく有限会社（但し、有限会社につきましては、平成 18 年

５月１日以降、株式会社となりますが、特例有限会社として従前の有限会社と同様の規制が課

されることとなります。以下、同様です。）のいずれかにより設立されたＳＰＣ（特別目的会

社）を利用することになります。この内、資産流動化法に基づく特定目的会社により、証券化

事業を行う場合には資産流動化法の規制を受けることになります。 

 

ニ．中間法人法 

不動産証券化事業を営むにあたり設立される特別目的会社の親会社として中間法人法（平成

13 年法律第 49 号）に基づき設立される法人である有限責任中間法人が用いられることがあり

ます。この場合、当社又は当社子会社が同法人の基金拠出者になる場合には同法の規制を受け

ることになります。 

 

ホ．証券取引法及び有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 

不動産投資ファンドの契約に基づく権利（匿名組合契約）が証券取引法第２条第２項のみな

し有価証券となり、当社又は当社子会社で行う業務が平成 16 年 12 月１日より証券取引法の規

制を受けることになりました。従って、当社又は当社子会社の行うアセットマネジメント業務

については、有価証券の価値、或は価値等の分析に基づく投資判断に関し、助言を行い、相手

方より報酬を授受することを約する契約（投資顧問契約）に該当するため、有価証券に係る投

資顧問業の規制等に関する法律上の投資顧問業者に該当し、同法令の規制を受けることになり

ます。また、当社又は当社子会社が匿名組合契約に基づく権利について第三者に対して勧誘等

の行為を行うに際しては、証券取引法の規制を受けることになります。 

 

Ｃ．代表取締役社長堀口智顕への依存度について 

当社の代表取締役である堀口智顕は、不動産売買仲介及び賃貸仲介事業で培った経験を基に当社

の主力事業であるリプランニング事業を立ち上げ、会社経営の 高責任者として経営戦略・事業戦

略の決定及びその推進者として重要な役割を果たしております。 

このため当社グループでは、同氏に対する過度な依存を回避するため、他経営陣の育成に努める

等経営体制の整備を図っておりますが、未だ同氏に対する依存度が高いため、同氏が何らかの理由

で経営者としての業務の遂行に支障をきたした場合には、当社グループの業績・事業の推進に影響

を及ぼす可能性があります。 

 

Ｄ．減損会計導入による影響について 

当社グループは、当連結会計年度より減損会計を適用しておりますが、現時点において、経営成

績及び財政状態に影響を与えるような減損が生じる固定資産はないものと判断しております。しか

しながら、今後の経済情勢に伴う賃料水準の低下や空室率の上昇等により、減損損失の計上が必要

となった場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

Ｅ．個人情報保護 

当社グループは業務上、ビルオーナー、テナント等の個人情報を保有する「個人情報取扱業者」

に該当し、今後の事業拡大につれ関連情報が増加することが予想されます。これに対しましては、

情報管理体制を強化し、内部情報管理の徹底を図っておりますが、不測の事態により、顧客情報等

個人情報が外部に流失した場合は当社グループの信用を毀損し、業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 
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Ｆ．構造計算書等の偽造について 

平成 17 年 11 月に発覚した構造計算書偽造事件に端を発し、建築物件に対する不信感が社会的に

広まっております。当社においては、事件発覚後速やかに既販売物件の建築経緯の確認等を行い、

全物件に関して当該事件における関係各社が関与した事実はないことを確認しておりますが、当社

グループとの関連性にかかわらず、同様の問題は未だ完全な解決には至っておりません。かかる状

況下にあって、不動産及び不動産業界に対する社会的な不信感が高まり、不動産投資意欲の減退等

が発生した場合には、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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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９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 
対前中間期比 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 18 年３月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
金 額（千円） 

構成比

（％）
金 額（千円） 

構成比

（％）

増 減 

（千円） 
金 額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   7,109,556 13,877,257   6,678,054

２．売掛金   179,643 136,212   208,660

３．たな卸資産 ※２,３  8,599,639 24,680,507   16,100,951

４．その他   730,631 717,127   1,765,638

貸倒引当金   △3,938 △702   △2,074

流動資産合計   16,615,533 80.6 39,410,401 93.3 22,794,868  24,751,231 88.4

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1)建物 ※２,３ 1,585,272 1,050,495  1,070,737 

(2)土地 ※２,３ 1,963,835 1,186,585  1,186,585 

(3)その他  35,370 3,584,477 36,717 2,273,798 △1,310,679 38,053 2,295,375

２．無形固定資産     

(1)連結調整勘定  － －  473,078 

(2)その他  26,057 26,057 54,345 54,345 28,287 55,905 528,983

３．投資その他の資産  394,987 519,107  430,753 

貸倒引当金  △2,016 392,970 △1,307 517,799 124,829 △1,313 429,439

固定資産合計   4,003,506 19.4 2,845,943 6.7 △1,157,562  3,253,799 11.6

資産合計   20,619,039 100.0 42,256,345 100.0 21,637,305  28,005,030 100.0

（注）記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。 
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前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 
対前中間期比 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 18 年３月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
金 額（千円） 

構成比

（％）
金 額（千円） 

構成比

（％）

増 減 

（千円） 
金 額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．買掛金   211,682 356,966   138,584

２．短期借入金 ※２  5,034,000 12,630,000   9,723,000

３．一年以内償還予定社債 ※２  328,000 108,000   328,000

４．一年以内返済予定長期借入金 ※２  926,300 400,800   303,300

５．未払法人税等   500,047 1,915,499   1,565,157

６．賞与引当金   51,763 67,803   56,460

７．役員賞与引当金   － 20,400   －

８．工事保証引当金   51,700 81,514   73,200

９．その他   373,537 463,661   1,174,158

流動負債合計   7,477,030 36.2 16,044,645 38.0 8,567,614  13,361,860 47.7

Ⅱ 固定負債     

１．社債 ※２  1,418,000 540,000   1,254,000

２．長期借入金 ※２  3,292,860 5,522,060   3,142,460

３．役員退職慰労引当金   70,003 78,451   74,584

４．その他   677,570 736,481   528,797

固定負債合計   5,458,433 26.5 6,876,992 16.3 1,418,558  4,999,842 17.9

負債合計   12,935,464 62.7 22,921,637 54.3 9,986,173  18,361,703 65.6

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   2,665,465 13.0 － － △2,665,465  3,050,911 10.9

Ⅱ 資本剰余金   2,726,804 13.2 － － △2,726,804  3,112,248 11.1

Ⅲ 利益剰余金   2,290,082 11.1 － － △2,290,082  3,478,512 12.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金   1,223 0.0 － － △1,223  1,654 0.0

資本合計   7,683,575 37.3 － － △7,683,575  9,643,327 34.4

負債・資本合計   20,619,039 100.0 － － △20,619,039  28,005,030 100.0

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   － － 7,227,468 17.1 7,227,468  － －

２．資本剰余金   － － 7,288,803 17.2 7,288,803  － －

３．利益剰余金   － － 4,816,390 11.4 4,816,390  － －

株主資本合計   － － 19,332,662 45.7 19,332,662  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額金   － － 2,045 0.0 2,045  － －

評価・換算差額等合計   － － 2,045 0.0 2,045  － －

純資産合計   － － 19,334,708 45.7 19,334,708  － －

負債・純資産合計   － － 42,256,345 100.0 42,256,345  － －

（注）記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。 
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（2）中間連結損益計算書 

  

前中間連結会計期間末 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

対前中間期比 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金 額（千円） 

構成比

（％）
金 額（千円） 

構成比

（％）

増 減 

（千円） 
金 額（千円） 

構成比

（％）

Ⅰ 売上高   7,541,148 100.0 15,461,582 100.0 7,920,434  16,730,890 100.0

Ⅱ 売上原価   5,378,134 71.3 10,563,973 68.3 5,185,838  10,766,197 64.3

売上総利益   2,163,013 28.7 4,897,609 31.7 2,734,595  5,964,692 35.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  955,939 12.7 1,841,078 11.9 885,138  2,207,999 13.2

営業利益   1,207,074 16.0 3,056,531 19.8 1,849,456  3,756,693 22.5

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  301 1,198  1,179 

２．受取配当金  281 296  383 

３．消費税還付金  － 1,184  － 

４．保険解約益  － 2,313  － 

５．講演料収入  － －  538 

６．その他  449 1,033 0.0 1,106 6,100 0.0 5,067 1,193 3,294 0.0

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  87,252 128,981  168,198 

２．新株発行費  30,824 －  38,119 

３．株式交付費  － 42,597  － 

４．社債発行費  22,716 －  － 

５．融資関連費用  － 48,500  42,474 

６．その他  26,203 166,996 2.2 9,060 229,140 1.5 62,144 36,985 285,777 1.7

経常利益   1,041,111 13.8 2,833,490 18.3 1,792,379  3,474,210 20.8

Ⅵ 特別利益     

１．貸倒引当金戻入益  － － － 1,378 1,378 0.0 1,378 183 183 0.0

Ⅶ 特別損失     

１．金利スワップ解約手数料  24,764 －  24,764 

２．固定資産除却損 ※２ － 1,197  － 

３．その他  910 25,675 0.3 － 1,197 0.0 △24,477 1,258 26,022 0.2

税金等調整前中間（当期）

純利益 
  1,015,436 13.5 2,833,671 18.3 1,818,235  3,448,371 20.6

法人税､住民税及び事業税  486,894 1,874,283  1,874,693 

法人税等調整額  △27,128 459,765 6.1 △500,456 1,373,827 8.9 914,062 △170,423 1,704,270 10.2

中間（当期）純利益   555,671 7.4 1,459,844 9.4 904,173  1,744,100 10.4

（注）記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。 
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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４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
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  552,500  552,500 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１．増資による新株の発行  2,174,304 2,174,304 2,559,748 2,559,748 

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）残高  2,726,804  3,112,248 

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,788,419  1,788,419 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．中間（当期）純利益  555,671 555,671 1,744,100 1,744,100 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．配当金  42,008 42,008 

２．役員賞与  12,000 54,008 12,000 54,008 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高  2,290,082  3,478,512 

（注）記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。 
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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４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高  （千円） 3,050,911 3,112,248 3,478,512 9,641,673

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 4,176,556 4,176,554  8,353,111

剰余金の配当（注） △96,966 △96,966

 利益処分による役員賞与（注） △25,000 △25,000

 中間純利益 1,459,844 1,459,844

 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） 
 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
4,176,556 4,176,554 1,337,878 9,690,989

平成18年９月30日 残高  （千円） 7,227,468 7,288,803 4,816,390 19,332,662

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高  （千円） 1,654 1,654 9,643,327 

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 8,353,111 

剰余金の配当（注） △96,966 

 利益処分による役員賞与（注） △25,000 

 中間純利益 1,459,844 

 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） 
391 391 391 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
391 391 9,691,380 

平成18年９月30日 残高  （千円） 2,045 2,045 19,334,708 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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（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４月１日

  至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日

  至 平成18年９月30日）

対前中間期比 

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４月１日

至 平成18年３月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 増減（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  1,015,436 2,833,671  3,448,371 

減価償却費  72,976 129,317  191,111 

連結調整勘定償却額  － －  78,846 

のれん償却額  － 473,078  － 

貸倒引当金の増減額  2,383 △1,378  △183 

賞与引当金の増加額  16,217 11,343  20,914 

役員賞与引当金の増加額  － 20,400  － 

役員退職慰労引当金の増加額  7,816 3,866  12,398 

工事保証金引当金の増加額  38,600 8,314  60,100 

受取利息及び受取配当金  △583 △1,495  △1,563 

支払利息  87,252 128,981  168,198 

新株発行費  30,824 －  38,119 

株式交付費  － 42,597  － 

社債発行費  22,716 －  22,716 

固定資産除却損  － 1,197  347 

売上債権の増減額  △5,792 58,153  △148,569 

たな卸資産の増加額  △3,753,392 △8,669,774  △8,707,322 

営業出資金の増加額  △120,000 －  △120,000 

仕入債務の増減額  △170,416 1,216,158  △991,572 

未払消費税等の増減額  11,810 △116,954  108,362 

未収消費税等の増減額  △84,863 86,354  △239,706 

預り保証金の増減額  65,677 207,683  △4,570 

役員賞与の支払額  △12,000 △25,000  △12,000 

その他  △671 △49,212  180,928 

小計  △2,776,009 △3,642,696 △866,687 △5,895,074 

利息及び配当金の受取額  583 1,544  1,563 

利息の支払額  △89,541 △139,363  △176,809 

法人税等の支払額  △488,505 △1,526,643  △834,940 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △3,353,473 △5,307,159 △1,953,686 △6,905,260 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日

  至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日

  至 平成18年９月30日）

対前中間期比 

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４月１日

至 平成18年３月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金等の預入による支出  △767,083 △180,058  △450,586 

定期預金等の払戻による収入  902,137 －  1,342,159 

有形固定資産の取得による支出  △87,509 △33,873  △102,017 

無形固定資産の取得による支出  － △30,153  － 

投資有価証券の取得による支出  － △138,804  － 

連結範囲の変更を伴う子会社出資金の 

取得による支出 
※２ － －  △1,305,973 

差入保証金の増加による支出  △73,166 △11,877  △94,530 

差入保証金の減少による収入  75,742 －  78,330 

その他  △12,125 8,005  △24,748 

投資活動によるキャッシュ・フロー  37,995 △386,761 △424,756 △557,366 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増減額  1,015,000 2,907,000  5,667,000 

長期借入れによる収入  2,500,000 5,100,000  2,500,000 

長期借入金の返済による支出  △888,400 △2,622,900  △1,661,800 

社債の発行による収入  733,284 －  733,284 

社債の償還による支出  △110,000 △934,000  △274,000 

株式の発行による収入  4,317,794 8,310,513  5,081,390 

配当金の支払額  △41,806 △96,547  △41,836 

財務活動によるキャッシュ・フロー  7,525,872 12,664,065 5,138,193 12,004,037 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  4,210,394 6,970,144 2,759,750 4,541,411 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,463,913 6,005,324 4,541,411 1,463,913 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 5,674,308 12,975,469 7,301,161 6,005,324 
      

（注）記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。 
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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 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数    ４社 

連結子会社の名称 

有限会社ＳＦキャピタル 

ＳＦインベストメンツ株式

会社 

サンフロンティア不動産投

資顧問株式会社 

ＳＦビルサポート株式会社 

なお、有限会社ＳＦキャピタ

ルについては、重要性が増加し

たこと、及びＳＦインベストメ

ンツ株式会社、サンフロンティ

ア不動産投資顧問株式会社及び

ＳＦビルサポート株式会社につ

いては、当中間連結会計期間に

おいて新たに設立したことによ

り連結の範囲に含めておりま

す。 

連結子会社の数    ５社 

連結子会社の名称 

有限会社ＳＦキャピタル 

ＳＦインベストメンツ株式

会社 

サンフロンティア不動産投

資顧問株式会社 

ＳＦビルサポート株式会社 

大成ビル有限会社 

 

連結子会社の数    ５社 

連結子会社の名称 

有限会社ＳＦキャピタル 

ＳＦインベストメンツ株式

会社 

サンフロンティア不動産投

資顧問株式会社 

ＳＦビルサポート株式会社 

大成ビル有限会社 

 

なお、有限会社ＳＦキャピタ

ルについては、重要性が増加し

たことにより、ＳＦインベスト

メンツ株式会社、サンフロンテ

ィア不動産投資顧問株式会社及

びＳＦビルサポート株式会社に

ついては、当連結会計年度にお

いて新たに設立したことによ

り、また、大成ビル有限会社に

ついては、平成18年２月の出資

金の取得に伴い、いずれも当連

結会計年度より連結の範囲に含

めております。 

２．持分法の適用に関する事項 持分法を適用する会社はあり

ません。 

同左 同左 

３．連結子会社の中間決算日（決

算日）等に関する事項 

連結子会社の中間決算日は、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。 

（1）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 

中間連結決算期末日の

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）を採用しております。

（1）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 

中間連結決算期末日の

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）を採用しておりま

す。 

（1）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 

連結決算期末日の市場

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）を

採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価

法を採用しております。

時価のないもの 

同左 
時価のないもの 

同左 

②たな卸資産 

販売用不動産、仕掛販売用

不動産 

②たな卸資産 

販売用不動産、仕掛販売用

不動産、販売用不動産信託受

益権、仕掛工事 

②たな卸資産 
同左 

個別法による原価法を

採用しております。 

なお、賃貸中のものにつ

いては、有形固定資産に準

じて償却を行っておりま

す。 

個別法による原価法を

採用しております。 

なお、賃貸中のものにつ

いては、有形固定資産に準

じて償却を行っておりま

す。 

 

４．会計処理基準に関する事項 

貯蔵品 

終仕入原価法を採用し

ております。 

貯蔵品 

────── 

貯蔵品 

終仕入原価法を採用し

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４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

 （2）固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

ただし、建物（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年～43年 

その他   ２年～10年 

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、３年間均等

償却を採用しております。 

（2）固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

ただし、建物（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年～43年 

その他   ４年～10年 

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、３年間均等

償却を採用しております。 

（2）固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 
定率法を採用しておりま

す。 

ただし、建物（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年～43年 

その他   ２年～10年 

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、３年間均等

償却を採用しております。 

 ②無形固定資産 

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

定額法を採用しております。

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 

定額法を採用しております。
③長期前払費用 

同左 

③長期前払費用 

同左 
 （3）引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

（3）引当金の計上基準 
①貸倒引当金 

同左 

（3）引当金の計上基準 
①貸倒引当金 

同左 

 ②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備

えるため、賞与支給見込額の

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 

従業員の賞与の支給に備

えるため、賞与支給見込額の

うち当連結会計年度の負担

額を計上しております。 
 ③役員賞与引当金 

────── 

③役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、

当連結会計年度における支

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。 

（会計方針の変更） 

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、それぞれ20,400

千円減少しております。 

なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。 

③役員賞与引当金 
 

────── 

 ④工事保証引当金 

販売用不動産に係る補修

費用の支出に備えるため、補

修実績率に基づく補修見込

額を計上しております。 

④工事保証引当金 
同左 

④工事保証引当金 
同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

 ⑤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、内規に基づく

中間連結期末要支給額を計

上しております。 

⑤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、内規に基づく

中間連結期末要支給額を計

上しております。 

なお、平成18年８月22日開

催の取締役会及び監査役会

において、平成18年９月30日

付で役員退職慰労金制度の

廃止を決定しております。 

⑤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、内規に基づく

連結期末要支給額を計上し

ております。 

 （4）ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の要件を満た

すスワップにつき、特例処理

を採用しております。 

（4）ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

（4）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 

当中間連結会計期間にヘ

ッジ会計を適用したヘッジ

手段とヘッジ対象は以下の

とおりであります。 

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 

当連結会計年度にヘッジ

会計を適用したヘッジ手段

とヘッジ対象は以下のとお

りであります。 
 ａ．ヘッジ手段 

金利スワップ 

ｂ．ヘッジ対象 

借入金利息 

ａ．ヘッジ手段 

同左 

ｂ．ヘッジ対象 

同左 

ａ．ヘッジ手段 

金利スワップ 

ｂ．ヘッジ対象 

借入金利息 
 ③ヘッジ方針 

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

ジ対象の識別は個別契約ご

とに行っております。 

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 

リスク管理方針に従って

以下の条件を満たす金利ス

ワップを契約しております。

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 

リスク管理方針に従って

以下の条件を満たす金利ス

ワップを契約しております。
 Ⅰ．金利スワップの想定元本

と長期借入金の元本金

額が一致している。 

 Ⅰ．金利スワップの想定元本

と長期借入金の元本金

額が一致している。 
 Ⅱ．金利スワップと長期借入

金の契約期間及び満期

が一致している。 

 Ⅱ．金利スワップと長期借入

金の契約期間及び満期

が一致している。 
 Ⅲ．長期借入金の変動金利の

インデックスと金利ス

ワップで受払いされる

変動金利のインデック

スが一致している。 

 Ⅲ．長期借入金の変動金利の

インデックスと金利ス

ワップで受払いされる

変動金利のインデック

スが一致している。 
 Ⅳ．長期借入金と金利スワッ

プの金利改定条件が一

致している。 

 Ⅳ．長期借入金と金利スワッ

プの金利改定条件が一

致している。 
 Ⅴ．金利スワップの受払い条

件がスワップ期間を通

して一定である。 

 Ⅴ．金利スワップの受払い条

件がスワップ期間を通

して一定である。 
 従って、金利スワップの特

例処理の要件を満たしてい

るので中間連結決算日にお

ける有効性の評価を省略し

ております。 

 従って、金利スワップの特

例処理の要件を満たしてい

るので連結決算日における

有効性の評価を省略してお

ります。 
 （6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

①消費税等の会計処理 
税抜方式を採用しておりま

す。 
なお、控除対象外消費税等

は発生中間連結会計期間の期
間費用としております。 

（6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

①消費税等の会計処理 

同左 

（6）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

①消費税等の会計処理 
税抜方式を採用しておりま

す。 
なお、控除対象外消費税等

は発生連結会計期間の期間費
用としております。 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

 ②繰延資産の処理方法 

Ⅰ．新株発行費 

②繰延資産の処理方法 

Ⅰ．株式交付費 

②繰延資産の処理方法 

Ⅰ．新株発行費 

 支出時に全額費用とし

て処理しております。 

支出時に全額費用とし

て処理しております。 

支出時に全額費用とし

て処理しております。 

平成17年９月15日付一

般募集による新株式の発

行（11,000株）は、引受会

社が引受価額（395,329円）

で買取引受を行い、これを

引受価額と異なる発行価

格（420,010円）で一般投

資家に販売するスプレッ

ド方式によっております。

スプレッド方式では、発

行価格と引受価額との差

額271,491千円が事実上の

引受手数料であり、引受価

額と同一の発行価格で一

般投資家に販売する従来

の方式であれば新株発行

費として処理されたもの

であります。このため、従

来の方式によった場合に

比べ、新株発行費の額と資

本金及び資本準備金合計

額は、それぞれ271,491千

円少なく計上され、経常利

益及び税金等調整前中間

純利益は同額多く計上さ

れております。 

平成18年７月11日付の

有償一般募集（ブックビル

ディング方式による募集）

による新株式発行（35,000

株）及び平成18年８月８日

付のオーバー・アロットメ

ントによる売出に関連し

て行われた第三者割当増

資 に よ る 新 株 式 発 行

（3,413株）は、引受証券

会社が引受価額で引受け

を行い、これを引受価額と

異なる発行価格で一般投

資家に販売するスプレッ

ド方式の買取引受方式に

よっております。 

スプレッド方式では、発

行価格と引受価額との差

額453,273千円が事実上の

引受手数料となりますの

で、引受証券会社に対する

引受手数料の支払いはあ

りません。このため、株式

交付費に引受手数料は含

まれておりません。 

平成17年９月15日付の

有償一般募集（ブックビル

ディング方式による募集）

による新株式発行（11,000

株）及び平成17年10月14日

付のオーバー・アロットメ

ントによる売出に関連し

て行われた第三者割当増

資 に よ る 新 株 式 発 行

（1,950株）は、引受証券

会社が引受価額で引受け

を行い、これを引受価額と

異なる発行価格で一般投

資家に販売するスプレッ

ド方式の買取引受方式に

よっております。 

スプレッド方式では、発

行価格と引受価額との差

額319,618千円が事実上の

引受手数料となりますの

で、引受証券会社に対する

引受手数料の支払いはあ

りません。このため、新株

発行費に引受手数料は含

まれておりません。 

 

Ⅱ．社債発行費 

支出時に全額費用とし

て処理しております。 

Ⅱ．社債発行費 

────── 
Ⅱ．社債発行費 

支出時に全額費用とし

て処理しております。 

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、随時引出可能な預金

及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

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４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３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。 

これまでの資本の部の合計に相当する金

額は 19,334,708 千円であります。 

なお、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、

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、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。 

 

────── 

 
（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い） 

当中間連結会計期間より「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い（企業会計基

準 平成 18 年８月 11 日実務対応報告第 19

号）」を適用しております。 

前中間連結会計期間において、中間連結

損益計算書の営業外費用及び中間連結キャ

ッシュ・フロー計算書の営業活動によるキ

ャッシュ・フローに計上した「新株発行費」

は当中間連結会計期間より、それぞれ「株

式交付費」として表示しております。 
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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９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

158,181千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

194,597千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

172,642千円 

※２．担保に供している資産とこれに対応す

る債務は次のとおりであります。 

イ）担保に供している資産 

販売用不動産 1,279,831千円 

仕掛販売用不動産 7,046,149千円 

建物 1,509,356千円 

土地 1,963,835千円 

計 11,799,172千円 
 

※２．担保に供している資産とこれに対応す

る債務は次のとおりであります。 

イ）担保に供している資産 
仕掛販売用不動産 16,343,695千円 

販売用不動産信託受益権 6,801,931千円 

建物 978,927千円 

土地 1,186,585千円 

計 25,311,139千円  

※２．担保に供している資産とこれに対応す

る債務は次のとおりであります。 

イ）担保に供している資産 
販売用不動産 3,311,561千円 

仕掛販売用不動産 5,172,112千円 

販売用不動産信託受益権 6,188,302千円 

建物 993,796千円 

土地 1,186,585千円 

計 16,852,358千円  
ロ）上記に対する債務 

短期借入金 4,581,000千円 

一年以内償還予定社債 
（銀行保証付無担保社債） 

328,000千円 

一年以内返済予定長期借入金 884,000千円 

社債 
（銀行保証付無担保社債） 

1,418,000千円 

長期借入金 3,242,260千円 

計 10,453,260千円 
 

ロ）上記に対する債務 
短期借入金 12,630,000千円 

一年以内償還予定社債
（銀行保証付無担保社債）

108,000千円 

一年以内返済予定長期借入金 364,000千円 

社債 
（銀行保証付無担保社債）

540,000千円 

長期借入金 5,508,260千円 

計 19,150,260千円 
 

ロ）上記に対する債務 
短期借入金 9,723,000千円 

一年以内償還予定社債 
（銀行保証付無担保社債）

328,000千円 

一年以内返済予定長期借入金 264,000千円 

社債 
（銀行保証付無担保社債）

1,254,000千円 

長期借入金 3,110,260千円 

計 14,679,260千円  

※３．   ────── ※３．   ────── ※３．従来、有形固定資産として保有してお

りました建物507,073千円及び土地

777,250千円を所有目的の変更により、

当連結会計年度中に仕掛販売用不動産

に振り替えております。 

４．   ────── ４．偶発債務 

連帯保証債務 

滞納賃料保証事業に係る保証極度

相当額であります。 

保証極度相当額  942,994千円 

４．   ──────  

 

（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４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３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。 

給与手当         287,951千円 

地代家賃         110,753千円 

賞与引当金繰入額      51,229千円 

役員退職慰労引当金繰入額  8,099千円 

貸倒引当金繰入額       2,383千円 

※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。

販売手数料       203,566千円 

給与手当         375,160千円 

賞与引当金繰入額      67,319千円 

役員賞与引当金繰入額    20,400千円 

役員退職慰労引当金繰入額 14,331千円 

のれん償却額        473,078千円 

※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。

販売手数料        225,765千円 

給与手当         611,484千円 

賞与引当金繰入額      56,039千円 

役員退職慰労引当金繰入額 12,681千円 

地代家賃         227,854千円 

※２．   ────── 

 

※２．固定資産除却損の内訳 

設備造作          584千円 

工具器具備品        522千円 

ソフトウェア         91千円 

  計          1,197千円 

※２．   ────── 
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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４月１日 至 平成 18 年９月 30 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） 96,966 234,277 － 331,243 

合計 96,966 234,277 － 331,243 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加234,277株は、株式分割（1：３）による新株の発行による増加193,932株、公

募増資による新株の発行による増加35,000株、第三者割当による新株の発行による増加3,413株、新株予約権の

権利行使による新株の発行による増加1,932株であります。 

 

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．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月22日 

定時株主総会 
普通株式 96,966 1,000 平成18年３月31日 平成18年６月23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になるもの 

 

該当事項はありません。 
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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４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３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 

（平成17年９月30日） 

現金及び預金勘定 7,109,556千円 

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金 
△1,435,248千円 

現金及び現金同等物 5,674,308千円 
 

※ 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 

（平成18年９月30日）

現金及び預金勘定 13,877,257千円 

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金 
△901,787千円 

現金及び現金同等物 12,975,469千円  

※ 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18年３月31日）

現金及び預金勘定 6,678,054千円 

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金 
△672,729千円 

現金及び現金同等物 6,005,324千円 
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①リース取引 

前中間連結会計期間（自平成 17 年４月１日 至平成 17 年９月 30 日）、当中間連結会計期間（自平成

18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３

月 31 日） 

 

該当事項はありません。 

 

②有価証券関係 

前中間連結会計期間末（平成 17 年９月 30 日） 

（1）その他有価証券で時価のあるもの 

 
取 得 原 価

(千円) 

中間連結貸借対
照 表 計 上 額

(千円) 

差 額 
(千円) 

株式 3,750 5,814 2,064 

合計 3,750 5,814 2,064 

（注）減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合には減

損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認め

られた額について減損処理を行うこととしております。 

 

当中間連結会計期間末（平成 18 年９月 30 日） 

（1）その他有価証券で時価のあるもの 

 
取 得 原 価

(千円) 

中間連結貸借対
照 表 計 上 額

(千円) 

差 額 
(千円) 

株式 3,750 7,200 3,450 

合計 3,750 7,200 3,450 

（注）減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合には減

損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認め

られた額について減損処理を行うこととしております。 

 

前連結会計年度末（平成 18 年３月 31 日） 

（1）その他有価証券で時価のあるもの 

 
取 得 原 価

(千円) 

連結貸借対照表
計 上 額

(千円) 

差 額 
(千円) 

株式 3,750 6,540 2,790 

合計 3,750 6,540 2,790 

（注）減損処理にあたっては、連結会計期間末における時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合には減損処

理を行い、30％～50％程度下落した場合には当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められ

た額について減損処理を行うこととしております。 

 

 

③デリバティブ取引 

前中間連結会計期間（自平成 17 年４月１日 至平成 17 年９月 30 日）、当中間連結会計期間（自平成

18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３

月 31 日） 

 

中間連結会計期間末（連結会計年度末）残高がないため、該当事項はありません。なお、ヘッジ会計

が適用されている金利スワップ取引は除いております。 
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④ストック・オプション等 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

該当事項はありません。 

 

⑤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４月１日 至 平成17年９月30日）       （単位：千円） 

セグメント（事業） 不動産 

再生事業 

不動産 

サービス事業

その他 

不動産事業
計 

消去又は 

全社 
連 結 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 6,833,753 698,018 9,376 7,541,148 － 7,541,148

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ 90,935 － 90,935 (90,935) －

計 6,833,753 788,953 9,376 7,632,083 (90,935) 7,541,148

営業費用 5,399,421 720,038 6,799 6,126,258 207,815 6,334,073

営業利益 1,434,332 68,915 2,576 1,505,825 (298,750) 1,207,074

 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）       （単位：千円） 

セグメント（事業） 不動産 

再生事業 

不動産 

サービス事業

その他 

不動産事業
計 

消去又は 

全社 
連 結 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 14,675,529 770,319 15,734 15,461,582 － 15,461,582

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ 207,892 － 207,892 (207,892) －

計 14,675,529 978,211 15,734 15,669,475 (207,892) 15,461,582

営業費用 11,285,234 939,199 30,540 12,254,975 150,076 12,405,051

営業利益 3,390,294 39,012 (14,806) 3,414,500 (357,968) 3,056,531

 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）        （単位：千円） 

セグメント（事業） 不動産 

再生事業 

不動産 

サービス事業

その他 

不動産事業
計 

消去又は 

全社 
連 結 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 15,037,064 1,669,040 24,784 16,730,890 － 16,730,890

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ 96,145 － 96,145 (96,145) －

計 15,037,064 1,765,186 24,784 16,827,035 (96,145) 16,730,890

営業費用 10,962,223 1,558,203 17,609 12,538,037 436,159 12,974,196

営業利益 4,074,840 206,982 7,174 4,288,997 (532,304) 3,756,693

（注）１．事業の区分は社内管理上使用している区分によっております。 

２．各区分の主な商品等 

(1) 不動産再生事業  ‥‥ 再生型中古事業用ビルの購入、賃貸、販売 

(2) 不動産サービス事業‥‥ 売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメント、建築企画、滞納賃料保証 

(3) その他不動産事業 ‥‥ アセットマネジメント、私募ファンドの企画、組成、運営 
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３．当営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

 
前中間連結会計

期間（千円） 

当中間連結会計

期間（千円） 

前連結会計年度

（千円） 
主な内容 

消去又は全社の項

目に含めた配賦不

能費用の金額 

209,346 308,760 444,431 

主として親会社の総務部

門等管理部門に係る費用

であります。 

４．会計方針の変更（当中間連結会計期間） 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(4) ③に記載のとおり、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。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業費用が「不動産再生事業」3,238千円、「不動

産サービス事業」6,152千円、「その他不動産事業」3,238千円及び「消去又は全社」7,771千円それぞれ

増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

 

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４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成

18年４月１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31

日） 

 

本邦以外の国又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４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成

18年４月１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31

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４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 80,866.12円 

１株当たり中間純利益 6,539.07円 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
  6,478.24円 

 

 

１株当たり純資産額 58,370.16円 

１株当たり中間純利益 4,743.35円 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
4,708.29円 

当社は、平成 18 年４月１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。

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１株当たり情報について

は、それぞれ以下のとおりとなります。 

前中間連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

26,955.37円 33,064.26円 

１株当たり中間純利益１株当たり当期純利益

2,179.69円 6,304.97円 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 

2,159.41円 6,249.27円 
 

 

１株当たり純資産額 99,192.78円 

１株当たり当期純利益 18,914.91円 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
18,747.82円 

 

（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４月１日
  至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日

  至 平成18年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益        （千円） 555,671 1,459,844 1,744,100 

普通株主に帰属しない金額     （千円） －  －  25,000 

（うち利益処分による役員賞与金） （ － ） （ － ） （25,000）

普通株式に係る中間（当期）純利益 (千円） 555,671 1,459,844 1,719,100 

期中平均株式数          （株） 84,977 307,766 90,886 

   

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） 798 2,292 810 

（うち新株予約権） （798） （2,292） （810）

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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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

１．第三者割当増資 

平成17年８月23日開催の取締役会に

おいて、オーバー・アロットメントに

よる売出し（新光証券株式会社が当社

株主から1,950株を上限として借入れ

る当社普通株式の売出し）に関連する

第三者割当増資による新株式の発行を

次のとおり決議し、平成17年10月14日

に払込が完了いたしました。 

この結果、平成17年10月14日付で資

本金は3,050,911千円、発行済株式総数

は96,966株となっております。 

(1) 割当先 

新光証券株式会社 

(2) 発行する株式の種類及び数 

普通株式 1,950 株 

(3) 発行価額 

１株につき 395,329 円 

（資本金組入額 197,665 円） 

(4) 発行価額の総額 

770,891 千円 

(5) 資本金組入額の総額 

385,446 千円 

(6) 払込期日 

平成 17 年 10 月 14 日 

(7) 配当起算日 

平成 17 年 10 月 １日 

(8) 資金の使途 

全額をリプランニング事業に

関わる物件取得等に伴う費用

の一部に充当する予定であり

ます。 

 

────── 

１．株式の分割 

平成18年３月１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。

Ａ．平成18年４月１日付をもって普通

株式１株につき３株に分割してお

ります。 

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式   193,932株 

(2) 分割方法 

平成18年３月31日 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

有株式を、１株につき３株の

割合をもって分割しておりま

す。 

Ｂ．配当起算日 

平成18年４月１日 

 

当該株式分割が当期首に行われたと

仮定した場合の当連結会計年度におけ

る１株当たり情報は、以下のとおりと

なります。 

当連結会計年度 

１株当たり純資産額 33,064.26円 

１株当たり当期純利益 6,304.97円 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
6,249.27円 

 

２．多額な資金の借入 
連結子会社であるＳＦインベストメ

ンツ株式会社は、平成17年10月18日開

催の取締役会において、多額な資金の

借入を決議しております。当該資金借

入の概要は以下のとおりであります。 

(1) 資金使途 

販売用不動産信託受益権の購

入資金 

(2) 借入先の名称 

株式会社三井住友銀行 

(3) 借入金額 

3,000,000千円 

(4) 借入金利 

1.50％ 

(5) 返済条件 

返済期日に一括返済 

(6) 実施時期 

平成17年10月28日 

(7) 返済期限 

平成18年３月31日 

(8) 担保提供資産 

販売用不動産信託受益権を担

保として質権設定契約を締結

しております。 

 ２．多額な資金の借入 

連結子会社であるＳＦインベストメ

ンツ株式会社は、平成18年４月18日開

催の取締役会において、多額な資金の

借入を決議しております。 

その概要は以下のとおりでありま

す。 

(1) 資金使途 

販売用不動産の購入 

(2) 借入先の名称 

株式会社みずほ銀行 

(3) 借入金額 

4,000,000千円 

(4) 借入金利 

１ヶ月TIBOR＋1.00％ 

(5) 返済条件 

平成18年５月31日を第１回目

として毎月20,000千円、 終

返済期日に残額一括返済 

(6) 実施時期 

平成18年５月１日 

(7) 返済期限 

平成20年４月30日 

(8) 担保提供資産 

販売用不動産 
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５．生産、受注及び販売の状況 

（1）生産実績 

当社グループは、不動産売買（仲介）、賃貸（仲介）、プロパティマネジメント・建築企画・アッセト

マネジメント事業を主体としており、生産業務を定義することが困難であるため、生産実績の記載は省

略しております。 

 

（2）受注実績 

当社グループは、受注生産を行っていないため、受注実績の記載は省略しております。 

 

（3）販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） セグメント別 

金 額（千円） 構成比（％） 金 額（千円） 構成比（％） 

不 動 産 再 生 事 業 計 6,833,753 90.6 14,675,529 94.9 

リプランニング事業 6,393,429 84.8 13,970,253 90.3 

賃貸ビル事業 440,323 5.8 705,275 4.6 

不 動 産 サ ー ビ ス 事 業 計 698,018 9.3 770,319 5.0 

仲介事業 456,575 6.1 367,991 2.4 

プロパティマネジメント・建築企画等 241,443 3.2 402,328 2.6 

そ の 他 不 動 産 事 業 9,376 0.1 15,734 0.1 

合 計 7,541,148 100.0 15,461,582 100.0 

（注）１．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実

績に対する割合は次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 相 手 先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

デンヨー㈱ － － 3,502,140 22.7 

㈱ザイマックス － － 1,785,481 11.5 

㈲ＪＯＹプロパティマネジメント － － 1,637,424 10.6 

ＧＥリアル・エステート㈱ 3,487,378 46.2 10,167 0.1 

アパマンション㈱ 1,164,226 15.4 3,481 0.0 

２．本表の金額には消費税等は含まれておりません。 
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