
 

 
 

 

平成１９年３月期   個別中間財務諸表の概要 平成１８年１１月 ７日 

上 場 会 社 名  サンフロンティア不動産株式会社    上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号  ８９３４                    本社所在都道府県  東 京 都 

（ＵＲＬ http://www.sunfrt.co.jp） 
代 表 者  役職名 代表取締役社長  氏名 堀口 智顕 
問合せ先責任者  役職名 取締役管理本部長  氏名 齋藤 清一   ＴＥＬ（０３）５５２１－１３０１ 

決算取締役会開催日  平成１８年１１月 ７日     配当支払開始日  平成 ― 年 ― 月 ― 日 

単元株制度採用の有無 無 
 
１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 
(1) 経営成績                （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％
18年９月中間期 10,114   （ 32.9） 2,504   （ 95.3） 2,426   （112.9）
17年９月中間期 7,607   （105.4） 1,281   （ 60.2） 1,139   （ 54.7）
18年３月期 16,525     3,756     3,587     
 

 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 1,212   （ 84.9） 3,939  23 3,910  11 
17年９月中間期 655   （ 51.1） 7,716  24 7,644  45 
18年３月期 1,890     20,520  41 20,339  14 
(注)①期中平均株式数 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 

②会計処理の方法の変更   無 
③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 
④平成18年４月１日をもって普通株式１株を３株に分割しております。 

 
(2) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円  銭
18年９月中間期 28,121 19,233 68.4 58,064  48 
17年９月中間期 18,171 7,783 42.8 81,922  19 
18年３月期 20,042 9,789 48.8 100,700  82 
(注)①期末発行済株式数  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 

②期末自己株式数   18年９月中間期  ― 株  17年９月中間期  ― 株  18年３月期  ― 株 
 
２．19年３月期の業績予想（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 17,200 3,150 2,050 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 6,188円81銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年３月期 ― 1,000.00 1,000.00 

19年３月期（実績） ― ― 

19年３月期（予想） ― 1,000.00 
1,000.00 

 

 ※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。 



４．個別中間財務諸表等 

（1）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
対前中間期比 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（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  6,477,416 11,007,401  5,347,283

２．売掛金  180,194 137,480  171,013

３．たな卸資産 ※２，３ 5,868,968 7,088,281  5,823,880

４．関係会社短期貸付金  － 4,300,000  －

５．その他 ※５ 455,630 522,401  828,520

貸倒引当金  △3,938 △702  △2,074

流動資産合計   12,978,271 71.4 23,054,862 82.0 10,076,591 12,168,625 60.7

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

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

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

(3)その他  35,370 36,717  38,053

   計  3,584,477 2,273,798 △1,310,679 2,295,375

２．無形固定資産  26,057 54,267 28,209 55,827

３．投資その他の資産    

(1)関係会社株式  － 1,521,328  －

(2)関係会社出資金  － －  1,451,328

(3)関係会社長期貸付金  1,040,000 －  3,590,000

(4)その他  544,329 1,219,001  482,798

貸倒引当金  △2,016 △1,307  △1,313

   計  1,582,312 2,739,022  5,522,813

固定資産合計   5,192,847 28.6 5,067,088 18.0 △125,759 7,874,016 39.3

資産合計   18,171,119 100.0 28,121,951 100.0 9,950,831 20,042,641 100.0

（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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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
対前中間期比 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（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  210,837 302,855  123,800

２．短期借入金 ※２ 5,034,000 3,430,000  4,723,000

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 ※２ 806,300 160,800  183,300

５．賞与引当金  51,763 67,803  56,460

６．役員賞与引当金  － 20,400  －

７．工事保証引当金  51,700 81,514  73,200

８．関係会社整理損失引当金  － 354,000  －

９．その他 ※５ 868,666 1,382,744  2,116,936

流動負債合計   7,351,266 40.5 5,908,118 21.0 △1,443,148 7,604,697 37.9

Ⅱ 固定負債    

１．社債 ※２ 1,418,000 540,000  1,254,000

２．長期借入金 ※２ 922,860 1,862,060  832,460

３．役員退職慰労引当金  70,003 78,451  74,584

４．その他  625,070 499,868  487,343

固定負債合計   3,035,933 16.7 2,980,379 10.6 △55,554 2,648,388 13.2

負債合計   10,387,200 57.2 8,888,497 31.6 △1,498,703 10,253,085 51.2

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   2,665,465 14.7 － － △2,665,465 3,050,911 15.2

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  2,726,804 －  3,112,248

資本剰余金合計   2,726,804 15.0 － － △2,726,804 3,112,248 15.5

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  9,557 －  9,557

２．任意積立金  160,000 －  160,000

３．中間（当期）未処分利益  2,220,868 －  3,455,183

利益剰余金合計   2,390,425 13.1 － － △2,390,425 3,624,740 18.1

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   7,783,918 42.8 － － △7,783,918 9,789,555 48.8

負債・資本合計   18,171,119 100.0 － － △18,171,119 20,042,641 100.0

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 7,227,468 25.7 7,227,468 － －

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  － 7,288,803  －

資本剰余金合計   － － 7,288,803 25.9 7,288,803 － －

３．利益剰余金    

(1)利益準備金  － 9,557  －

(2)その他利益剰余金    

任意積立金  － 160,000  －

繰越利益剰余金  － 4,545,579  －

利益剰余金合計   － － 4,715,136 16.8 4,715,136 － －

株主資本合計   － － 19,231,408 68.4 19,231,408 － －

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   － － 19,233,453 68.4 19,233,453 － －

負債・純資産合計   － － 28,121,951 100.0 28,121,951 － －

（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）中間損益計算書 

  

前中間会計期間 

（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 

前事業年度の 

要約損益計算書 

（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） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

増 減 

（千円） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   7,607,866 100.0 10,114,252 100.0 2,506,385 16,525,269 100.0

Ⅱ 売上原価   5,372,661 70.6 6,298,220 62.3 925,559 10,658,184 64.5

売上総利益   2,235,205 29.4 3,816,032 37.7 1,580,826 5,867,084 35.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   953,327 12.5 1,311,927 13.0 358,599 2,110,978 12.8

営業利益   1,281,877 16.9 2,504,104 24.7 1,222,227 3,756,105 22.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  3,280 0.0 34,164 0.3 30,883 37,573 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  145,747 1.9 112,143 1.0 △33,603 206,281 1.3

経常利益   1,139,411 15.0 2,426,126 24.0 1,286,714 3,587,397 21.7

Ⅵ 特別利益   － － 1,378 0.0 1,378 183 0.0

Ⅶ 特別損失 ※３  25,675 0.4 355,197 3.5 329,522 26,022 0.2

税引前中間（当期）純利益   1,113,736 14.6 2,072,307 20.5 958,571 3,561,558 21.6

法人税､住民税及び事業税  485,013 973,101  1,805,000

法人税等調整額  △26,980 458,033 6.0 △113,155 859,945 8.5 401,912 △133,459 1,671,540 10.1

中間（当期）純利益   655,703 8.6 1,212,361 12.0 556,658 1,890,018 11.4

前期繰越利益   1,565,165 －  1,565,165

中間（当期）未処分利益   2,220,868 －  3,455,183

（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）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 任意 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

株主資本

合計 

平成18年３月31日 残高  （千円） 3,050,911 3,112,248 3,112,248 9,557 160,000 3,455,183 3,624,740 9,787,901

中間会計期間中の変動額   

 新株の発行 4,176,556 4,176,554 4,176,554  8,353,111

剰余金の配当（注）  △96,966 △96,966 △96,966

 利益処分による役員賞与（注）  △25,000 △25,000 △25,000

 中間純利益  1,212,361 1,212,361 1,212,361

株主資本以外の項目の中間会計 

期間中の変動額（純額） 
  

中間会計期間中の変動額合計（千円） 4,176,556 4,176,554 4,176,554 － － 1,090,395 1,090,395 9,443,506

平成18年９月30日 残高  （千円） 7,227,468 7,288,803 7,288,803 9,557 160,000 4,545,579 4,715,136 19,231,408

 

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 9,789,555

中間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  1,212,361

 株主資本以外の項目の中間会計 

期間中の変動額（純額） 
391 391 391

中間会計期間中の変動額合計（千円） 391 391 9,443,898

平成18年９月30日 残高  （千円） 2,045 2,045 19,233,453

（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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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

（1）有価証券 （1）有価証券 （1）有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

子会社株式 

同左 

子会社株式 

同左 

子会社出資金 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

子会社出資金 

同左 

子会社出資金 

同左 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

中間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。 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

中間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。 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

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。 

②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。 

②時価のないもの 

同左 

②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、仕掛工事 

（2）たな卸資産 

販売用不動産、仕掛販売用不

動産、仕掛工事 

１．資産の評価基準及び評価方法

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。 

同左 同左 

 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。 

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。 

（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。 

（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 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

３．繰延資産の処理方法 （1）新株発行費 （1）株式交付費 （1）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

び税引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。 

 （2）社債発行費 
支出時に全額費用として処

理しております。 

（2）社債発行費 
────── 

（2）社債発行費 
支出時に全額費用として処

理しております。 

４．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。 

（1）貸倒引当金 
同左 

（1）貸倒引当金 
同左 

 （2）賞与引当金 
従業員の賞与の支給に備え

るため、賞与支給見込額のうち

当中間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

当事業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

事業年度における支給見込額

の当中間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

利益及び税引前中間純利益は、

それぞれ20,400千円減少して

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） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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

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

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、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。

 （6）関係会社整理損失引当金 
 

────── 

（6）関係会社整理損失引当金 
関係会社の整理に伴う損失

に備えるため、当該関係会社の

資産内容等を勘案し、当社の損

失負担見込額を計上しており

ます。 

（6）関係会社整理損失引当金 
 

────── 

５．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。 

（1）ヘッジ会計の方法 
同左 

（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 
当事業年度にヘッジ会計を

適用したヘッジ手段とヘッジ

対象は以下のとおりでありま

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．その他中間財務諸表（財務諸
表）作成のための基本となる
重要な事項 

消費税等の会計処理 
税抜方式によっております。

なお、控除対象外消費税等は

発生中間会計期間の期間費用

としております。 

消費税等の会計処理 
同左 

消費税等の会計処理 
税抜方式によっております。

なお、控除対象外消費税等は

発生事業年度の期間費用とし

ております。 
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中間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） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、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。これに

よる損益に与える影響はありません。 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、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。これによる損

益に与える影響はありません。 

 （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、19,233,453 千円であります。 

なお、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中間財務

諸表規則の改正に伴い、改正後の中間財務

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。 

前中間会計期間において、営業外費用の

内訳とした「新株発行費」は当中間会計期

間より、「株式交付費」として表示してお

ります。 

 

 

表示方法の変更 

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） 

 

────── 

（中間損益計算書） 

「関係会社株式」は、前中間会計期間まで、投資その他の資産の「そ

の他」に含めておりましたが、当中間会計期間末において資産の総額

の100分の５を超えたため区分掲記しました。 

なお、前中間会計期間末の「関係会社株式」の金額は150,000千円

であります。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（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 4,315,477千円 

建物 1,509,356千円 

土地 1,963,835千円 

計 9,068,501千円 
 

※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 5,559,906千円 

建物 978,927千円 

土地 1,186,585千円 

計 7,725,419千円 
 

※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 562,533千円 

仕掛販売用不動産 5,111,958千円 

建物 993,796千円 

土地 1,186,585千円 

計 7,854,873千円 
 

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 764,000千円 

社債 
（銀行保証付無担保社債） 

1,418,000千円 

長期借入金 872,260千円 

計 7,963,260千円 
 

ロ）上記に対する債務 

短期借入金 3,430,000千円 

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 124,000千円 

社債 
（銀行保証付無担保社債）

540,000千円 

長期借入金 1,848,260千円 

計 6,050,260千円 
 

ロ）上記に対する債務 

短期借入金 3,460,000千円 

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 144,000千円 

社債 
（銀行保証付無担保社債）

1,254,000千円 

長期借入金 800,260千円 

計 5,986,260千円 
 

※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、

当事業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 

イ）債務保証 

次の関係会社等について、金融

機関からの借入に対し、債務保証

を行っております。 

保証先 金額（千円） 内容 

SFｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ㈱ 13,100,000 借入債務
 

４．偶発債務 

イ）債務保証 

次の関係会社等について、金融

機関からの借入に対し、債務保証

を行っております。 

保証先 金額（千円） 内容 

SFｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ㈱ 7,430,000 借入債務
 

 ロ）賃料保証債務 

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 

 

※５．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

※５．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動資産の「その他」に含めて表

示しております。 

※５．     ────── 

 

 
（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益の主要項目 

受取利息         2,557千円 

受取配当金          281千円 

※１．営業外収益の主要項目 

受取利息        30,501千円

受取配当金          296千円

※１．営業外収益の主要項目 

受取利息        35,523千円

受取配当金          383千円

※２．営業外費用の主要項目 

支払利息        81,013千円 

新株発行費       30,824千円 

社債発行費        22,716千円 

※２．営業外費用の主要項目 

支払利息        56,628千円

株式交付費       42,597千円

 

※２．営業外費用の主要項目 

支払利息       124,987千円

新株発行費            38,119千円

社債発行費        22,716千円

※３．特別損失のうち主要なもの 

金利スワップ解約手数料     24,764千円 

※３．特別損失のうち主要なもの 

関係会社整理損失引当金   354,000千円

固定資産除却損       1,197千円

※３．特別損失のうち主要なもの 

金利スワップ解約手数料     24,764千円

４．減価償却実施額 

有形固定資産      36,846千円 

無形固定資産       4,345千円 

４．減価償却実施額 

有形固定資産       31,014千円

無形固定資産       7,697千円

４．減価償却実施額 

有形固定資産      73,846千円

無形固定資産       8,838千円
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①リース取引 
前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても該当事項はありません。 

 

 ②有価証券 
前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価

のあるものはありません。 
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（１株当たり情報） 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（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 81,922.19円 

１株当たり中間純利益 7,716.24円 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
7,644.45円 

 

 

１株当たり純資産額 58,064.48円 

１株当たり中間純利益 3,939.23円 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
 3,910.11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。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

27,307.39円 33,566.94円 

１株当たり中間純利益１株当たり当期純利益

2,572.08円 6,840.13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 

2,548.15円 6,779.71円 
 

 

１株当たり純資産額 100,700.82円 

１株当たり当期純利益 20,520.41円 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
20,339.14円 

当社は、平成17年５月20日付で株式１株

につき４株の株式分割を行っております。

なお、当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前事業年度における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 33,581.89円 

１株当たり当期純利益 9,535.36円 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
9,501.67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）

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日）

前事業年度 

（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） 655,703 1,212,361 1,890,018 

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） 655,703 1,212,361 1,865,018 

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） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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

合をもって分割します。 

Ｂ．配当起算日 

平成 18 年４月１日 

 

当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前事業年度におけ

る１株当たり情報及び当期首に行わ

れたと仮定した場合の当事業年度に

おける１株当たり情報は、それぞれ以

下のとおりとなります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産 １株当たり純資産 

11,193.96円 33,566.94円 

１株当たり当期純利

益 

１株当たり当期純利

益 

3,178.45円 6,840.13円 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 

3,167.22円 6,779.71円 

 
２．多額な資金の貸付 

平成 17 年 10 月 18 日開催の取締役

会において、子会社であるＳＦインベ

ストメンツ株式会社に対して、販売用

不動産信託受益権の取得等の目的で

貸付を行うことを決議し、平成 17 年

10 月 28 日付で貸付を行いました。 

なお、概要については次のとおりで

あります。 

(1) 貸付金額 

3,500,000 千円 

(2) 返済期日 

平成 18 年３月 31 日 

(3) 返済条件 

終期限に一括返済 

(4) 利率 

1.50％ 

 ２．保証債務 

平成18年４月18日開催の取締役会

において、当社の子会社であるＳＦイ

ンベストメンツ株式会社の銀行から

の借入 4,000,000 千円に対して、債務

保証を行うことを決議し、実行してお

ります。 

３．保証債務 

平成 17 年 10 月 18 日開催の取締役

会において、当社の子会社であるＳＦ

インベストメンツ株式会社の銀行か

らの借入 3,000,000 千円に対して、債

務保証を行うことを決議し、実行して

おります。 
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