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１．平成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 （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 7,842 51.8 256 56.1 158 110.3

17年９月中間期 5,166 47.2 164 92.0 75 247.3

18年３月期 22,215 2,110 1,915

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 53 100.6 209 32 ― ―

17年９月中間期 26 169.5 116 46 112 49

18年３月期 1,045 4,340 41 4,268 67

（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 255,190株 17年９月中間期 228,588株 18年３月期  240,865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であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 17,943 5,627 31.4 22,050 39

17年９月中間期 16,646 4,789 28.8 18,768 55

18年３月期 22,976 5,808 25.3 22,761 08

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 255,190株 17年９月中間期 255,191株     18年３月期 255,190株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 △9,606 △28 624 2,669

17年９月中間期 △4,795 △412 3,828 4,667

18年３月期 2,993 △580 3,218 11,678

(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 ― 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） １社　 （除外） ― 社 持分法（新規） ― 社　 （除外） ― 社

２．平成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 30,020 2,705 1,550

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　 6,073円91銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値

と異なる場合があります。

－ 1 －



１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社と当社の100％出資子会社３社で構成され、自社開発マンションの分譲を主たる事業として事

業展開するとともに、関連事業としてマンション管理事業及び訪問介護、介護付有料老人ホームの運営等の高齢者住宅

事業を営んでおります。

　マンション分譲事業につきましては、オリジナルブランドの「シーズガーデン」、「シーズスクエア」及び「シーズ

クロノス」のマンションを開発、企画、分譲しております。従来の首都圏での開発に加え、首都圏近郊主要都市にも拡

大、サテライト戦略として新たな成長戦略を展開しております。当社の開発形態は、マンション用地の取得から企画設

計、販売等を独自に一貫して行うものであり、利便性、安全性、そしてなにより地球環境に配慮したオール電化、エコ

給湯、屋上緑化等の高品質住宅を常に先駆的に創造し、供給してまいりました。そして、こうした健康と環境を尊重す

る企業思想をさらに発展させたLOHAS主義を事業コンセプトとして持続的な快適空間づくりを進めております。また、不

動産関連事業として、不動産流動化事業、設計変更工事、オプション販売、リフォーム事業、不動産流通事業などマン

ション分譲に伴う周辺業務を行うことで多角的かつ恒久的な発展を遂げてまいりました。

　連結子会社であるシーズコミュニティ株式会社は、当社の委託を受け、マンション管理組合との委託契約に基づいて

マンションの総合管理業務を行っており、あわせて損害保険代理業務、生活関連設備のメンテナンス等入居者の利便性

向上を図って事業展開しております。

　平成15年７月に連結子会社として設立したシーズライフケア株式会社は、大田営業所、世田谷営業所にて訪問介護事

業を行っております。さらにこうした介護事業のノウハウを生かし平成17年10月に特定有料老人ホーム「シーハーツ

柏」、平成18年９月に「シーハーツ松戸」を開業しております。

　平成18年５月に連結子会社としてシーズマナーナ株式会社を設立し、天然生活宣言、LOHAS主義を具体的な形として提

供・実践すべく開業をめざしております。

　当社グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関係は、次のとおりであります。

 

 （マンション分譲事業）

 　「シーズガーデン」、「シーズスクエア」、「シーズクロノス」シリーズのマンションの分譲を行っております。

 （不動産流動化事業）

 　賃貸マンション等の開発、販売を行っております。

 （介護事業）

 　シーズライフケア㈱にて訪問介護事業及び特定有料老人ホーム「シーハーツ」の運営を行っております。

 （その他の事業）

 　分譲事業にて販売しております各住戸に対する設計変更工事、オプション商品の販売、リフォーム工事、マンション

等の売買仲介及びシーズコミュニティ㈱にてマンション管理事業を行っております。
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なお、当社グループの事業の系統図は次のとおりです。

（注）シーズコミュニティ株式会社、シーズライフケア株式会社並びにシーズマナーナ株式会社は当社の連結子会社

　

　　　であります。
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２．経営方針
(１）経営の基本方針

　当社は、自社開発のマンション「シーズガーデン」「シーズスクエア」「シーズクロノス」を開発、企画、販売す

る会社として、『信頼』と『やさしさ』を住宅開発の最も重要な基本コンセプトと位置づけてまいりました。『信頼』

は、投資家、顧客、取引先、従業員、地域コミュニティに対して常に自覚し続けること、そして『やさしさ』は、住

宅開発におけるコンセプトとして位置付け、「心に、体に、地球にやさしい、住まいづくり」をテーマとし、環境、

健康、安全に配慮した住宅の提供を目指してまいります。

①　スピード経営の重視

　数多い同業他社との選別化を図るためには、用地仕入、事業企画、営業戦略、顧客管理、資金調達等のあらゆる

面でスピード感を持った精度の高い業務運営を行うことを徹底してまいりたいと認識しております。

②　商品企画力、商品開発力の向上

　多様化した顧客ニーズに対応するためには、他社にない商品企画、商品開発によって顧客満足度の高い商品提供

を心掛けてまいりたいと考えております。当社では、環境マネジメント国際規格ISO14001の取得、オール電化、屋

上緑化、太陽光発電を取り入れた環境共生型マンションを提供してまいりましたが、今後はそれに加え、天然生活

宣言・ロハス主義に基づいた自然素材を多用する心地よく健康な住まいづくりを目指してまいります。

③　独自の財務戦略

　当社は、キャッシュ・フローを重視した経営方針を貫いてまいりたいと考えております。金融機関に対する信用

力、健全性を確保し、迅速かつ柔軟な判断と行動に資する独自の財務戦略をとっております。

　当社グループは、マンション分譲事業を主たる事業としつつ、顧客との接点を活かしたマンション管理事業、リ

フォーム事業、高齢化社会に対応する訪問介護事業、仲介を中心とした不動産流通事業、そして賃貸マンションの

開発・組成を目的とした不動産流動化事業を、新たなビジネスチャンスを具体化する収益コア事業として確立して

まいります。既に事業化に着手しており、グループの安定成長を指向してまいります。

④　人材の育成

　当社では、企業の成長期にありがちな、企業の成長と人材の育成のバランスが欠如することのないよう、人材育

成を企業経営の基本方針と捉えております。今後は、現在の業務量及び質を更にレベルアップすることができるよ

う人材育成をしてまいります。

(２）利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主への長期的な利益還元を経営上の重要政策のひとつと考えておりますが、配当政策について

は、現在及び将来の事業展開や経営環境の変化に対応するために必要な内部留保の充実を図る等、総合的に勘案して

業績に応じた配当を継続的かつ安定的に行うことを基本方針としております。

 

(３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社では、株式の流動性を高めるため、また投資家層の拡大を図るべく、平成16年７月に１株につき３株、平成17

年５月に１株につき５株の割合をもってそれぞれ株式分割を実施しております。今後も投資単位の引下げは経営上の

重要な事項と認識し、株価、流動性を踏まえて慎重に検討を進めてまいります。
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(４）目標とする経営指標

　当社は、財務の健全性・安全性を中長期的な成長の源として考えており、経営方針の重要課題としております。

　また、今後も健全性の高い経営を維持していくために、キャッシュ・フローを重視した経営をしてまいりたいと考

えております。当面の目標でありました連結自己資本比率30％台を達成いたしましたが、さらに安定基盤を構築でき

るよう内部留保を高めてまいりたいと考えております。

　

(５）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループでは、マンション分譲事業をグループ企業のコアと位置づけ、マンション管理事業、介護事業、リ

フォーム事業、不動産流通事業、不動産流動化事業等の関連諸事業の安定拡大をめざすため、それぞれをリンクさせ、

ビジネスチャンスの拡大を図っていきたいと考えております。

　

(６）会社の対処すべき課題

　不動産業界におきましては、地価の下げ止まりの動きが広がりをみせております。都心部においては、地価の上昇

を反映し、販売価格の先高感から売れ行きは堅調なものの、分譲各社では売り急がない姿勢に転じております。平成

18年の発売戸数の見通しは従来より５千戸引き下げた８万戸前後となる見込です。（不動産経済研究所）

　また都心部では、マンション用地が減り、用地が売りに出ると相対取引ではなく、入札になるケースが増加してい

る為、分譲各社では事業エリアを郊外部に広げ、地方主要都市にも進出しております。そのため、９月末における販

売在庫では、昨年と比べて千葉県が約３倍、埼玉県が約２倍に増えており、売れ行きが鈍化しております。物件選別

の目が厳しくなり、さらに二極化が進むものと認識しております。

　このような中で、当社グループでは、環境にも体にも優しい自然素材を多用した建材・内装の使用や、末永く安心

して暮らしていただくための住宅性能評価書の取得など、お客様の快適な生活に寄与できる高付加価値マンションを

提供して永続的な発展を目指してまいります。また、不動産流通事業、高齢者住宅事業など関連する事業も積極的に

推進し、総合ライフサポート事業を展開する企業グループとして、さらにお客様からの安心と満足を得られるよう努

力してまいります。

　以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しており

ます。なお、必ずしも事業上のリスクと考えていない事項についても、投資家の投資判断上重要と考えられる事項に

ついては、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。

　当社グループにおいては、これらのリスク発生を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所

存でありますが、当社グループに対する投資判断は、以下に記載した事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した

うえで行われる必要があります。また、以下の記載は、当社グループの事業に関するリスクを完全に網羅するもので

はありませんのでご注意ください。

①　不動産市況の変化等について

　前述のとおり地価は全国的には引続き下落傾向が続いておりますが、三大都市圏では住宅地、商業地ともに上昇

に転じております。地価の上昇に伴い、販売価格の先高感から都心部などでは売れ行きが堅調であるが、マンショ

ン用地や建築費の高騰が販売戦略上影響を与え、ひいては業績に影響を及ぼす可能性があります。

②　上半期と下半期の業績変動及び引渡時期の遅れに伴う業績変動について

　当社グループの売上高は、上半期に比べて下半期に集中するため同一年度内において業績に偏りが生ずる場合が

あります。これは、マンションの引渡しが新学期、就職、転新任等前の春先に集中する傾向があるためです。この

ため、天災その他予期し得ない不測の事態によりマンション建築工事の遅延により、引渡時期が遅れることとなっ

た場合には、経営成績が変動する可能性があります。

③　法的規制

　当社グループは、マンション分譲事業をはじめマンション管理事業及び介護事業を行っており、諸種の法的規制

を受けております。これまでこうした法令を遵守して事業を展開してまいりましたが、支障となる特別の影響を受

けたことはありません。今後、これらの法的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

業績や事業展開が影響を受ける可能性があります。

④　個人情報保護

　当社グループは、マンションを購入されるお客様、モデルルームに来場されたお客様、マンション管理事業にお

いて区分所有者等多くの個人情報を保有しております。個人情報保護法に基づき、個人情報の取扱いに関する取り

決めを設け、体制の整備に取り組んでおりますが、不測の事態により、万が一、個人情報が外部へ流出、漏洩した

場合、当社グループの信用失墜による売上の減少、損害賠償の発生など、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(７）関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針

　当社の100％出資子会社３社の取締役及び監査役は、下記のとおり当社の取締役及び監査役が兼務しておりますが、

いずれも当該役員との取引及び報酬等はありません。

シーズコミュニティ㈱　　代表取締役を含む取締役４名及び監査役１名

シーズライフケア㈱　　　代表取締役を含む取締役３名及び監査役１名

シーズマナーナ㈱　　　　代表取締役を含む取締役３名及び監査役１名

　当社の大株主との取引関係はありません。
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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日本経済は、平成14年２月からの景気拡大が10月で57ヶ月目となり、戦後最長のいざ

なぎ景気と並んでおります。個人消費は伸びが鈍化しているものの、堅調な設備投資や円安を背景とした輸出が、景

気回復の牽引役となっております。（10月月例経済報告）

　不動産業界におきましては、地価下げ止まりの動きが広がりをみせております。平成18年都道府県地価調査(７月１

日時点の基準地価、国土交通省)によれば、全国平均では住宅地、商業地とも下落しておりますが、下落幅は縮小して

おります。なお三大都市圏では、住宅地、商業地ともに16年ぶりに上昇に転じており、東京都区部では上昇傾向が強

まり、全体で6.4％の地価上昇となりました。地価の上昇を反映し、販売価格の先高観から都心部などでは売れ行きが

堅調なものの、分譲各社においては売り急がない姿勢に転じ、平成18年の発売戸数の見通しは従来より５千戸引き下

げた８万戸前後となる見込みであります。（不動産経済研究所）

　このような事業環境のもと、マンション分譲事業につきましては、２物件を竣工し97戸を引渡しいたしました。

　この結果、マンション分譲事業の売上高は2,646,426千円（前年同期比46.0％減）となりました。　

　不動産流動化事業につきましては、上石神井プロジェクト及び祐天寺プロジェクトの２物件の竣工、引渡しが完了

いたしており、着実に業績を伸ばしております。

　この結果、不動産流動化事業の売上高は4,790,984千円となりました。

　介護事業につきましては、訪問介護事業の大田営業所、世田谷営業所における訪問介護利用者数は着実に成果を上

げているとともに、こうした訪問介護のノウハウを生かして平成17年10月にて特定有料老人ホーム「シーハーツ柏」

を開業、平成18年９月にて第２号物件である「シーハーツ松戸」を開業いたしております。

　この結果、介護事業の売上高は153,457千円となりました。

　その他の事業につきましては、マンション管理事業、設計変更工事、住居のオプション商品販売、リフォーム工事

及び不動産流通事業等がいずれも当初計画を上回る実績をあげております。

　この結果、その他事業の売上高は251,823千円となりました。

 

　以上の結果、当中間連結会計期間の連結売上高は7,842,692千円(前年同期比51.8％増)となり、営業利益は256,718

千円(前年同期比56.1％増)、経常利益は158,068千円(前年同期比110.3％増)、中間純利益は53,415千円(前年同期比

100.6％増)となりました。

 

(２）財政状態

①　キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末における「現金および現金同等物」（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ9,009,862千円減少し、2,669,049千円となりました。

 

　活動別の主な要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、9,606,075千円の支出となりました。これは主として、マ

ンション分譲前受金の回収による収入が610,428千円その他の収入があったものの、売上債権の増加額が859,505

千円、たな卸資産の増加額が2,520,239千円、前払費用の増加額が567,402千円、仕入債務の減少額が5,572,236千

円及び法人税等の支払が870,847千円あったこと等により資金が流出し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）

　投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、28,671千円の支出となりました。これは主として、固定

資産の取得による支出が15,166千円、保険積立金の積立その他の投資活動による支出があったこと等により資金

が流出したこと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）

　財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、624,885千円の収入となりました。これは主として、短期

借入金の返済による支出が177,000千円、長期借入金の返済による支出が2,305,000千円、社債の償還による支出

が100,000千円及び配当金の支払による支出が231,414千円等がありましたが、短期借入れによる収入が3,448,000

千円あったことによるものであります。
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②　キャッシュ・フロー指標の推移

　当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成17年９月期中 平成18年３月期 平成18年９月期中

株主資本比率（％） 16.3 28.8 25.3 31.4

時価ベースの株主資本比率（％） 22.2 109.3 117.7 105.5

債務償還年数（年） ― ― 2.4 ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― 21.5 ―

　（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

    　　株主資本比率：　株主資本／総資産

    　　時価ベースの株主資本比率：　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

    　　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。

    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。また、有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての

負債を対象としております。利払いにつきましては、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。

２．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

の場合は記載をしておりません。

(３）通期の見通し

　今後の見通しにつきましては、引続き好調な企業業績に支えられ、失業率等、改善されていくものと考えられ、景

気全体は引き続き好調にかつ持続的に推移していくものと予想されます。

　当中間連結会計期間末時点におきまして、主たる事業であるマンション分譲事業が順調に推移しております。より

高品質な環境共生機能を装備したマンションを供給することで、ブランド力の強化、他社との差別化を図ってまいり

ます。マンション管理事業についても順調に推移し、平成19年３月末において管理戸数が２千戸を超える予定であり

ます。

　通期の業績見通しにつきましては、期初の計画通り、連結売上高30,020百万円、連結経常利益2,705百万円、連結当

期純利益1,550百万円を見込んでおります。個別業績見通しにつきましては、売上高29,340百万円、経常利益2,717百

万円、当期純利益1,570百万円、配当金につきましては、期末配当1,240円を予定しております。
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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）

前連結会計年度
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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金 ※１  4,739,396   2,766,890   11,751,425  

２　売掛金   784,546   1,452,327   592,822  

３  販売用不動産   608,174   ―   ―  

４　流動用不動産  ※１  ―   1,026,356   ―  

５　仕掛流動用不動産   ―   1,108,637   ―  

６　仕掛販売用不動産  ※１  8,777,172   9,553,810   9,168,587  

７　前払費用   978,690   1,120,493   550,057  

８　繰延税金資産   28,466   34,197   94,902  

９　その他   77,010   71,863   46,856  

流動資産合計   15,993,458 96.1  17,134,577 95.5  22,204,651 96.6

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物及び構築物  58,508   158,806   144,608   

減価償却累計額  10,599 47,909  22,404 136,402  12,945 131,662  

(2）その他  18,047   79,828   54,395   

減価償却累計額  5,613 12,433  18,528 61,299  11,472 42,923  

有形固定資産合計   60,342 0.4  197,701 1.1  174,585 0.8

２　無形固定資産   4,993 0.0  25,548 0.1  19,010 0.1

３　投資その他の資産           

  (1) 投資有価証券   ―   10,427   10,430  

(2）繰延税金資産   31,296   44,807   38,556  

(3）その他   556,484   533,216   530,845  

    貸倒引当金   ―   △2,819   △1,519  

投資その他の資産
合計

  587,780 3.5  585,632 3.3  578,311 2.5

固定資産合計   653,115 3.9  808,882 4.5  771,907 3.4

資産合計   16,646,574 100.0  17,943,460 100.0  22,976,558 100.0
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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）

前連結会計年度
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
（％）

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

  2,428,374   2,269,671   7,841,908  

２　短期借入金 ※１  589,000   3,431,000   160,000  

３　一年以内償還予定
の社債

  100,000   ―   100,000  

４　一年以内返済予定
の長期借入金

※１  5,293,000   4,610,000   4,659,000  

５　未払法人税等   27,069   76,772   890,903  

６　賞与引当金   54,932   65,543   58,171  

７　前受金   1,111,703   1,035,464   425,035  

８　その他   391,085   531,683   620,805  

流動負債合計   9,995,165 60.0  12,020,135 67.0  14,755,824 64.2

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※１  1,781,000   ―   2,256,000  

２　退職給付引当金   13,471   19,061   15,356  

３  役員退職慰労引当
金

  63,442   80,082   70,684  

４　その他   3,931   197,141   70,294  

固定負債合計   1,861,844 11.2  296,284 1.6  2,412,334 10.5

負債合計   11,857,010 71.2  12,316,420 68.6  17,168,159 74.7

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   ― ―  ― ―  ― ―

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,772,602 10.7  ― ―  1,772,602 7.7

Ⅱ　資本剰余金   1,700,210 10.2  ― ―  1,700,210 7.4

Ⅲ  利益剰余金   1,316,845 7.9  ― ―  2,335,680 10.2

Ⅳ  自己株式   △93 △0.0  ― ―  △93 △0.0

資本合計   4,789,564 28.8  ― ―  5,808,399 25.3

負債、少数株主持
分及び資本合計

  16,646,574 100.0  ― ―  22,976,558 100.0

 (純資産の部)           

 Ⅰ　株主資本           

 　１　資本金   ― ―  1,772,602 9.8  ― ―

 　２　資本剰余金   ― ―  1,700,210 9.5  ― ―

 　３　利益剰余金   ― ―  2,154,321 12.0  ― ―

 　４　自己株式   ― ―  △93 △0.0  ― ―

 　　株主資本合計   ― ―  5,627,040 31.4  ― ―

 　　純資産合計   ― ―  5,627,040 31.4  ― ―

 　負債純資産合計   ― ―  17,943,460 100.0  ― ―
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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
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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※２  5,166,883 100.0  7,842,692 100.0  22,215,238 100.0

Ⅱ　売上原価   4,036,838 78.1  6,424,554 81.9  17,125,048 77.1

売上総利益   1,130,044 21.9  1,418,137 18.1  5,090,190 22.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  965,585 18.7  1,161,418 14.8  2,979,638 13.4

営業利益   164,458 3.2  256,718 3.3  2,110,552 9.5

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  28   38   49   

２  解約没収金  8,287   10,380   20,544   

３  開発土地一時使用料  2,000   ―   2,000   

４　土地売買契約解除違
約金

 ―   ―   5,000   

５　その他  2,929 13,245 0.3 1,940 12,358 0.1 5,813 33,407 0.1

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  66,562   53,298   137,781   

２　新株発行費  3,601   ―   3,601   

３　社債発行費  12,378   ―   12,378   

４　支払手数料  7,170   4,700   21,166   

５　上場関連費用  ―   5,000   7,220   

６　工事遅延等補償  ―   ―   24,722   

７　貸倒引当金繰入額  ―   1,300   1,519   

８　その他  12,820 102,532 2.0 46,709 111,008 1.4 20,168 228,558 1.0

経常利益   75,171 1.5  158,068 2.0  1,915,401 8.6

Ⅵ　特別利益           

１　前期損益修正益 ※３ ― ― ― 15,845 15,845 0.2 ― ― ―

Ⅶ  特別損失           

１　固定資産除却損 ※４ ― ― ― ― ― ― 20,480 20,480 0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益

  75,171 1.5  173,914 2.2  1,894,921 8.5

法人税、住民税及び
事業税

 19,311   66,045   893,922   

法人税等調整額  29,237 48,548 1.0 54,452 120,498 1.5 △44,458 849,463 3.8

中間（当期）純利益   26,622 0.5  53,415 0.7  1,045,457 4.7
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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４月１日
至　平成17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）

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   450,252  450,252

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１　増資による新株式の
発行

 1,249,958 1,249,958 1,249,958 1,249,958

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  1,700,210  1,700,210

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,459,891  1,459,891

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　中間（当期）純利益  26,622 26,622 1,045,457 1,045,457

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  169,668 169,668 169,668 169,668

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  1,316,845  2,335,680
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(4) 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
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高（千円） 1,772,602 1,700,210 2,335,680 △93 5,808,399 5,808,399

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △234,774  △234,774 △234,774

中間純利益   53,415  53,415 53,415

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）
― ― △181,359 ― △181,359 △181,359

平成18年９月30日残高（千円） 1,772,602 1,700,210 2,154,321 △93 5,627,040 5,627,040
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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） 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   75,171 173,914 1,894,921

 減価償却費   3,770 18,137 19,152

 賞与引当金の増加額   10,335 7,371 13,574

 退職給付引当金の増加額   1,508 3,705 3,393

 役員退職慰労引当金の増加額   7,224 9,397 14,466

 貸倒引当金の増加額   ― 1,300 1,519

 受取利息   △28 △38 △49

 支払利息   66,562 53,298 137,781

 支払手数料   7,170 4,700 21,166

 新株発行費   3,601 ― 3,601

 上場関連費用   ― 5,000 7,220

 社債発行費   12,378 ― 12,378

 前期損益修正益   ― △15,845 ―

 固定資産除却損   ― ― 20,480

 売上債権の増加額   △593,768 △859,505 △402,044

 たな卸資産の増加額   △1,689,204 △2,520,239 △1,469,853

 前払費用の増加額(△)又は減少額   △385,049 △567,402 38,968

 仕入債務の増加額又は減少額（△）   △1,959,850 △5,572,236 3,453,684

 前受金の増加額又は減少額(△)   395,770 610,428 △290,897

 未払消費税等の増加額又は減少額(△)   △20,911 △162,805 102,630

 その他   △108,875 131,276 114,043

小計   △4,174,195 △8,679,543 3,696,137

 利息及び配当金の受取額   27 34 42

 利息の支払額   △72,259 △55,719 △139,299

 法人税等の支払額   △548,885 △870,847 △563,119

営業活動によるキャッシュ・フロー   △4,795,313 △9,606,075 2,993,761
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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)

　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） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー      

 定期預金積金の預入による支出   △36,800 △41,800 △94,614

 定期預金の払戻による収入   30,800 41,800 82,609

 投資有価証券の取得による支出   △3,000 ― △10,430

 有形固定資産の取得による支出   △12,512 △7,006 △189,081

 無形固定資産の取得による支出   △2,660 △8,160 △17,523

 貸付金の回収による収入   2,074 274 2,348

 敷金保証金の差入による支出   △368,560 △101,417 △394,182

 敷金保証金の回収による収入   17,002 96,828 84,843

 その他投資活動による収入   ― 1,446 ―

 その他投資活動による支出   △38,809 △19,814 △44,097

投資活動によるキャッシュ・フロー   △412,465 △28,671 △580,128

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー      

 短期借入れによる収入   589,000 3,448,000 749,000

 短期借入金の返済による支出   △420,000 △177,000 △1,009,000

 長期借入れによる収入   1,551,000 ― 4,720,000

 長期借入金の返済による支出   △200,000 △2,305,000 △3,528,000

 転換社債の発行による収入   2,500,000 ― 2,500,000

 社債の償還による支出   ― △100,000  

 自己株式の取得による支出   △93 ― △93

 配当金の支払額   △168,124 △231,414 △168,704

 その他   △23,150 △9,700 △44,366

財務活動によるキャッシュ・フロー   3,828,631 624,885 3,218,835

Ⅳ  現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△）   △1,379,147 △9,009,862 5,632,468

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高   6,046,442 11,678,911 6,046,442

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※
１

２
4,667,295 2,669,049 11,678,911

－ 15 －



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 　子会社は、全て連結しております。　子会社は、全て連結しております。　子会社は、全て連結しております。

連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

シーズコミュニティ株式会社

シーズライフケア株式会社

 連結子会社の数　３社

 連結子会社の名称

 　シーズコミュニティ株式会社

 　 シーズライフケア株式会社

 　 シーズマナーナ株式会社

 　上記のうち、シーズマナーナ㈱に

ついては、当中間連結会計期間にお

いて新たに設立したため、連結の範

囲に含めております。

 連結子会社の数　２社

 連結子会社の名称

 　シーズコミュニティ株式会社

 　 シーズライフケア株式会社

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がない

ため、該当事項はありません。

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

　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

(イ)その他有価証券

   時価のないもの

     移動平均法による原価法

②　たな卸資産

仕掛販売用不動産及び販売用

不動産

個別法による原価法

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

(イ)その他有価証券

   時価のないもの

     　　　同左

②　たな卸資産

仕掛販売用不動産及び流動用

不動産

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

(イ)その他有価証券

 　時価のないもの

 　　　　　同左

②　たな卸資産

仕掛販売用不動産

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、建物（附属設備は除

く）については、定額法によっ

ております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物　３～33年

(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

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、ソフトウエア（自社利

用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づ

いております。

 

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

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）

４　会計処理基準に関する事

項

(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

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。

　当中間連結会計期間末におい

ては、債権の回収が確実である

こと及び過去の貸倒実績がない

こと等により計上しておりませ

ん。

(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

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、回収可

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

 

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額の当中間連結会計期間負担額

を計上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額の当連結会計年度負担額を計

上しております。

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当中間連結会計期間末にお

ける退職給付債務の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。

③　退職給付引当金

同左

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づき、

当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上

しております。

④　役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支

払に備えるため、内規に基づく

中間連結会計期間末要支給額を

計上しております。

④　役員退職慰労引当金

　役員(取締役兼執行役員を含

む。)及び執行役員に対する退

職慰労金の支払に備えるため、

内規に基づく中間連結会計期間

末要支給額を計上しておりま

す。

(追加情報)　

　当中間連結会計期間より執行

役員制度を導入したことに伴い、

新たに執行役員規程を定め、役

員退職慰労金規程の見直しを

行っておりますが、これによる

影響は軽微であります。 

④　役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支

払に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しておりま

す。

(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

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしているた

め、特例処理を採用しておりま

す。

(5）重要なヘッジ会計の方法

同左

 

(5）重要なヘッジ会計の方法

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

 

 

 

 

ヘッジ対象・・・

借入金の利息
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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）

４　会計処理基準に関する事

項

③　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回

避する目的で金利スワップ取引

を行っております。

 

 

 

 

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要

件を満たしているため、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

ための重要な事項

①　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。

　なお、控除対象外消費税等に

ついては、販売費及び一般管理

費に計上しております。

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

①　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計

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、販売費及び一般管理費

に計上しておりますが、資産に

係る繰延消費税等については、

長期前払費用に計上し、５年間

で償却しております。

(6）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

５　中間連結（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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会計方針の変更

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）

 （固定資産の減損に係る会計基準） ――――――  （固定資産の減損に係るほ会計基準）

  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

委員会  平成15年10月31日  企業会計基準適用

指針第６号）を適用しておりますが、これによ

る損益に与える影響はありません。

 　当連結会計年度より「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」(企業会計基準委員会　

平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６

号)を適用しておりますが、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

5,627,040千円であります。

　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。

 

―――――― 　(中間連結貸借対照表)  ──────

 　当中間連結会計期間よりセグメント情報を開

示したこと及び事業規模の重要性等を総合的に

判断したことにより、不動産流動化事業に係る

完成物件の取得価額相当額を「流動用不動産」

勘定、また完成前の開発原価相当額を「仕掛流

動用不動産」勘定としてそれぞれ別記すること

といたしました。

　なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年

度において「仕掛販売用不動産」として処理し

ておりました祐天寺及び上石神井は当中間連結

会計期間において竣工引渡したため、不動産流

動化事業の売上として計上されております。仕

掛販売用不動産のうち、前中間連結会計期間及

び前連結会計年度における当該２物件に係る金

額は、それぞれ2,244,367千円、2,300,352千円

であります。
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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）

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）

　(中間連結損益計算書) ―――――― 　(中間連結損益計算書)

　連結子会社シーズライフケア㈱の介護事業に係

わる人件費の処理につきましては、従来販売費及

び一般管理費として処理しておりましたが、今後

ヘルパー等の現場要員の人件費の増加が見込まれ

ることから、原価管理体制の強化を図り、介護収

入に対応する原価をより適正に示すため当中間連

結会計期間から売上原価に含めて表示することと

いたしました。

　なお、この変更により、従来の方法に比べ、売

上原価は34,215千円増加し、売上総利益は同額減

少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益に及ぼす影響はありません。

 　連結子会社シーズライフケア㈱の介護事業に

係る人件費の処理につきましては、従来販売費

及び一般管理費として処理しておりましたが、

今後ヘルパー等の現場要員の人件費の増加が見

込まれることから、原価管理体制の強化を図り、

介護収入に対応する原価をより適正に示すため

当連結会計年度から売上原価に含めて表示する

ことといたしました。

　なお、この変更により、従来の方法に比べ、

売上原価は111,601千円増加し、売上総利益は

同額減少しておりますが、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益に及ぼす影響はあ

りません。 

―――――― 　ゴルフ会員権取得に係る名義変更料の処理に

つきましては、従来取得価額として処理してお

りましたが、前連結会計年度の下期から営業外

費用として費用処理しております。

　なお、前中間連結会計期間においては変更後

の処理方法を採用した場合に比べ営業外費用は

5,576千円少なく、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。

　ゴルフ会員権取得に係る名義変更料の処理に

つきましては、従来取得価額に含めておりまし

たが、施設利用権としての資産価値をより適正

に示すため、当連結会計年度から営業外費用

(その他)として費用処理することといたしまし

た。この変更により営業外費用が9,076千円増

加し、経常利益及び税金等調整前当期純利益が

同額減少しております。

　なお、当中間連結会計期間までは従来の処理

によっておりましたが、ゴルフ会員権の金額の

重要性を鑑み、会計処理を再検討した結果、下

期において変更することといたしました。

　当中間連結会計期間においては変更後の処理

方法を採用した場合に比べ営業外費用(その

他)は5,576千円少なく、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。 
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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）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　担保差入資産及び担保付債務 ※１　担保差入資産及び担保付債務 ※１　担保差入資産及び担保付債務

①　担保差入資産 ①　担保差入資産 ①　担保差入資産

仕掛販売用不動産    7,875,405千円

定期預金       11,000千円

仕掛販売用不動産

流動用不動産

   5,257,039千円

　1,026,356千円 

         

仕掛販売用不動産    7,176,858千円

          

②　担保付債務の内容

短期借入金      589,000千円

一年以内返済予定

の長期借入金
5,293,000千円

長期借入金    1,781,000千円

  ２　保証債務

当社物件購入者等に対する住宅ローン保証

1,580,276千円 

住宅ローンに関する抵当権設定登記完了ま

での金融機関等に対する保証債務であります。

②　担保付債務の内容

短期借入金    1,548,000千円

一年以内返済予定

の長期借入金
  4,610,000千円

         

  ２　保証債務

当社物件購入者等に対する住宅ローン保証

         333,800千円 

住宅ローンに関する抵当権設定登記完了ま

での金融機関等に対する保証債務であります。

②　担保付債務の内容

短期借入金      160,000千円

一年以内返済予定

の長期借入金
   4,659,000千円

長期借入金    2,256,000千円

  ２　保証債務

当社物件購入者等に対する住宅ローン保証

              5,116,741千円 

住宅ローンに関する抵当権設定登記完了ま

での金融機関等に対する保証債務であります。

－ 21 －



（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主なもの ※１　販売費及び一般管理費の主なもの ※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当      233,356千円

賞与引当金繰入額       51,710千円

退職給付費用    2,088千円

役員退職慰労引当金繰入額

       7,224千円

広告宣伝費      234,925千円

販売促進費       44,955千円

給料手当      279,861千円

賞与引当金繰入額       59,855千円

退職給付費用        4,008千円

役員退職慰労引当金繰入額

        9,397千円

広告宣伝費      185,573千円

販売促進費        4,629千円

給料手当     530,527 千円

賞与引当金繰入額       53,083千円

退職給付費用      4,882千円

役員退職慰労引当金繰入額

       14,466千円

広告宣伝費    1,210,817千円

販売促進費      142,083千円

※２　当社グループの売上高は、通常の営業

形態として、上半期に比べ下半期に完成

する物件の割合が大きいため、連結会計

年度の上半期の売上高と下半期の売上高

との間に著しい相違があり、上半期と下

半期の業績に季節的変動があります。

※２　　　　　　　同左 ※２　　　　　―――――

※３　　　　　　――――― ※３　前期損益修正益の内訳

　過年度における役員生命保険積立金の資産

計上分と損金計上分の区分を修正したことに

よるものであります。

　　　　　　　　　　　　　　15,845千円

※３ 　　　　　―――――

※４　          ――――― ※４　          ――――― ※４　固定資産除却損の内訳

建物      17,578千円

その他(工具器具

及び備品) 

   2,901千円

 計      20,480千円 

 

 （中間連結株主資本等変動計算書関係）

　当中間連結会計期間（自　平成18年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 255,190 ― ― 255,190

合　　計 255,190 ― ― 255,190

 自己株式     

 　普通株式 1 ― ― 1

合　　計 1 ― ― 1

 

　２．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23日

　定時株主総会 
普通株式 234,774 920 平成18年３月31日 平成18年６月23日 

 　　

　　（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

　　　　　　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）

※１．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

※１．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

※１．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    4,739,396千円

別段預金   △ 292千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
    △71,809千円

現金及び現金同等物 4,667,295千円

現金及び預金    2,766,890千円

別段預金    △1,026千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金積金
   △96,814千円

現金及び現金同等物    2,669,049千円

現金及び預金   11,751,425千円

別段預金   △699千円 

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
    △71,814千円

現金及び現金同等物   11,678,911千円

※２．重要な非資金取引の内容

    当中間連結会計期間に発行した転換社債

が転換されたことによる資本金増加額およ

び資本準備金増加額と転換社債減少額との

関係は次のとおりであります。

※２．      　―――――

   

※２．重要な非資金取引の内容

　当中間連結会計期間に発行した転換社債が

転換されたことによる資本金増加額および資

本準備金増加額と転換社債減少額との関係は

次のとおりであります。

転換社債の転換による資

本金増加額
1,250,041千円

転換社債の転換による資

本準備金増加額
1,249,958千円

転換による転換社債減少

額
2,500,000千円 

 
 

 
 

 
 

転換社債の転換による資

本金増加額
1,250,041千円

転換社債の転換による資

本準備金増加額
1,249,958千円

転換による転換社債減少

額
2,500,000千円 
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（リース取引関係）

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）

  リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

  リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

  リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

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
その他（工具
器具備品）

23,552 7,882 15,670

機械装置及び
運搬具

11,788 3,061 8,726

ソフトウエア 13,684 8,734 4,949

合計 49,025 19,679 29,346

 

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
その他（工具
器具備品）

34,299 14,880 19,419

機械装置及び
運搬具

32,461 6,793 25,667

ソフトウエア 6,697 4,018 2,678

合計 73,457 25,691 47,766

 

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
その他（車両
運搬具）

16,901 4,712 12,189

有形固定資産
その他(工具器
具及び備品

34,299 11,239 23,060

ソフトウエア 13,684 10,103 3,581

合計 64,886 26,055 38,830

(2)　未経過リース料中間期末残高相当額等 (2)　未経過リース料中間期末残高相当額等 (2)　未経過リース料期末残高相当額

 　　未経過リース料中間期末残高相当額  　　未経過リース料中間期末残高相当額  

１年以内      9,992千円

１年超       20,090千円

合計       30,082千円

１年以内           19,835千円

１年超           28,714千円

合計           48,550千円

１年以内          12,535千円

１年超           27,086千円

合計           39,621千円

(3)　支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

(3)　支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

(3)　支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

支払リース料      5,838千円

減価償却費相当額      4,997千円

支払利息相当額    933千円

支払リース料       8,050千円

減価償却費相当額        7,050千円

支払利息相当額       1,019千円

支払リース料       13,156千円

減価償却費相当額       11,373千円

支払利息相当額        1,920千円

(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（残価保証の取り決めがある場合は

残価保証額）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

相当額の差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、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 

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

（減損損失について）

　　　　　　　　同左 

 (減損損失について)

同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 区　　　　　分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

    その他有価証券

非上場株式 3,000

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 区　　　　　分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

    その他有価証券

非上場株式 10,427

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

　１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 区　　　　　分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

    その他有価証券

非上場株式 10,430

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

　ヘッジ会計を適用しておりますので、この記載を省略しております。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

　ヘッジ会計を適用しておりますので、この記載を省略しております。

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

　ヘッジ会計を適用しておりますので、この記載を省略しております。
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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４月１日　至　平成17年９月30日）

　「介護関連事業」の営業損益の絶対値は営業損益基準の10％を超えておりますが一時的であるため、記載を

省略しております。

 

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

マンション
分譲譲業
（千円）

不動産
流動化事業
（千円）

介護事業 
（千円） 

その他
の事業 
（千円） 

計
（千円）

消去又は
全　社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 2,646,426 4,790,984 153,457 251,823 7,842,692 ― 7,842,692

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― 3,736 3,736 △3,736 ―

計 2,646,426 4,790,984 153,457 255,560 7,846,428 △3,736 7,842,692

営業費用 2,641,859 4,124,147 252,848 316,665 7,335,520 250,452 7,585,973

営業利益 4,566 666,837 △99,391 △61,105 510,907 △254,188 256,718

　（注）１．事業区分の方法及び各区分の主な内容

　事業区分につきましては、不動産流動化事業の売上高及び営業利益、介護事業の営業損失がそれぞれ全

セグメントの売上高、営業利益の合計額の10％以上となったため次のとおり区分して記載しております。

　各事業の主な内容は次のとおりであります。

　　マンション分譲事業・・・分譲マンションを開発・販売する事業

　　不動産流動化事業・・・・マンション・土地を仕入れ、賃付け等によりバリューアップして販売する

                            事業、不動産の転売事業　

　　介護事業・・・・・・・・訪問介護事業及び有料老人ホームを運営する事業、介護用品の販売・レン

                            タル事業

　　その他の事業・・・・・・マンション管理事業、設計変更工事、住居のオプション商品の販売、リフ

                            ォーム工事、不動産仲介等の不動産流通事業等

２．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は251,998千円であり、その主な内容は企業イ

メージ広告等の費用及び本社管理本部等の管理部門に係る費用であります。

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）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の合計額に占める「マンション分譲事業」

の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30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存在しないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30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存在しないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３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存在しないため、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）

　海外売上高が存在しないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　海外売上高が存在しないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　海外売上高が存在しないため、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

     18,768円55銭

１株当たり純資産額

          22,050円39銭

１株当たり純資産額

            22,761円08銭

１株当たり中間純利益金額

  116円46銭

１株当たり中間純利益金額

    209円32銭

１株当たり当期純利益金額

            4,340円41銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

   112円49銭

 

　　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

　利益金額については、潜在株式が存在しな

　いため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

            4,268円67銭

　当社は、平成17年５月20日付で普通株式１株

につき普通株式５株の割合で株式分割を行なっ

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中間連結会計期間及

び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。

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

     8,249円02銭      11,470円42銭

１株当たり中間純利
益金額

１株当たり当期純利
益金額

     47円59銭       3,429円13銭

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益金
額
 
　　　　　46円64銭

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金
額
 
      3,369円15銭

　 　当社は、平成17年５月20日付で普通株式１株

につき普通株式５株の割合で株式分割を行なっ

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

            11,470円42銭

１株当たり当期純利益金額

           3,429円13銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

            3,369円15銭
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　（注）１．１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

 
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）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 26,622 53,415 1,045,457

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

（千円）
26,622 53,415 1,045,457

期中平均株式数（株） 228,588 255,190 240,865

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純

利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円）  ―  ―  ―

普通株式増加数（株） 8,074 ― 4,048

（うち新株予約権（株））  (8,074)  ― (4,048)

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

定に含まれなかった潜在株式の概要

――――― ――――― ―――――

 　（注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、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）

 純資産の部の合計額（千円） ― 5,627,040 ―

 純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ― ― ―

 普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額

（千円）
― 5,627,040 ―

 １株当たり純資産額の算定に用いられた中間期

末（期末）の普通株式の株（株）
― 255,190 ―
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（重要な後発事象）

 　　　該当事項はありません。
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５．契約及び販売の状況
(1）契約状況

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度におけるマンション分譲事業の契約実績は次のとお

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）

戸数 金額
前年
同期比

戸数 金額
前年
同期比

戸数 金額
前年
同期比

マン

ション

分譲事

業

戸 千円 ％ 戸 千円 ％ 戸 千円 ％

契約高 318 10,264,308 105.4 338 10,808,528 105.3 527 16,501,224 89.5

契約繰

越残高
475 15,277,691 133.3 415 13,179,592 86.3 174 5,017,490 50.6

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

 

(2）販売実績

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度の販売実績は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）

戸数 金額 前年同期比 戸数 金額 前年同期比 戸数 金額 前年同期比

戸 千円 ％ 戸 千円 ％ 戸 千円 ％

マン

ション

分譲事

業

129 4,904,778 144.3 97 2,646,426 54.0 639 21,401,895 156.8

流動化

事業
― ― ― ― 4,790,984 ― ― ― ―

介護事

業
― ― ― ― 153,457 ― ― ― ―

その他 ― 262,105 234.1 ― 251,823 ― ― 813,343 195.9

合計 129 5,166,883 147.2 97 7,842,692 151.8 639 22,215,238 158.0

　（注）１. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２. 当中間連結会計期間よりセグメント情報を開示することとしたため、従来その他事業に含めておりました介

護事業、その他事業及び当中間連結会計期間から販売実績が発生した流動化事業の前年同期比は記載を省略

しております。 
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