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１．平成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は切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 12,955 （　 9.5) 1,112 ( 109.9) 913 (  64.7)

17年９月中間期 11,829 (　17.9) 529 (  88.0) 554 ( 139.8)

18年３月期 26,714 (  25.9) 2,769 ( 191.2) 2,721 ( 193.8)

 （注）記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。

 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 605 ( 421.9) 59 87 57 23

17年９月中間期 116 ( △1.9) 12 64 11 80

18年３月期 801 (  64.0) 78 49 73 55

(注) ①期中平均株式数 18年９月中間期 10,114,945株17年９月中間期 9,178,906株 18年３月期 9,510,623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

(2)財政状態  （注）記載金額は百万円未満は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 36,585 9,481 25.9 934 61

17年９月中間期 20,968 7,757 37.0 802 97

18年３月期 29,339 9,184 31.3 905 68

(注) ①期末発行済株式数 18年９月中間期 10,144,700株17年９月中間期 9,661,500株 18年３月期 10,080,700株

 ②期末自己株式数 18年９月中間期 132,015株 17年９月中間期 13,215株 18年３月期 132,015株

２．平成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 40,000  3,000  1,600  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 157円72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 その他 年間

18年３月期 － 12.00 － 12.00

19年３月期（実績） － － －
15.00

19年３月期（予想） － 15.00 －

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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６．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）

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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※２ 3,557,682  2,472,578  2,255,228  

２．受取手形 ※６ 14,574  11,919  6,907  

３．完成工事未収入金 79,155  89,398  44,917  

４．未収賃貸料 36,052  49,500  41,997  

５．有価証券 566,298  552,900  563,085  

６．販売用不動産 ※２ 3,424,653  14,522,241  10,880,505  

７．未成工事支出金 675,900  2,122,654  1,172,360  

８．短期貸付金 －  2,092,870  －  

９．前払賃借料 672,821  664,967  662,965  

10．繰延税金資産 167,252  306,894  373,347  

11．その他  1,387,748  1,810,704  1,903,566  

　　貸倒引当金 △3,282  △12,753  △1,932  

流動資産合計 10,578,857 50.5 24,683,876 67.5 17,902,948 61.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1)建物 ※1,2 818,190 751,427 787,179

(2)土地 ※２ 1,090,805 890,805 890,805

(3)その他 ※１ 93,171 108,403 98,564

有形固定資産合計  2,002,167 9.5  1,750,635 4.8  1,776,548 6.0

２．無形固定資産   314,332 1.5  399,544 1.1  399,233 1.4

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 1,239,590 2,304,920 2,046,413

(2)関係会社株式 1,475,586 2,440,123 2,067,164

(3)差入保証金 3,877,465 3,891,574 3,943,189

(4)繰延税金資産 339,913 452,354 316,804

(5)その他 ※２ 1,308,114 847,096 1,020,233

　 貸倒引当金 △215,406 △221,517 △179,026

投資その他の資産合
計

 8,025,263 38.3  9,714,551 26.5  9,214,778 31.4

固定資産合計 10,341,762 49.3 11,864,731 32.4 11,390,560 38.8

Ⅲ　繰延資産

１．社債発行費  34,668   27,777   34,276   

２．新株発行費  13,080   －   12,024   

３．株式交付費  －   8,620   －   

繰延資産合計 47,749 0.2 36,398 0.1 46,300 0.2

資産合計 20,968,369 100.0 36,585,005 100.0 29,339,809 100.0
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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）

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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．工事未払金 705,302  969,068  1,749,546  

２．１年以内償還予定社
債

 596,000  827,200  810,000  

３．短期借入金 ※2,5 4,215,640  14,404,750  6,209,742  

４．未成工事受入金 396,399  740,158  370,081  

５．前受賃貸料 656,709  631,678  640,282  

６．賞与引当金 64,831  85,013  91,515  

７．賃料保証引当金 －  314,848  355,398  

８．その他 ※３ 1,248,301  1,761,272  1,994,259  

流動負債合計 7,883,185 37.6 19,733,989 53.9 12,220,826 41.7

Ⅱ　固定負債

１．社債 1,340,000  1,508,800  1,622,000  

２．長期借入金 ※２ 1,233,540  2,961,900  3,220,020  

３．長期賃料保証引当金 －  253,135  282,238  

４．受入保証金 2,385,744  2,298,981  2,470,365  

５．その他 367,996  346,889  339,471  

固定負債合計 5,327,280 25.4 7,369,706 20.2 7,934,096 27.0

負債合計 13,210,465 63.0 27,103,696 74.1 20,154,922 68.7
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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）

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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,827,348 13.5 － － 3,181,901 10.9

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 2,757,069  －  3,111,582  

２．その他資本剰余金 259,178  －  259,178  

資本剰余金合計 3,016,247 14.4 － － 3,370,760 11.5

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 21,445  －  21,445  

２．任意積立金 892,500  －  892,500  

３．中間（当期）未処分
利益

926,220  －  1,611,657  

利益剰余金合計 1,840,166 8.7 － － 2,525,603 8.6

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

100,684 0.5 － － 388,486 1.3

Ⅴ　自己株式 △26,542 △0.1 － － △281,864 △1.0

資本合計 7,757,903 37.0 － － 9,184,886 31.3

負債・資本合計 20,968,369 100.0 － － 29,339,809 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 3,207,501 8.8 － －

２．資本剰余金

 (1)資本準備金 － 3,137,178 －

 (2)その他資本剰余金 － 259,178 －

資本剰余金合計 － － 3,396,356 9.3 － －

３．利益剰余金

 (1)利益準備金 － 21,445 －

 (2)その他利益剰余金

 別途積立金 － 892,500 －

 繰越利益剰余金 － 2,041,258 －

 利益剰余金合計 － － 2,955,203 8.1 － －

４．自己株式 － － △281,864 △0.8 － －

 株主資本合計 － － 9,277,197 25.4  － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金

－ － 204,111 0.5 － －

 評価・換算差額等合計 － － 204,111 0.5 － －

 純資産合計 － － 9,481,309 25.9 － －

 負債純資産合計 － － 36,585,005 100.0 － －
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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)

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）
比率
（％）

金額（千円）
比率
（％）

金額（千円）
比率
（％）

Ⅰ　売上高

完成工事高 765,269 392,133 2,662,600

賃貸営業収入 4,925,531 5,134,690 9,851,305

不動産販売収入 5,784,869 6,228,862 11,872,260

その他売上高 353,797 1,199,646 2,327,844

売上高計 11,829,468 100.0 12,955,331 100.0 26,714,010 100.0

Ⅱ　売上原価

完成工事原価 688,940 325,394 2,370,767

賃貸営業費用 4,495,333 4,543,704 8,898,376

不動産販売費用 5,094,889 5,268,440 10,425,986

その他売上原価 47,399 269,516 71,894

売上原価計 10,326,562 87.3 10,407,056 80.3 21,767,024 81.5

Ⅲ　売上総利益

完成工事総利益 76,329 66,738 291,833

賃貸営業総利益 430,197 590,985 952,928

不動産販売総利益 689,980 960,422 1,446,273

その他売上総利益 306,398 930,129 2,255,950

売上総利益計 1,502,905 12.7 2,548,275 19.7 4,946,986 18.5

Ⅳ　販売費及び一般管理費 973,128 8.2 1,436,204 11.1 2,177,076 8.1

営業利益 529,776 4.5 1,112,070 8.6 2,769,909 10.4

Ⅴ　営業外収益 ※１ 155,543 1.3 99,543 0.8 246,784 0.9

Ⅵ　営業外費用 ※２ 130,507 1.1 298,061 2.3 295,376 1.1

経常利益 554,812 4.7 913,552 7.1 2,721,317 10.2

Ⅶ　特別利益 ※３ 265,813 2.3 164,102 1.2 273,321 1.0

Ⅷ　特別損失 ※4,5 540,012 4.6 37,639 0.3 1,528,804 5.7

税引前中間（当
期）純利益

280,613 2.4 1,040,014 8.0 1,465,834 5.5

法人税、住民税及
び事業税

339,568 376,999 1,219,869

法人税等調整額 △174,993 164,575 1.4 57,446 434,446 3.3 △555,509 664,360 2.5

中間（当期）純利
益

116,037 1.0 605,568 4.7 801,475 3.0

前期繰越利益 810,182 － 810,182

中間（当期）未処
分利益

926,220 － 1,611,657
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
3,181,901 3,111,582 259,178 3,370,760 21,445 892,500 1,611,657 2,525,603 △281,864 8,796,400

中間会計期間中の変動額

新株の発行 25,600 25,596 － 25,596 － － － － － 51,196

利益処分による利益配当 － － － － － － △120,968 △120,968 － △120,968

利益処分による役員賞与 － － － － － － △55,000 △55,000 － △55,000

中間純利益 － － － － － － 605,568 605,568 － 605,568

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）
25,600 25,596 － 25,596 － － 429,600 429,600 － 480,796

平成18年９月30日　残高

（千円）
3,207,501 3,137,178 259,178 3,396,356 21,445 892,500 2,041,258 2,955,203 △281,864 9,277,197

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
388,486 388,486 9,184,886

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － 51,196

利益処分による利益配

当
－ － △120,968

利益処分による役員賞

与
－ － △55,000

中間純利益 － － 605,568

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△184,374 △184,374 △184,374

中間会計期間中の変動額合

計（千円）
△184,374 △184,374 296,422

平成18年９月30日　残高

（千円）
204,111 204,111 9,481,309
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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

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．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

匿名組合出資金

個別法による原価法

匿名組合出資金

同左

匿名組合出資金

同左

(2）たな卸資産

販売用不動産

個別法による原価法

未成工事支出金

個別法による原価法

貯蔵品

最終仕入原価法

(2）たな卸資産

販売用不動産

同左

未成工事支出金

同左

貯蔵品

同左

(2）たな卸資産

販売用不動産

同左

未成工事支出金

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法）を

採用しております。

　なお、主な耐用年数は、以下の

とおりであります。

建物　　　　　　　10年～38年

その他　　　　　　 4年～20年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左 

 

(2）無形固定資産

　定額法により償却しております。

　なお、自社使用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づいておりま

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

期間均等償却しております。

(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．重要な繰延資産の処理方

法

(1）社債発行費

　社債発行費は３年間で毎期均等

償却しております。

(1）社債発行費

　平成18年４月30日以前に発生し

た社債発行費は３年間で毎期均等

償却しております。

　平成18年５月１日以降発生した

社債発行費は償還期間にわたり定

額法により償却しております。

（会計方針の変更）

　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」（実務対応報告第19号　平成

18年８月11日）を適用しておりま

す。

　これによる損益に与える影響は

軽微であります。

(1）社債発行費

　社債発行費は３年間で毎期均等

償却しております。

(2）新株発行費

　新株発行費は３年間で毎期均等

償却しております。

(2）株式交付費

　平成18年４月30日以前に発生し

た株式交付費は３年間で毎期均等

償却しております。

　平成18年５月１日以降発生した

株式交付費は３年間で定額法によ

り償却しております。

（会計方針の変更）

　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」（実務対応報告第19号　平成

18年８月11日）を適用しておりま

す。

　これによる損益に与える影響は

軽微であります。

(2）新株発行費

　新株発行費は３年間で毎期均等

償却しております。
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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)

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

付債務の見込額及び年金資産に基

づき、当中間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。

(2）退職給付引当金

同左

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額及び年金資産に基づき、

計上しております。

(3）賞与引当金

　当社は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

込額に基づき当中間会計期間負担

額を計上しております。

(3）賞与引当金

同左

(3）賞与引当金

　当社は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

込額に基づき当期負担額を計上し

ております。

(4）賃料保証引当金

────── 

(4）賃料保証引当金

　サブリース事業において貸主へ

の賃料保証による損失発生に備え

るため、当中間会計期間末におい

て賃料保証している物件のうち、

損失の発生が見込まれ、かつ金額

を合理的に見積もることのできる

物件について、損失見積額を計上

しております。

(4）賃料保証引当金

　サブリース事業において貸主へ

の賃料保証による損失発生に備え

るため、当期末において賃料保証

している物件のうち、損失の発生

が見込まれ、かつ金額を合理的に

見積もることのできる物件につい

て、損失見積額を計上しておりま

す。

(5）役員賞与引当金

────── 

(5）役員賞与引当金

　当社は役員賞与の支払に備える

ため、支給見込額のうち当中間会

計期間に負担すべき額を計上して

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。

　これによる損益に与える影響は

ありません。

(5）役員賞与引当金

────── 

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左
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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)

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

また、金利スワップについて特例処

理の条件を充たしている場合には特

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

ヘッジ手段…金利スワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ対象…借入金

(3）ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融収

支改善のため、対象債務の範囲内

でヘッジを行っております。

 

(3）ヘッジ方針

同左

 

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

にしております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

８．その他中間財務諸表作成

のための重要な事項

(1）匿名組合出資金の会計処理

　販売用不動産にかかる匿名組合出

資金については有価証券に計上し、

それ以外の匿名組合出資金について

は投資有価証券に計上しております。

匿名組合の損益のうち当社に帰属す

る持分相当額を売上高に計上すると

ともに、有価証券、投資有価証券を

加減する処理を行っております。

(1）匿名組合出資金の会計処理

同左

(1）匿名組合出資金の会計処理

 同左

 (2）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

(2）消費税等の会計処理

同左

(2）消費税等の会計処理

同左
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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。これにより税

引前中間純利益は534,536千円減少しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、改正

後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。

────── （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。

　これにより税引前当期純利益は770,590千

円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正

後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。 

────── ────── （賃料保証引当金の計上） 

 　従来、サブリース事業において貸主への

賃料保証による賃料支払額がテナントから

の賃料受取額を上回る損失については、期

間損失として計上しておりましたが、当期

より貸主に賃料保証している物件のうち、

期末時点でテナント契約等により損失の発

生する可能性が高いと見込まれ、かつ、当

該損失額を合理的に見積もることが可能な

物件について、翌期以降の損失見込額を賃

料保証引当金として計上する方法に変更致

しました。

　この変更は契約上の将来損失について確

実に見込める時点で引当金を計上する会計

慣行が定着しつつある最近の動向を踏まえ、

当下半期に本引当金を設定する方針を決定

し、賃料保証による損失の合理的な算定方

法を確立したことによるものであり、これ

をもって財務体質の健全化を図るものであ

ります。

　これにより営業利益および経常利益は

115,100千円増加し、税引前当期純利益は

637,636千円減少しております。

　なお、この変更は下半期に合理的な見積

もり方法を検討し、引当方針を決定したた

め、当中間期では賃料保証引当金を計上し

ておりません。従って、当中間期は、当下

期と同様の会計処理を行った場合と比較し

て、営業利益および経常利益は73,580千円

少なく、税引前中間純利益は679,157千円多

く計上されております。
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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)

────── （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9,481,309千円であります。

　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

諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しております。

────── 

────── （ストック・オプション等に関する会計基準）

　当中間会計期間より、「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業会計基

準第８号　平成17年12月27日）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第11号　平

成18年５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。

────── 
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表示方法の変更 

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）

 (中間貸借対照表）

　匿名組合出資金については従来、販売用不動産出資金又は出資金に計

上しておりましたが「証券取引法等の一部を改正する法律（平成16年法

律第97号）」の施行に伴い、当中間会計期間より有価証券とみなすこと

とされた匿名組合出資金については、有価証券及び投資有価証券に計上

しております。この変更により有価証券又は投資有価証券はそれぞれ

566,298千円及び377,592千円増加し、販売用不動産出資金及び出資金が

それぞれ918,543千円及び25,347千円減少しております。

　前中間期において投資その他の資産の「その他」に含めて表示してお

りました「投資有価証券」及び「関係会社株式」は金額的重要性の観点

から区分掲記することに変更しました。

　なお、前中間期の「その他」に含まれている「投資有価証券」の金額

は682,313千円であり、「関係会社株式」の金額は526,041千円でありま

す。

 (中間貸借対照表）

　前中間期において流動資産の「その他」に含めて表示しておりました

「短期貸付金」は金額的重要性の観点から区分掲記することに変更しま

した。

　なお、前中間期の「その他」に含まれている「短期貸付金」の金額は

810,230千円であります。

　また、「新株発行費」として掲記されていたものは、当中間期から

「株式交付費」と表示しております。

追加情報

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）

──────

 

（特別目的会社との取引）

　当社は、当社がアセットマネジメント契約を締結する特別目的会社

に対して、当社が保有する販売用不動産を販売しております。

　当中間会計期間において当社の販売用不動産を売却した当該特別目

的会社の概要、および、当中間会計期間における売却額は以下の通り

です。

　①名称　　　　　㈲ＨＯＬＤＥＲ　ＯＮＥ

　　住所　　　　　東京都中央区京橋２－４－12

　　資本金　　　　3,000千円

　　事業の内容　　不動産賃貸

　　売却額　　　　136,000千円

　②名称　　　　　㈲ＨＯＬＤＥＲ　ＴＷＯ

　　住所　　　　　東京都中央区京橋２－４－12

　　資本金　　　　3,000千円

　　事業の内容　　不動産賃貸

　　売却額　　　　1,023,800千円
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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は、

961,952千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

990,712千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

955,443千円であります。

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

預金 25,681千円

販売用不動産 875,607

建物 62,930

土地 84,438

その他(投資その他の

資産）

86,795

計 1,135,454

預金 10,684千円

販売用不動産 12,091,283

建物 6,169

土地 84,438

その他（投資その他

の資産）

28,505

計 12,221,081

預金 15,000千円

販売用不動産 6,563,311

建物 60,139

土地 84,438

計 6,722,889

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 779,500千円

長期借入金

(１年以内返済予定額

を含む)

98,560

計 878,060

短期借入金 6,545,550千円

長期借入金

(１年以内返済予定額

を含む)

5,435,000

計 11,980,550

短期借入金 4,689,606千円

長期借入金

(１年以内返済予定額

を含む)

2,369,500

計 7,059,106

※３．消費税の取り扱い

　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。

※３．消費税の取り扱い

同左

※３．消費税の取り扱い

─────

　４．偶発債務

　下記の関係会社等の銀行借入金に対し、

債務保証を行っております。

　４．偶発債務

　下記の関係会社等の銀行借入金に対し、

債務保証を行っております。

　４．偶発債務

　下記の関係会社等の銀行借入金について、

債務保証を行っております。

アクロス黒崎ロイ

ヤルヒルズ㈲

1,430,000 千円

㈲アルバクレスタ 630,000 

幸洋グランディ㈱ 610,000 

その他26件 308,709 

アクロス黒崎ロイ

ヤルヒルズ㈲

2,005,000 千円

㈱コスモライト 1,259,500 

㈱ＣＲＥアセット 555,322 

㈲アルバクレスタ 321,000 

㈱ＣＲＥレジデン

シャル

93,152 

その他30件 153,092 

 計 4,387,067 

アクロス黒崎ロイ

ヤルヒルズ㈲

1,510,000千円

㈱コスモライト 919,370 

㈲アルバクレスタ 731,000 

㈱ＣＲＥアセット 430,000 

㈱ＣＲＥレジデン

シャル

310,000 

その他29件 167,101 

 計 4,067,472 

※５．当社においては運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行13行と当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

5,500,000千円

借入実行残高 2,307,000 

差引額 3,193,000 

※５．当社においては運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行28行と当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

12,050,000千円

借入実行残高 4,879,000 

差引額 7,171,000 

※５．当社においては運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行24行と当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。これら契約に基づく当事業

年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。　

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

12,400,000千円

借入実行残高 2,464,000 

差引額 9,936,000 
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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）

前事業年度末

（平成18年３月31日）

※６．中間期末日満期手形

─────

※６．中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理につい

ては、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日でしたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。当中間

期末日満期手形の金額は、次の通りであ

ります。

受取手形 1,200千円

※６．中間期末日満期手形

─────
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（中間損益計算書関係）

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．営業外収益の主要項目

受取利息

投資有価証券売却益

21,027千円

124,032千円

38,740千円

14,506千円

60,133千円

146,259千円

※２．営業外費用の主要項目

支払利息 58,438千円 138,230千円 139,071千円

※３．特別利益の主要項目

投資有価証券売却益

関係会社株式売却益

保険解約差益

265,813千円

－千円

－千円

31,482千円

131,618千円

1,000千円

273,321千円

－千円

－千円

※４．特別損失の主要項目

固定資産除却損

施設会員権評価損

減損損失

5,366千円

110千円

534,536千円

19,985千円

－千円

17,654千円

5,366千円

110千円

770,590千円

※５．減損損失

当中間会計期間において、以下の

資産について減損損失を計上して

おります。

用　途 種　類 場　所

賃貸用不

動産及び

遊休資産

建物及び構

築物、土地、

その他、地

上権

千葉県

賃貸用不

動産

建物及び構

築物
埼玉県

賃貸用不

動産

建物及び構

築物
茨城県

当社は、賃貸用不動産については

物件ごとに資産のグルーピングを

行い、それ以外の資産については

損益管理を合理的に行える事業単

位で資産のグルーピングを行った

結果、地価の継続的な下落及び賃

料相場の低迷等により、時価の著

しい下落が見られた賃貸用不動産

及び遊休資産について、帳簿価格

を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（534,536千

円）として特別損失に計上してお

ります。

当中間会計期間において、以下の

資産について減損損失を計上して

おります。

用　途 種　類 場　所

賃貸用不

動産
建物 千葉県

賃貸用不

動産
建物 埼玉県

賃貸用不

動産
建物 東京都

賃貸用不

動産
建物

神奈川

県

当社は、賃貸用不動産については

物件ごとに資産のグルーピングを

行い、それ以外の資産については

損益管理を合理的に行える事業単

位で資産のグルーピングを行った

結果、地価の継続的な下落及び賃

料相場の低迷等により、時価の著

しい下落が見られた賃貸用不動産

について、帳簿価格を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損

損失（17,654千円）として特別損

失に計上しております。

当事業年度において、以下の資産

について減損損失を計上しており

ます。

用　途 種　類 場　所

賃貸用不

動産及び

遊休資産

建物及び構

築物、土地、

その他、地

上権

千葉県

賃貸用不

動産

建物及び構

築物
埼玉県

賃貸用不

動産

建物及び構

築物
茨城県

当社は、賃貸用不動産については

物件ごとに資産のグルーピングを

行い、それ以外の資産については

損益管理を合理的に行える事業単

位で資産のグルーピングを行った

結果、地価の継続的な下落及び賃

料相場の低迷等により、時価の著

しい下落が見られた賃貸用不動産

及び遊休資産について、帳簿価格

を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（770,590千

円）として特別損失に計上してお

ります。

－ 16 －



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)

 （減損損失の金額）

種　類 金　額

建物 166,703千円

土地 225,262千円

その他有形固定

資産
13,689千円

無形固定資産

（地上権）
128,881千円

計 534,536千円

なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額あるいは使用

価値により測定しており、正味売

却価額は主として不動産鑑定士に

よる鑑定評価額を使用しておりま

す。また、使用価額は、将来

キャッシュフローを5.3％で割り

引いて算定しております。

 （減損損失の金額）

種　類 金　額

建物 17,654千円

計 17,654千円

なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定し

ており、正味売却価額は主として

不動産鑑定士による鑑定評価額を

使用しております。

 （減損損失の金額）

種　類 金　額

建物 202,757千円

土地 425,262千円

その他有形固定

資産
13,689千円

無形固定資産

（地上権）
128,881千円

計 770,590千円

なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額あるいは使用

価値により測定しており、正味売

却価額は主として不動産鑑定士に

よる鑑定評価額を使用しておりま

す。また、使用価額は、将来

キャッシュフローを 5.3％で割り

引いて算定しております。

 

　６．減価償却実施額

有形固定資産

無形固定資産

45,293千円

12,068千円

46,545千円

22,419千円

94,215千円

28,764千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

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）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間増加株

式数（千株）

当中間会計期間減少株

式数（千株）

当中間会計期間末株式

数（千株）

普通株式 132 - - 132

合計 132 - - 132
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①　リース取引

 　証券取引法第27条の30の６に基づき電子開示手続きを行っているため、記載を省略しております。

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 － － －

関連会社株式 283,231 574,626 291,394

合計 283,231 574,626 291,394

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 － － －

関連会社株式 283,231 256,308 △26,923

合計 283,231 256,308 △26,923

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 － － －

関連会社株式 283,231 463,008 179,776

合計 283,231 463,008 179,776
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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  802円97銭

１株当たり中間純利益   12円64銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益
  11円80銭

１株当たり純資産額  934円61銭

１株当たり中間純利益   59円87銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益
  57円23銭

１株当たり純資産額 905円68銭

１株当たり当期純利益 78円49銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
73円55銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

前中間会計期間

(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） 116,037 605,568 801,475

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 55,000

　（うち利益処分による役員賞与金）  (－) (－) (55,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
116,037 605,568 746,475

期中平均株式数（株） 9,178,906 10,114,945 9,510,623

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） 652,303 467,132 637,945

　（うちストックオプション） (652,303) (467,132) (637,945)

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

第５回新株予約権

種類　普通株式

数　　　 384個

────── ────── 
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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．株式会社コスモライトの買収

　当社は、平成17年10月３日付で、株式会社コ

スモライトの株式を取得し、子会社と致しまし

た。

（１）株式取得の目的

　同社が有する競売物件の取り扱いノウハ

ウや取引先、情報ネットワーク等の事業基

盤の獲得を通して、当社の事業とのシナジー

創出を図る目的で取得致しました。

　特に、インベストメント事業で展開して

いる物件売買事業や、今後、戦略的に取り

組むWEBを活用した不動産物件の仲介・売買

事業において、強化育成につながるものと

考えております。

（２）買収する会社の名称、事業内容、規模 

商　　　号　　株式会社コスモライト

代　表　者　　荻野　良子

所　在　地　　福岡県福岡市中央区清川２－

１８－１２

設立年月日　　平成15年１月

事業の内容　　競売物件の取り扱いを中心と

した不動産事業

決　算　期　　５月末日

従業員数　　　８名

（平成17年５月31日現在）

資　本　金　　10百万円

売　上　高　　1,005百万円

（平成17年５月期）

（３）株式の取得先と株式数

荻野　良子　　300株

井口　忠　　　200株

井口　忠二　　200株

（４）株式取得の時期

平成17年10月３日

（５）取得する株式の数、取得価額および取得

後の持株比率

取得株式数　　700株

取得価額　　　350百万

持分比率　　　70.00％ 

────── １．持分法適用関連会社株式の売却

　当社は、平成18年５月12日開催の当社取締

役会において、当社の持分法適用関連会社で

ある㈱アパマンショップホームプランナーの

株式を売却することを決議し、下記の通り実

施致しました。同社株式の売却により、同社

は持分法適用除外となります。

（１）株式売却の理由

　当社は、平成17年８月に㈱アパマンショッ

プネットワークとの包括的業務提携を解消し

ており、同社の子会社である㈱アパマン

ショップホームプランナー株式を保有し続け

る理由が希薄となっていたため、㈱アパマン

ショップホームプランナー株式の買い取りに

ついて交渉を続けておりました。

　今般、㈱アパマンショップネットワークよ

り本件株式の買い取りについて具体的な条件

の提示があり、㈱アパマンショップホームプ

ランナー株式を売却する機会を得たため、売

却したものです。

（２）売却先

　　㈱アパマンショップネットワーク

（３）当該関連会社の事業内容および当社　

との取引内容

　①事業内容

　　投資用アパートの建築請負・販売事業

　②取引内容

　　投資用アパートに関するパートナー

（４）売却株式数

　　4,000株

（５）売却金額

　　331,618,626円

（６）売却益

　　131,618,626円

（７）売却契約日

　　平成18年5月12日

（８）売却後の持分比率

　　0.0％
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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）

２．第三者割当増資（普通株式の発行）

　当社は、ケネディクス株式会社との間で資

本・業務提携に基本合意したことに伴い、平成

17年11月25日開催の取締役会において、第三者

割当による新株式発行に関し決議し、下記の通

り実施いたしました。 

（１）増資の理由

当社及びケネディクス株式会社は、両社の

保有する経営資源を相互に補完・有効活用

し、不動産関連事業及びその周辺事業にお

ける両社事業基盤の強化拡大の業務提携を

目的とした資本提携に合意し、本第三者割

当増資を行うものです。

（２）資金使途

今期より積極的に展開している開発型大型

倉庫及び商業施設の土地取得資金、建設資

金等の事業資金に充当します。

（３）発行株式数

普通株式　300,000株

（４）発行価額

１株につき2,000円

（５）発行価額の総額

600,000,000円

（６）資本組入額

１株につき1,000円

（７）資本組入額の総額

300,000,000円

（８）申込期間

平成17年12月６日から平成17年12月９日ま

で

（９）払込期日

平成17年12月12日

（10）割当先及び割当株数

ケネディクス株式会社　300,000株

────── ──────
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