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平成１９年３月期  中間決算短信（連結）            平成 18 年 11 月 13 日 

会 社 名 株式会社菱和ライフクリエイト       

コ ード番 号  ８８９６                  上場取引所  東証第二部 

（URL http://www.ryowagrp.co.jp）            本社所在都道府県 東京都 

代 表 者 役職名 代 表取締役 社長 氏名 野崎 善久       

問合せ先責任者 役職名 執行役員 経理部長 氏名 加藤 次夫  ＴＥＬ（03）3780－3111 

決 算取締役 会開催 日 平成 18 年 11 月 13 日 

米国会計基準採用の有無    無 

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         44,311（ 165.3）         11,240（ 462.7）       10,629（ 844.2）

17 年９月中間期 16,704（△26.9） 1,997（△43.5） 1,125（△60.8）

18 年３月期    48,054          8,013          6,315          
 

 
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          6,296（ 890.0） 137.93 137.23 

17 年９月中間期 636（△61.5） 18.07 14.32 

18 年３月期 3,704          94.51 81.43 
(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 45,646,465 株 17 年９月中間期 35,205,543 株 18 年 3月期 39,199,762 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 

 (2) 連結財政状態                              （百万円未満切捨て） 

 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 89,260 32,841 36.8 718.02

17 年９月中間期 91,392 15,795 17.3 441.91

18 年３月期 107,656 27,308 25.4 598.54
（注） 期末発行済株式数(連結) 18 年 9月中間期 45,739,089 株 17 年 9月中間期 35,743,400 株 18 年 3月期 45,625,700 株  

 (3) 連結キャッシュ・フローの状況                      （百万円未満切捨て） 

 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 19,314 △426 △19,525 10,083

17 年９月中間期 △13,017 △1,061 7,649 9,730

18 年３月期 △12,692 △1,275 8,528 10,720

 (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  4 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）一社  （除外）一社  持分法（新規）一社  （除外）一社 

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 60,878 12,430 7,384

(参考)  1 株当たり予想当期純利益（通期）161 円 84 銭 

[業績予想に関する留意事項] 

平成 19 年 3月期の予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、

実際の業績は様々な要因によって、予想数値と異なる可能性があります。 

なお、上記予想に関する事項は添付資料の 7 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、当社及び連結子会社４社により構成され、主要な事業

である不動産販売事業を中核として不動産賃貸管理事業及びその他の事業を取り組んでおります。 

その主な事業内容とそれらの位置付けは、次のとおりです。 

 

(1) 不動産販売事業 

当社は、首都圏を中心に投資用をメインとしたワンルームマンションならびに主に実需向けのフ

ァミリーマンションの分譲を行っております。 

(2) 不動産賃貸管理事業 

連結子会社である㈱菱和エステート及び㈱東京マンスリー21は、当社が分譲したワンルームマン

ションの賃貸管理事業及びマンションの賃貸事業を行っております。 

(3) その他の事業 

連結子会社である㈱菱和コミュニティーは、当社が分譲したマンションの建物管理事業等を行っ

ております。また、連結子会社である㈱菱和ファイナンスは、主として当社の販売するマンション

購入者に対して購入資金の貸付を行っております。 

 

【当社グループの事業系統図は次のようになります。】 

 

 

 

賃借人

賃貸借契約

賃貸借仲介 

マンション管理組合 マ ン シ ョ ン 購 入 顧 客 

(株)菱和ライフクリエイト 

不動産販売事業 

(連結子会社) 

(株)東京マンスリー21

(連結子会社)
(株)菱和エステート

不動産賃貸管理事業 

マンション販売 
賃貸管理 

マンション購入 

 資金の貸付 マンション管理委託 

その他の事業 

㈱菱和ファイナンス 

（連結子会社） (連結子会社) 

(株)菱和コミュニティー

その他の事業 
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２．経営方針 
 

（１）会社の経営の基本方針 

当社の企業理念を「単身世帯、ＤIＮＫＳ世帯およびファミリー世帯に、住居の立地を都心に限り 

交通アクセスを最大限に重視した、職住近接の利便性と都市の文化的生活を享受できる住居を提供

する」ことにおき、都心に高級ワンルームマンション及びファミリーマンションを供給しておりま

す。 

当社および当企業集団の主たるビジネスモデルは、㈱菱和ライフクリエイトを中核企業として、

投資用ワンルームマンション及び実需向け高級仕様の都市型ファミリーマンションを企画・設計・

建設・分譲し、100％子会社である㈱菱和エステート、同じく㈱菱和コミュニティーにおいて、それ

ぞれ賃貸管理、建物管理を担当し、㈱菱和ファイナンスがマンション購入者に購入資金の融資及び

融資の斡旋をすることで、グループ相互の事業効率と相乗効果を挙げるとともに、事業の安全性確

保を得ています。 

   

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、株主の利益を経営の重要事項のひとつとして

事業経営に努めてまいります。このため、効率的に安定した利益を出せる経営に徹し、株主への適

正な利益還元を基本方針といたします。 

また内部留保資金につきましては、経営体質のさらなる強化を図るとともに業容の一層の拡大を

目指し、事業資金に充当してまいります。 

 

（３）目標とする経営指標 

当社は株主の皆様への継続的な利益還元を重視しており、安定的な売上高と利益を確保するとと

もに、自己資本を充実させ、経営基盤の安定化を計ってまいります。 

そのための目標とする指標といたしまして、売上高経常利益率、ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）

および自己資本比率の一層の向上を図ってゆく所存でございます。 

 H18.9 H18.3 

売上高経常利益率 24.0 13.1 

ＲＯＥ（自己資本当期純利益率） 19.2 13.6 

自己資本比率 36.8 25.4 

 

（４）中長期的な経営戦略 

① 当社グル－プのコア事業であるワンル－ムマンション販売事業では、販売エリアを山手線の徒

歩圏内を中心に都内２３区において安定的に供給できる体制を構築してまいります。 

  また、ファミリーマンションにつきましては、都心を中心に開発してまいりますが、東京近郊

の主要タ－ミナル駅周辺においても事業展開をしてまいります。 

② また、建物の高層化によりマンションの共用面積を確保し、棟内にレストラン、コンビニエン

スストア、フィットネスクラブなどの共有施設や付帯施設を設けるとともに、医療事業者などの

スペースを開放し、入居者ニ－ズに応える大型多機能複合マンションを企画販売してまいります。 

さらに、棟内に談話室、会議室、リラクゼーションルームなどを設置することにより、利便性

向上を図り、購入者にとって資産価値の高いマンションの提供に努めてまいります。 
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（５）会社の対処すべき課題 

当社グループにおけるビジネスモデルは、中核企業である当社がディベロッパー部門として都心

型投資用ワンルームマンション及び実需向け高級仕様マンションを開発分譲し、グループ会社にお

いて賃貸管理（プロパティーマネジメント）、建物管理（メンテナンス）部門を担い、利便性、快

適性、安全性の面での高品質な商品を提供することをメインとしております。今後、都心部の単身

世帯数については増加率こそ低下するものの世帯数そのものは向こう１０年は増加すると予測され、

都心型住宅の需要は手堅く推移するものと考えられることから、これらの商品供給を支える事業環

境も、大きく変わることはないと考えております。 

首都圏マンション・ディベロップメント業界の一部には、ここ数年にわたる大量供給による過剰

感からの供給抑制指向も見られますが、当社グループは業界動向あるいは現行金利水準等の事業環

境の動向を慎重に見据えた経営方針の下、（i）ディベロッパー部門の重点開発方針を超高層マンシ

ョンの建設におき、立地や利便性、設備や仕様などスペックの競い合いだけでなく、居住者ビジョ

ンに配慮して大型多機能複合マンション（利便性向上を目的とした資産価値の高い商品）の企画販

売に注力するとともに、（ⅱ）事業多角化による安定的な収益確保と業態確保を図るために新たに

商業ビル、オフィスビル等の企画・販売に取り組むなど、開発領域の拡大に努める一方、販売方法

についても一棟売りを行う等、効率的経営を推進してまいる所存であります。（ⅲ）また、新たな

事業展開に対処するため、仕入部門の強化拡大を図るため、人材の確保、育成に努めてまいります。 
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３. 経営成績及び財政状態 
 

（１）経営成績 

わが国経済は、ゆるやかな景気の拡大が続いており、その期間としては過去最長であった“いざなぎ

景気”に肩をならべる経済成長になっております。 

 不動産業界においても回復期を迎えており、バブル経済後15年続いた地価の下落も2006年には下げ止

まり傾向をみせ、特に三大都市圏（東京・大阪・名古屋）は上昇に転じてまいりました。なかでも当社

が営業圏とする都心五区（港区・千代田区・新宿区・渋谷区・品川区）は、2003年から上昇が急となっ

ており、マンション建設用地の取得難が顕在化して 業界としては 新たなビジネスモデルの構築に迫

られております。 

 しかしながら当社グループの主要事業領域である都心におけるワンルームマンション市場は、安定し

たインカム・ゲインが期待できる金融商品としてプライベート・ファンドや不動産投信などからの認知

度の高まりもあり 需要は好調を持続しております。 

 これ等を背景にして、当社はその経営基盤をより強固にすべく、前期より超高層複合型タワー・マン

ションの開発に着手いたしました。 

その第一弾として、ハイグレード・高機能を実現したレジデンシャル・ステージ「アクス・ザ・タワ

ー新宿」（32階・全368戸）を竣工し、前期末から引渡しを始めましたが、その販売実績は前期に引き続

き好調に推移しております。 

さて、当社は期初の平成18年５月に企業イメージを大きく毀損する程の不祥事に見舞われ、一時的に 

企業評価（コーポレート・レプテーション）を引き下げる結果となりました。 

この事につきましては、直ちに社内に「第三者コンプライアンス委員会」を立ち上げ、外部有識者の

協力をいただきながら、社会的信頼回復はもとより企業の利益の極大化につとめ株主様をはじめ関係者

への利益還元をお約束し、コーポレート・レプテーションの向上に鋭意努力をしております。 

このような経営環境の中、今上半期の業績は以下のとおり過去最高の成績を上げることが出来ました。 

当中間連結会計年度は、売上高においては44,311百万円（前年同期比265.3％増）、経常利益は10,629

百万円（前年同期比944.2％増）、中間純利益6,296百万円（前年同期比990.0％増）となりました。 

事業の種類別セグメント情報は、次のとおりであります。 
 

① 不動産販売事業 

ワンルームマンション売上高19,595百万円（845戸）、ファミリーマンション売上高10,790百万

円（270戸）、その他売上高12,244百万円で不動産販売事業の売上高合計は42,630百万円となり、

前年同期比27,144百万円（275.3％増）の増収となりました。また、営業利益は10,603百万円で前

年同期比8,862百万円(608.8％増)の増益となりました。 

② 不動産賃貸管理事業 

当社のワンルームマンションの販売による賃貸管理戸数の増加に加えてマンスリーマンション

事業の拡大もあり、売上高は1,128百万円で前年同期比385百万円（151.9％増）の増収、また、営

業利益は505百万円で前年同期比313百万円（263.1％増）の増益となりました。 

③ その他の事業 

その他の事業の主なものは、ワンルームマンションの建物管理事業であります。当社の物件販

売に伴い管理物件数も増加し、売上高は552百万円で前年同期比77百万円（116.2％増）の増収、

また、営業利益も129百万円で65百万円（202.8％増）の増益となりました。 
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（２）財政状態 

当中間連結会計期間における連結ベースでの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業

活動による収入19,314百万円があり、投資活動による支出426百万円及び財務活動による支出19,525

百万円を補った結果、資金収支は637百万円の支出となり、当中間連結会計期間末の資金残高は

10,083百万円となりました。 

 

① 営業活動によるキャッシュ･フロー 

不動産投資ファンド系企業等への一棟販売などにより、税金等調整前中間純利益10,579百万円

や、たな卸資産の減少額18,341百万円及び仕入債務の減少額7,110百万円等により、合計で19,314

百万円の収入となりました。 

 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金等の預入、不動産賃貸管理事業において収益物件の取得等があり、合計で426百万円の

支出となりました。 

 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

長短借入金の純減額18,752百万円の支出のほか、配当金の支払額827百万円の支出等があり、合

計で19,525百万円の支出となりました。 

 

キャッシュ・フロー指標のトレンド

項目 
第21期中 

平成16年9月

第22期中 

平成17年9月

第23期中 

平成18年9月

第21期 

平成17年3月 

第22期 

平成18年3月

自己資本比率(％) 20.3 17.3 36.8 18.2 25.4

時価ベースの自己資本比率(％) 29.7 35.8 41.0 30.1 47.9

債務償還年数(年) 134.7 ― 1.0 ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 0.4 ― 40.7 ― ―

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 

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。 

2.株式時価総額は、中間期末(期末)株価終値×中間期末(期末)発行済株式数(自己株式控除後)によ

り算出しております。 

3.営業キャッシュ・フローは中間連結(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・フローを利用しております。有利子負債は中間連結(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にしております。また、利払いにつきましては、中

間連結(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。 

なお、第21期、第22期中、第22期は営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数及

びインタレスト・カバレッジ・レシオについては記載しておりません。 

4.債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしてお

ります。 
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（３）事業等のリスク 

① 法的規制等について 

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

業法、建築士法、借地借家法、建物の区分所有等に関する法律、消防法、住宅の品質確保の促進

などに関する法律及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律等により、法的規制を受け

ております。当社グループは不動産業者として｢宅地建物取引業法｣に基づく免許を受け、不動産

販売及び不動産賃貸等の事業を行っております。 

    また、近時東京都区部において、マンション建設の規制に関する指導や条例を変更する動きが

見られます。当社は都心部への立地を基本方針としており、その中には規制改正の動きのある区

もあります。例えば、住宅附置要綱の条例化、ワンルームタイプの最低住戸面積の引き上げなど

が決定しており、その他の区におきましても指導要綱及び条例の変更の動きがあります。 

  今後これらの法律等の改正によって、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 当社の経営成績及び財政状態に影響を与える事項について 

  当社は、不動産販売事業として首都圏を中心に分譲マンション（ワンルームマンション及びフ

ァミリーマンション）の販売を行っております。 

  不動産販売事業は、購買者の需要動向すなわち景気動向、金利動向、販売価格動向及び住宅税

制やその他の税制等に影響を受けやすく、また、当社はマンション購入代金を主として借入金に

よって調達しておりますので、市場金利の変動が当社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。 

  なお、物件の引渡し時期により販売用不動産、仕掛販売用不動産及び長短借入金残高等当社の

財政状態が大きく変動する可能性があります。 

  

平成17年9月中間期 平成18年9月中間期  

項目 
金額（千円） 構成比（%） 金額（千円） 構成比（%）

不動産売上高（ワンルーム） 

不動産売上高（ファミリー） 

計 

支払利息 

8,755,481

1,373,894

10,129,376

600,549

86.4

13.6

100.0

5.9

19,595,240 

10,790,641 

30,385,882 

488,600 

64.5

35.5

100.0

1.6

総資産 

販売用不動産 

仕掛販売用不動産 

長短借入金 

88,188,123

5,226,280

69,194,799

60,199,800

100.0

5.9

78.5

68.3

85,308,265 

9,441,178 

59,787,865 

36,860,800 

100.0

11.1

70.1

43.2

公定歩合      （注） 0.10％ ― 0.40％ ―

住宅金融公庫基準金利（注） 3.23％ ― 3.60％ ―

（注）中間期末日現在の金利を表示しております。 

 

③ 顧客情報について 

当社は、首都圏を中心に主に投資用のマンションの企画・開発・分譲を事業としており、売買

契約締結時に取得した、あるいはモデルルーム・見学会・セミナー等契約前の営業で取得した個

人情報、個人データおよび保有個人データを有しております。 

個人情報取扱事業者である当社は、個人情報保護に関連する法令を遵守し、顧客からご提供い

ただく個人情報を、細心の注意を払って取り扱っております。 

しかしながら、当社が保有する個人情報等が内外部からの不正アクセス、従業者や業務委託先
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によるデータの持ち出しあるいは機械の誤操作等により漏洩事故・事件発生につながり、このこ

とによる信用毀損や経済的損失を惹起し、これが業績に及ぼすことが考えられます。 

なお、当社では、情報漏洩発覚の未然防止体制について不断にこれを見直し、実効あらしめる

とともに、リスクファイナンスとして発覚時の損害軽減の方策を講じております。 

④ 当社の現況及び今後の見通しについて 

1.現況について 

  平成18年5月8日元代表取締役社長西岡進ならびに社員2名が電磁的公正証書原本不実記録・同供

用容疑により逮捕されましたが、平成18年5月29日当社社員2名は嫌疑不十分として釈放されまし

たので、会社ぐるみでの反社会勢力との関与が否定されたものと受け止めております。 

  なお、平成18年6月16日今回の事態を真摯に受け止め、一日も早い社会的評価を回復し、会社の

新しい姿を示すことを主眼に「第三者コンプライアンス委員会」を編成いたしました。 

     また、平成18年5月15日元代表取締役社長西岡進の代表取締役ならびに取締役辞任申し出によ

り、平成18年5月16日開催の取締役会において、代表取締役社長に國分時夫を選任しましたが、平

成18年6月21日開催の定時株主総会で取締役に選任されなかったため、選任された取締役による6

月22日の取締役会において野崎善久が代表取締役社長に選任されました。 

 

（４）通期の見通し 

販売面でのリスク懸念はありますものの、販売用不動産のファンド向け一棟売り、また、当初よ

り売却予定であった土地の売却により、平成18年９月29日開示を行いました業績予想の修正に関す

るお知らせのとおり、売上高60,878百万円、経常利益12,430百万円、当期純利益7,384百万円の業績

を見込んでおります。 
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４. 中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結財務諸表 

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

(％)

金額 

(千円) 

構成比

(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 1. 現金及び預金 ※1  10,136,471 10,577,476  11,092,457

 2. 売掛金   283,684 413,837  201,274

 3. 販売用不動産 ※1,5  5,226,280 9,471,021  26,293,532

 4. 仕掛販売用不動産 ※1  69,194,799 59,787,865  61,306,541

 5. 前払費用   895,021 450,402  600,761

 6. 繰延税金資産   92,351 445,927  257,190

 7. その他   741,622 1,569,446  2,179,353

   貸倒引当金   △32,544 △57,394  △40,884

   流動資産合計   86,537,685 94.7 82,658,581 92.6  101,890,226 94.6

Ⅱ 固定資産    

 1. 有形固定資産    

  (1) 建物及び構築物 ※1,5 640,055 1,182,715 730,773 

    減価償却累計額  △144,571 495,483 △189,258 993,457 △161,131 569,641

  (2) 土地 ※1,5  859,278 1,427,566  886,771

  (3) その他  194,829 238,359 201,799 

    減価償却累計額  △122,120 72,708 △150,725 87,633 △136,789 65,009

  (4) 建設仮勘定   ※1  720,449 27,665  740,449

   有形固定資産合計   2,147,920 2.4 2,536,322 2.8  2,261,873 2.1

 2. 無形固定資産   113,574 0.1 227,590 0.3  150,243 0.1

 3. 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券   571,399 599,140  707,538

 (2) 関係会社株式   200,000 200,000  200,000

  (3) 差入保証金 ※1  356,083 358,650  356,283

  (4) 繰延税金資産   80,583 80,529  83,084

  (5) その他   1,329,264 2,611,428  1,996,019

    貸倒引当金   △37,274 △37,438  △39,702

   投資その他の資産合計   2,500,055 2.7 3,812,311 4.3  3,303,222 3.1

   固定資産合計   4,761,550 5.2 6,576,223 7.4  5,715,340 5.3

Ⅲ 繰延資産    

    繰延資産合計   92,951 0.1 25,517 0.0  51,035 0.1

   資産合計   91,392,187 100.0 89,260,322 100.0  107,656,602 100.0

    
 

―  ― 9



ファイル名:③18-9中間連結BS.doc 更新日時:11/9/2006 6:44:00 PM 印刷日時:06/11/11 18:35 

  

  
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

(％)

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 ※4  2,699,938 5,579,317  12,690,133

 2. 短期借入金 ※1  10,348,000 2,974,000  12,825,768

 3. 一年以内返済予定 

   長期借入金 
※1  23,236,216 23,471,428  18,689,608

 4. 未払法人税等   386,517 4,545,365  1,598,131

 5. 前受金 ※1  1,027,679 144,818  1,840,609

 6. 預り金   909,658 961,404  732,697

 7. 賞与引当金   98,656 104,793  115,890

 8. その他   941,216 1,616,681  1,204,649

   流動負債合計   39,647,883 43.4 39,397,807 44.1  49,697,488 46.1

Ⅱ 固定負債    

 1. 社債   7,238,000 4,462,000  4,462,000

 2. 長期借入金 ※1  27,699,159 11,391,031  25,073,252

 3. 退職給付引当金   73,964 88,270  84,561

 4. 役員退職慰労引当金   123,167 132,078  128,719

 5. 預り保証金   814,758 947,436  901,873

   固定負債合計   35,949,050 39.3 17,020,816 19.1  30,650,406 28.5

   負債合計   75,596,933 82.7 56,418,624 63.2  80,347,894 74.6

(少数株主持分)    

  少数株主持分   ― ― ― ―  ― ―

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   3,430,100 3.8 ― ―  7,650,088 7.1

Ⅱ 資本剰余金   3,202,900 3.5 ― ―  7,415,888 6.9

Ⅲ 利益剰余金   9,073,528 9.9 ― ―  12,142,500 11.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金   92,988 0.1 ― ―  105,777 0.1

Ⅴ 自己株式   △4,263 △0.0 ― ―  △5,546 △0.0

   資本合計   15,795,254 17.3 ― ―  27,308,707 25.4

   負債、少数株主持分 

   及び資本合計 
  91,392,187 100.0 ― ―  107,656,602 100.0
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当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表   
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) (平成18年３月31日) 

区分 
注記 金額 

(千円) 

構成比

(％)

金額 

(千円) 

構成比

(％)

金額 

(千円) 

構成比

番号 (％)

（純資産の部）    

Ⅰ株主資本     

1．資本金   ― ― 7,677,871 8.6 ― ―

2．資本剰余金   ― ― 7,443,671 8.4 ― ―

3．利益剰余金   ― ― 17,617,436 19.7 ― ―

4．自己株式   ― ― △5,553 △0.0 ― ―

株主資本合計   ― ― 32,733,424 36.7 ― ―

Ⅱ評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金   ― ― 108,273 0.1 ― ―

評価・換算差額等合計   ― ― 108,273 0.1 ― ―

Ⅲ少数株主持分   ― ― ― ― ― ―

純資産合計   ― ― 32,841,698 36.8 ― ―

負債純資産合計   ― ― 89,260,322 100.0 ― ―
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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) 

百分比

(％)

金額 

(千円) 

百分比

(％)

金額 

(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高   16,704,396 100.0 44,311,905 100.0  48,054,228 100.0

Ⅱ 売上原価   12,268,195 73.4 30,761,979 69.4  34,516,590 71.8

   売上総利益   4,436,200 26.6 13,549,926 30.6  13,537,638 28.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 1. 広告宣伝費  446,101 256,027 1,193,409 

 2. 給料手当  708,301 687,184 1,484,258 

 3. 賞与引当金繰入額  98,656 104,793 115,622 

 4. 退職給付費用  37,932 41,763 77,800 

 5. 役員退職慰労引当金繰入額  4,959 3,358 10,511 

 6. 通信費  85,042 55,352 161,227 

 7. 地代家賃  149,380 135,468 299,068 

 8. その他  908,141 2,438,515 14.6 1,025,543 2,309,492 5.2 2,181,767 5,523,664 11.5

   営業利益   1,997,685 12.0 11,240,433 25.4  8,013,973 16.7

Ⅳ 営業外収益    

 1. 受取利息  9,836 2,883 13,718 

 2. 受取配当金  6,404 6,633 12,209 

 3. 違約金収入  900 39,850 136,855 

 4. 投資有価証券売却益  57,242 ― 55,660 

 5. 保険解約返戻金  ― 18,711 ― 

 6. 雑収入  8,026 82,409 0.5 31,706 99,785 0.2 27,517 245,960 0.5

Ⅴ 営業外費用    

 1. 支払利息  612,549 501,982 1,240,780 

 2. 借入事務手数料  228,621 64,345 358,427 

 3. 投資有価証券売却損  ― 49,466 ― 

 4. 雑損失  113,117 954,288 5.8 94,571 710,365 1.6 344,977 1,944,186 4.1

   経常利益   1,125,807 6.7 10,629,853 24.0  6,315,747 13.1

 

―  ― 12



ファイル名:④18-9連結PL.doc 更新日時:11/7/2006 5:29:00 PM 印刷日時:06/11/11 18:35 

 

 
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
(％)

Ⅵ 特別利益    

1. 固定資産売却益 ※1 32 71,438 32 

2. 貸倒引当金戻入益 5,461 5,494 0.1 250 71,688 0.2 7,964 7,996 0.0

Ⅶ 特別損失   

 1. 固定資産売却損 ※2 ― 45 68 

 2. 固定資産除却損 ※3 853 1,402 853 

 3.  社債発行費償却 ※4 ― ― 5,466 

 4. 契約解除損 ※5 ― 74,642 ― 

 5. 契約解除違約金 ※6 34,852 35,705 0.2 45,772 121,862 0.3 35,152 41,539 0.0

   税金等調整前中間(当期) 

   純利益 
 1,095,596 6.6 10,579,678 23.9  6,282,205 13.1

   法人税、住民税及び事業税  372,477 4,471,835 2,665,734 

   法人税等調整額  87,114 459,591 2.8 △188,354 4,283,480 9.7 △88,505 2,577,228 5.4

   中間(当期)純利益   636,004 3.8 6,296,198 14.2  3,704,976 7.7
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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  2,958,900 2,958,900 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

  1. 新株予約権付社債の新

株予約権の行使 

 
― 1,632,000  

  2. 新株予約権の行使  244,000 244,000 2,824,988 4,456,988 

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高  3,202,900 7,415,888 

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  9,067,351 9,067,351 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

中間(当期)純利益  636,004 636,004 3,704,976 3,704,976 

   

Ⅲ 利益剰余金減少高   

配 当 金  629,827 629,827 629,827 629,827 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高  9,073,528 12,142,500 

   

 

―  ― 14



ファイル名:⑤中間連結剰余金計算書.doc 更新日時:11/9/2006 7:10:00 PM 印刷日時:06/11/11 18:36 

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） 

（単位：千円） 

株主資本 
項目 

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  7,650,088 7,415,888 12,142,500 △5,546 27,202,930

中間連結会計期間中の変

動額 
  

新株の発行 27,783 27,783 ― ― 55,566

剰余金の配当 （注） ― ― △821,262 ― △821,262

中間純利益 ― ― 6,296,198 ― 6,296,198

自己株式の取得 ― ― ― △6 △6

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 
27,783 27,783 5,474,935 △6 5,530,494

平成18年９月30日残高  7,677,871 7,443,671 17,617,436 △5,553 32,733,424

 

評価・換算差額等 

項目 その他有価証券評

価差額金 

評価・換算差額等

合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年3月31日残高 105,777 105,777 ― 27,308,707

中間連結会計期間中の変

動額 
 

新株の発行 ― ― ― 55,566

剰余金の配当 （注） ― ― ― △821,262

中間純利益 ― ― ― 6,296,198

自己株式の取得 ― ― ― △6

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） 

2,496 2,496 ― 2,496

中間連結会計期間中の変

動額合計 
2,496 2,496 ― 5,532,990

平成18年９月30日残高  108,273 108,273 ― 32,841,698

（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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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)  至 平成18年３月31日)

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ･

フロー計算書 

(自 平成17年４月１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   

 1. 税金等調整前中間(当期)純利益  1,095,596 10,579,678 6,282,205

 2. 減価償却費  61,824 78,463 143,694

 3. 繰延資産償却額  41,916 25,517 83,832

 4. 諸引当金の増減額（減少：△）  △384 10,217 23,766

 5. 受取利息及び受取配当金  △16,240 △9,517 △25,927

 6. 支払利息  612,549 501,982 1,240,780

 7. 固定資産売却損益  △32 △71,393 35

 8. 固定資産除却損  853 1,402 853

9.  投資有価証券売却損益  △57,242 49,466 △55,660

 10. 売上債権の増減額（増加：△）  △21,641 △738,007 △1,192,826

 11. たな卸資産の増減額（増加：△）  △12,510,285 18,341,187 △25,689,279

 12. 仕入債務の増減額（減少：△）  399,421 △7,110,816 10,389,616

 13. 前受金の増減額（減少：△）  △421,539 △1,695,790 △8,609

 14. 営業預り金の増減額（減少：△）  △80,716 211,085 △255,120

 15. 未払消費税等の増減額（減少：△）  △222,884 728,973 △793,953

 16. 預り保証金の増減額（減少：△）  243,089 △4,559 309,612

 17. その他  △88,179 430,375 626,701

    小計  △10,963,895 21,328,264 △8,920,280

 18. 利息及び配当金の受取額  7,626 9,369 25,446

 19. 利息の支払額  △604,303 △474,203 △1,223,588

 20. 法人税等の支払額  △1,457,081 △1,548,588 △2,574,056

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △13,017,653 19,314,842 △12,692,479
   
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 1. 定期預金等の預入による支出  △388,400 △225,000 △1,186,800

 2. 定期預金等の払戻による収入  120,000 87,000 688,000

 3. 有形固定資産の取得による支出  △300,285 △396,606 △436,127

 4. 有形固定資産の売却による収入  50 122,243 50

 5. 無形固定資産の取得による支出  △24,746 △102,177 △86,134

 6. 投資有価証券の取得による支出  △9,330 △214 △138,267

 7. 投資有価証券の売却による収入  84,596 61,750 84,602

 8. 関係会社株式の取得による支出  △200,000 ― △200,000

 9. 貸付けによる支出  △355,250 ― △200,500

 10. 貸付金の回収による収入  ― 200 200,300

11. その他  11,567 26,215 △267

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,061,797 △426,588 △1,275,143
   
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 1. 短期借入金の純増減額（減少：△）  3,273,664 △9,851,768 5,751,432

 2. 長期借入れによる収入  10,041,000 ― 18,639,000

 3. 長期借入金の返済による支出  △4,802,958 △8,900,401 △20,573,473

 4. 株式の発行による収入  ― 55,566 5,656,976

 5. 自己株式の取得による支出  △74 △6 △1,357

 6. 配当金の支払額  △624,349 △827,241 △625,531

 7. その他  △237,730 △1,882 △318,835

  財務活動によるキャッシュ・フロー  7,649,552 △19,525,734 8,528,210

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △6,429,899 △637,481 △5,439,412

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  16,160,370 10,720,957 16,160,370

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 
 

9,730,471 10,083,476 10,720,957
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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 (1) 連結子会社の数 ４社 

   (株)菱和エステート 

   (株)菱和コミュニティー

   (株)東京マンスリー２１

   (株)菱和ファイナンス 

(2) 非連結子会社の数 １社 

   （株）菱和アセット 

               マネジメント

 

(1) 連結子会社の数 ４社 

   (株)菱和エステート 

   (株)菱和コミュニティー

   (株)東京マンスリー２１

   (株)菱和ファイナンス 

(2) 非連結子会社の数 １社 

   （株）菱和アセット 

               マネジメント

 

(1) 連結子会社の数 ４社 

   (株)菱和エステート 

   (株)菱和コミュニティー

   (株)東京マンスリー２１

   (株)菱和ファイナンス 

(2) 非連結子会社の数 １社 

   （株）菱和アセット 

               マネジメント

 

 連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は小規模で

あり、総資産、売上高、中

間純損益及び利益剰余金等

は、いずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼし

ていないため、連結の対象

から除いております。 

連結の範囲から除いた理由

同左 

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は小規模であ

り、総資産、売上高、当期純

損益及び利益剰余金等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないため、

連結の対象から除いておりま

す。 

2. 持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用していない非連

結子会社㈱菱和アセットマネジ

メントは、中間純損益及び利益

剰余金等から見て、持分法の対

象から除いても中間連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性がな

いため、持分法の適用範囲から

除いております。 

同左  持分法を適用していない非連

結子会社㈱菱和アセットマネジ

メントは、当期純損益及び利益

剰余金等から見て、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がない

ため、持分法の適用範囲から除

いております。 

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 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格に

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 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

中間決算日の市場価格に

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 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

   決算期末日の市場価格に

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 

 ② たな卸資産 

  販売用不動産及び仕掛販

売用不動産 

   個別法による原価法 

② たな卸資産 

  販売用不動産及び仕掛販売

用不動産 

同左 

② たな卸資産 

  販売用不動産及び仕掛販売

用不動産 

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 

  定率法 

  ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附

属設備を除く)については定

額法。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     6～50年

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(建物附

属設備を除く)については定

額法。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     3～50年

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(建物附

属設備を除く)については定

額法。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     6～50年
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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 無形固定資産 

  ソフトウェア(自社利用)に

ついて、社内における見込利

用可能期間(５年)に基づく定

額法 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上

基準 

① 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、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検討

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 

  従業員の賞与支給に充てる

ため、支給見込額に基づき

計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

同左 

 ③ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備える

ため、中間期末自己都合要

支給額を退職給付債務とし

て計上しております。 

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、期末自己都合要支給

額を退職給付債務として計

上しております。 

 ④ 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、役員退職慰労

金支給に関する内規に基づ

き中間期末要支給額を計上

しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

 

 

 

④ 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、役員退職慰労

金支給に関する内規に基づ

き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。 

同左 同左 

 (5) 重要なヘッジ会計の

方法 

① ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たして

いる金利スワップ及び金利

キャップについては特例処

理によっております。 

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 

      及び金利キャップ

ヘッジ対象…借入金 

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 

  ③ ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関する

権限規程及び取引限度額等

を定めた内部規程に基づ

き、ヘッジ対象に係る金利

変動リスクを一定の範囲内

でヘッジしております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 

③ ヘッジ方針 

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 ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップ及び金利キャ

ップは特例処理によっている

ため有効性の評価は省略して

おります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 (6) その他中間連結財務

諸表(連結財務諸表)作

成のための重要な事項 

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、資産にかかわるものは投資

その他の資産の「その他」に計

上し(５年償却)、それ以外は発

生年度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 

同左 

5. 中間連結キャッシュ・

フロー計算書(連結キャ

ッシュ・フロー計算書)

における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能

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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会計処理方法の変更 
 

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) 

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）を当中間連結会計期

間から適用しております。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

関する会計基準等） 

当中間連結会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月9日企業会計基準第5号）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」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準適用指針第8

号）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。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は32,841,698千円で

あります。 

中間連結財務諸表規則の改正によ

り、中間連結財務諸表は改正後の中

間連結財務諸表規則により作成して

おります。 

（固定資産の減損に係る会計基準）

 「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）を当連結会計年度か

ら適用しております。これによる損

益に与える影響はありません。 

 

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) 

(中間連結貸借対照表関係） 

証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされる投

資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資につ

いて、証券取引法の改正に伴い、44,608千円を｢投資有

価証券｣として表示することに変更いたしました。 

なお、前中間連結会計期間においては、投資その他の

資産の｢その他｣に36,233千円含まれております。 

― 
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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. 担保に供している資産と担保

付債務は次のとおりであります。 

ア．担保に供している資産 

現金及び預金 800,000 千円

販売用不動産 510,681

仕掛販売用 
不動産 

62,691,702

建物 171,160

土地 471,722

建設仮勘定 720,449

差入保証金 80,500

合計 65,446,216
 

※1. 担保に供している資産と担保

付債務は次のとおりであります。

ア．担保に供している資産 

現金及び預金 74,000 千円

販売用不動産 2,521,257

仕掛販売用 
不動産 

41,456,341

建物 591,367

土地 1,041,310

差入保証金 80,500

合計 45,764,776
 

※1. 担保に供している資産と担保付

債務は次のとおりであります。 

ア．担保に供している資産 

現金及び預金 3,100,000 千円

販売用不動産 10,772,895

仕掛販売用 
不動産 

49,056,341

建物 218,585

土地 504,898

建設仮勘定 740,449

差入保証金 80,500

合計 64,473,671
 

イ．担保資産に対応する債務 

短期借入金 9,528,000 千円

一年以内返済 
予定長期借入金 

23,073,416

前受金 822,700

長期借入金 27,671,659

合計 61,095,775

上記以外に、3,600千円(差入 

保証金)を営業保証供託金とし 

て差し入れております。 

イ．担保資産に対応する債務 

短期借入金 2,474,000 千円

一年以内返済 
予定長期借入金

23,471,428

長期借入金 11,391,031

合計 37,336,459

上記以外に、3,600千円(差入 

保証金)を営業保証供託金とし

て差し入れております。 

 

イ．担保資産に対応する債務 

短期借入金 11,761,768 千円

一年以内返済 
予定長期借入金 

18,656,608

長期借入金 25,013,252

合計 55,431,628

上記以外に、3,600千円(差入 

保証金)を営業保証供託金とし 

て差し入れております。 

 

 ２． 偶発債務 

    当社顧客の住宅ローンに対して

債務保証を行っております。 

449,200千円

３. 当社は、運転資金の効果的な

調達を行うため取引金融機関と

シンジケート方式によるコミッ

トメント・ライン設定契約及び

シンジケートローン契約を締結

しております。 

当中間連結会計期間末におけ

る上記契約に係る借入未実行残

高等は次の通りであります。 

ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ･ﾗｲﾝ等の総額 18,800,000千円 

借入実行残高 10,220,000

差引額 8,580,000
 

３. 当社は、運転資金の効果的な

調達を行うため取引金融機関と

シンジケート方式によるコミッ

トメント・ライン設定契約及び

シンジケートローン契約を締結

しております。 

当中間連結会計期間末におけ

る上記契約に係る借入未実行残

高等は次の通りであります。 

ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ･ﾗｲﾝ等の総額 16,690,000千円

借入実行残高 9,340,000 

差引額 7,350,000
 

３. 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行とコミッ

トメント・ライン設定契約を締結

しているほか、シンジケート方式

によるコミットメント・ライン設

定契約を締結しております。 

当連結会計年度末における上記

契約に係る借入金未実行残高等は

次の通りであります。 

ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ･ﾗｲﾝ等の総額 18,140,000千円

借入実行残高 11,610,000

差引額 6,530,000
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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) 

前連結会計年度末 

(平成18年３月31日) 

 ※４. 中間連結会計期間末日満期

手形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理をし

ております。 

なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期間

末残高に含まれております。 

支払手形   4,189,500千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※５. 販売用不動産の保有目的の変

更により、販売用不動産から建物

へ8,754千円、土地へ11,945千円

振り替えております。 
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(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年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. 固定資産売却益の内訳 

車両及び運搬具 32千円
 

※１. 固定資産売却益の内訳 

土地 71,398千円

工具、器具及び備品 40
 

※１. 固定資産売却益の内訳 

車両及び運搬具 32千円
 

 ※２. 固定資産売却損の内訳 

車両及び運搬具 45千円
 

※２. 固定資産売却損の内訳 

車両及び運搬具 68千円
 

※３. 固定資産除却損の内訳 

建物 654千円

工具、器具及び備品 199
 

※３. 固定資産除却損の内訳 

車両及び運搬具 1,402千円
 

※３. 固定資産除却損の内訳 

建物 654千円

工具、器具及び備品 199
 

  ※４. 平成20年２月13日満期円貨

建転換社債型新株予約権付社債

の新株予約権の行使終了による

繰延資産の一括償却によるもの

であります。 

 

 ※５. 当社が仕入を予定しており

ました物件につきまして平成18

年５月に起きました不祥事に伴

い合意契約を行った事による仕

掛販売用不動産等からの振替額

であります。 

 

 

※６. 当社が分譲を予定しており

ました物件につきまして、当社

から契約解除の申し出を行った

ことによる違約金の支払いであ

ります。 

※６. 当社から契約解除の申し出

等を行ったことによる違約金

の支払いであります。 

※６. 当社が分譲を予定しており

ました物件につきまして、当社

から契約解除の申し出を行った

ことによる違約金の支払いであ

ります。 
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（中間連結株主資本変動計算書関係） 

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.発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（千株） 45,632 113 ― 45,746

（変動事由の概要） 

増加の内訳は、次のとおりであります。 

ストックオプションの行使による増加  113千株 

 

2.自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（千株） 6 0 ― 6

（変動事由の概要） 

増加の内訳は、次のとおりであります。 

ストックオプションの行使により生じた端株の買取による増加  0千株 

 

3.配当に関する事項 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

1株当たりの

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成18年６月21日 

定時株主総会 
普通株式 821 18.0 平成18年３月31日 平成18年６月21日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年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 

現金及び預金勘定 10,136,471千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金等 △406,000

現金及び 
現金同等物 9,730,471

  

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 

現金及び預金勘定 10,577,476千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金等 △494,000

現金及び 
現金同等物 10,083,476

  

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 

 

現金及び預金勘定 11,092,457千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金等 △371,500

現金及び 
現金同等物 10,720,957

  
２. 重要な非資金取引の内容 
新株予約権の行使による

資本金増加額 244,000千円 

新株予約権の行使による

資本準備金増加額 244,000  

新株予約権の行使による

新株予約権付社債減少額 488,000  

 

 ２. 重要な非資金取引の内容 
新株予約権の行使による

資本金増加額 1,632,000千円

新株予約権の行使による

資本準備金増加額 1,632,000

新株予約権の行使による

新株予約権付社債減少額 3,264,000
 

 

(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18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及び中間

期末残高相当額 

(単位：千円) 

1. リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

(単位：千円)

1. リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

(単位：千円)

 
取得価額 

相当額 

減価償却 

累計額 

相当額 

中間期末 

残高 

相当額 

有形固定 

資産の 

その他 
211,968 63,555 148,413 

無形固定 

資産 
13,670 4,987 8,682 

合計 225,638 68,542 157,095 

  

 
取得価額

相当額

減価償却

累計額

相当額

中間期末

残高 

相当額

有形固定

資産の 

その他 
250,441 114,779 135,662

無形固定

資産 
29,887 12,874 17,013

合計 280,328 127,653 152,675

  

 
取得価額 

相当額 

減価償却 

累計額 

相当額 

期末残高

相当額

有形固定

資産の 

その他 
246,870 89,319 157,551

無形固定

資産 
30,752 10,536 20,215

合計 277,623 99,856 177,766

  

2. 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 46,234千円

１年超 116,916

合計 163,150  

  

2. 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 54,563千円

１年超 103,987

合計 158,551

  

2. 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 57,059千円

１年超 127,455

合計 184,514

  

3. 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 24,582千円

減価償却費 
相当額 

22,695

支払利息相当額 2,773

  

3. 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 32,055 千円

減価償却費 
相当額 

28,808

支払利息相当額 2,698

  

3. 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 55,167千円

減価償却費 
相当額 

51,135

支払利息相当額 5,579
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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18年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

4. 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

 

4. 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

4. 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

5. 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額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 
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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) 

1. その他有価証券で時価のあるもの(単位：千円) 
 

 取得原価 
中間連結貸借対照表 

計上額 
差額 

 (1) 株式 119,815 275,380 155,565 

 (2) その他 5,180 6,417 1,237 

合計 124,995 281,797 156,802 

(注) 減損の基準：減損処理にあたっては、当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
た場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、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っております。 

   なお、当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理の対象となったも
のはありません。 

2.  時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額(単位：千円) 
 

 中間連結貸借対照表計上額  

 その他有価証券   

  非上場株式 244,993  

  投資事業有限責任組合への出資 44,608  

合計 289,601  

 子会社株式及び関連会社株式 200,000  

 

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(単位：千円) 
 

 取得原価 
中間連結貸借対照表 

計上額 
差額 

 (1) 株式 120,235 301,868 181,633 

 (2) その他 5,180 6,102 922 

合計 125,415 307,971 182,555 

(注) 減損の基準：減損処理にあたっては、当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
た場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、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っております。 

なお、当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理の対象となったも
のはありません。 

2.  時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額(単位：千円) 
 

 中間連結貸借対照表計上額  

 その他有価証券   

  非上場株式 227,671  

  投資事業有限責任組合への出資 63,498  

合計 291,169  

 子会社株式及び関連会社株式 200,000  

 

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(単位：千円) 
    

 取得原価 
連結貸借対照表 

計上額 
差額 

 (1) 株式 228,751 403,683 174,931 

 (2) その他 5,180 8,120 2,940 

合計 233,932 411,803 177,871 

(注) 減損処理にあたっては、当連結会計年度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全て減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理
を行っております。 
なお、当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理の対象となったものは

ありません。 
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2. 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 (単位：千円) 
   

 連結貸借対照表計上額  

 その他有価証券   

  非上場株式(店頭売買株式を除く) 230,155  

  投資事業有限責任組合への出資 65,578  

 295,734  

 

(デリバティブ取引関係) 

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) 

1. 取引の状況に関する事項 

（1）取引の内容及び利用目的等 

  当社グル－プでは、借入金利息

について、将来の金利上昇が支払

利息に及ぼす影響を一定の範囲に

限定することを目的として、金利

スワップ取引及び金利キャップ取

引を行っております。 

（2）取引に対する取組方針 

  当社グル－プのデリバティブ取

引は、金利変動リスクのヘッジを

主眼として、投機的なデリバティ

ブ取引は一切実施しない方針であ

ります。 

（3）取引に係るリスクの内容 

  金利スワップ取引には市場金利

の変動によるリスクがあります。

一方、金利キャップ取引は、支払

プレミアム以上のリスクは被らな

いものであります。また、取引の

契約先は信用度の高い金融機関の

みであり、信用リスクはないと判

断しております。 

（4）取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引は、稟議決済

で承認を受けた上で社長室がこれ

を執行し、リスク管理は経理部に

て行っております。また、取引状

況について、当社の定時取締役会

へ報告する体制をとっておりま

す。 

2. 取引の時価等に関する事項 

  当中間連結会計期間におきまし

てはヘッジ会計が適用されている

ため、記載対象から除いておりま

す。 

1. 取引の状況に関する事項 

（1）取引の内容及び利用目的等 

同左 

 

 

 

 

 

（2）取引に対する取組方針 

同左 

 

 

 

 

（3）取引に係るリスクの内容 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

（4）取引に係るリスク管理体制 

同左 

 

 

 

 

 

 

2. 取引の時価等に関する事項 

同左 

1. 取引の状況に関する事項 

（1）取引の内容及び利用目的等 

同左 

 

 

 

 

 

（2）取引に対する取組方針 

同左 

 

 

 

 

（3）取引に係るリスクの内容 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

（4）取引に係るリスク管理体制 

同左 

 

 

 

 

 

 

2. 取引の時価等に関する事項 

  当連結会計年度におきましては

ヘッジ会計が適用されているた

め、記載対象から除いておりま

す。 
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(セグメント情報) 

1) 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) 

 
不動産販売 

事業 

不動産 
賃貸管理 
事業 

その他の事業 計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

15,485,886 742,901 475,608 16,704,396 ― 16,704,396

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― 14,212 26,719 40,932 (40,932) ―

計 15,485,886 757,114 502,328 16,745,329 (40,932) 16,704,396

  営業費用 13,744,044 565,111 438,507 14,747,663 (40,952) 14,706,710

  営業利益 1,741,841 192,002 63,821 1,997,665 20 1,997,685

(注)  事業区分の方法及び各区分の主な内容 

    事業区分は事業内容を勘案して次の通り分類しております。 

    不動産販売事業…………マンション等の販売 

    不動産賃貸管理事業……マンションの賃貸管理、不動産の賃貸、不動産の賃貸仲介 

    その他の事業……………不動産の建物管理等、ファイナンス事業等 

 

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) 
     (単位：千円) 

 
不動産販売 

事業 

不動産 
賃貸管理 
事業 

その他の事業 計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

42,630,850 1,128,353 552,702 44,311,905 ― 44,311,905

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

97,100 8,296 48,497 153,894 (153,894) ―

計 42,727,950 1,136,649 601,200 44,465,800 (153,894) 44,311,905

  営業費用 32,124,081 631,563 471,790 33,227,435 (155,963) 33,071,472

  営業利益 10,603,868 505,086 129,409 11,238,364 2,068 11,240,433

(注)  事業区分の方法及び各区分の主な内容 

   事業区分は事業内容を勘案して次の通り分類しております。 

   不動産販売事業…………マンション等の販売 

   不動産賃貸管理事業……マンションの賃貸管理、不動産の賃貸、不動産の賃貸仲介 

   その他の事業……………不動産の建物管理、ファイナンス事業等 
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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) 

 
不動産販売 

事業 

不動産 
賃貸管理 
事業 

その他の事業 計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

45,368,952 1,661,247 1,024,029 48,054,228 ― 48,054,228

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

44,960 25,181 58,400 128,541 （128,541） ―

計 45,413,912 1,686,428 1,082,429 48,182,770 （128,541） 48,054,228

  営業費用 38,161,322 1,116,921 890,540 40,168,784 （128,528） 40,040,255

  営業利益 7,252,589 569,507 191,889 8,013,986 （13） 8,013,973

 

(注)    事業区分の方法及び各区分の主な内容 

     事業区分は事業内容を勘案して次の通り分類しております。 

     不動産販売事業…………マンション等の販売 

     不動産賃貸管理事業……マンションの賃貸管理、不動産の賃貸、不動産の賃貸仲介 

     その他の事業……………不動産の建物管理、ファイナンス事業等 

 

2) 所在地別セグメント情報 

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きましては、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はないため該当事項はありません。 

3) 海外売上高 

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きましては、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 441円91銭

１株当たり中間純利益 18円07銭

潜在株式調整後1株当たり
中間純利益 

14円32銭
 

１株当たり純資産額 718円02銭

１株当たり中間純利益 137円93銭

潜在株式調整後1株当たり
中間純利益 

137円23銭
 

１株当たり純資産額 598円54銭

１株当たり当期純利益 94円51銭

潜在株式調整後1株当たり
当期純利益 

81円43銭
 

 
(1株当たり中間純利益の算定上の基礎) 

 
(1株当たり中間純利益の算定上の基礎)

 
(1株当たり当期純利益の算定上の基礎)

・中間純利益 636,004 千円 ・中間純利益 6,296,198千円 ・当期純利益 3,704,976千円

・普通株主に帰属しない金額 ・普通株主に帰属しない金額  ・普通株主に帰属しない金額  

 ― 千円  ―千円  ― 千円

・普通株式に係る中間純利益  ・普通株式に係る中間純利益  ・普通株式に係る当期純利益  

 636,004 千円  6,296,198千円  3,704,976千円

・普通株式の期中平均株式数  ・普通株式の期中平均株式数  ・普通株式の期中平均株式数  

 35,205,543 株  45,646,465株  39,199,762株 

（潜在株式調整後1株当たり中間純利

益の算定上の基礎） 

（潜在株式調整後1株当たり中間

純利益の算定上の基礎） 

（潜在株式調整後1株当たり当期純

利益の算定上の基礎） 

・中間純利益調整額 9,330千円 ・中間純利益調整額 ―千円 ・当期純利益調整額 ―千円

・普通株式増加数 9,853,770株   ・普通株式増加数 113,389株 ・普通株式増加数 6,300,511株

（うち新株予約権） (268,012株)  （うち新株予約権） (113,389株) （うち新株予約権） (326,775株)

（うち平成20年2月13日満期円貨建 

転換社債型新株予約権付社債） 

（うち平成20年2月13日満期円貨建 

転換社債型新株予約権付社債） 

(3,220,018株) 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後1株当たり中間純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の概要 (5,973,736株)

（うち平成22年3月31日満期円貨建 

転換社債型新株予約権付社債） 

平成22年3月31日満期円貨建 

転換社債型新株予約権付社債 

 

(6,365,740株) （額面金額 4,462,000千円）  
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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) 

Ⅰ 当社は、当中間連結会計期間終了
後、以下の通り新株予約権の権利行
使により新株を発行いたしました。 
 
その概要は次のとおりであります。 
１ 第１回新株予約権（第三者割当

て） 
（１）権利行使された期間 
    平成17年10月１日から 
    平成17年11月18日まで 
（２）新株予約権の減少額 

  5,000千円 
（３）資本金の増加額 

2,831,988千円 
（４）増加した株式の種類及び株数 

普通株式 6,000,000株 
（５）新株の配当起算日 
    平成17年10月１日 
 
２ 平成20年2月13日満期円貨建転換

社債型新株予約権付社債 
（１）権利行使された期間 
    平成17年10月１日から 
    平成17年11月30日まで 
（２）新株予約権付社債の減少額 

1,577,000千円 
（３）資本金の増加額 

788,500千円 
（４）増加した株式の種類及び株数 

普通株式 2,433,637株 
（５）新株の配当起算日 
    平成17年10月１日 
 
３ 平成22年3月31日満期円貨建転換

社債型新株予約権付社債 
（１）権利行使された期間 
    平成17年10月１日から 
    平成17年11月30日まで 
（２）新株予約権付社債の減少額 

251,000千円 
（３）資本金の増加額 

125,500千円 
（４）増加した株式の種類及び株数 

普通株式 290,508株 
（５）新株の配当起算日 
    平成17年10月１日 
 

― 

当社は平成18年5月8日、代表取締役

社長西岡進が電磁的公正証書原本不実

記録・同供用の容疑で逮捕され、同年

５月29日起訴されました。この事態を

受け、５月15日、代表取締役社長西岡

進から辞任の申出があり、これを受理

し、５月16日開催の取締役会におい

て、代表取締役社長に國分時夫を選任

いたしました。 

 なお、容疑に関しては現在も捜査中

でありますが、今後の動向如何によっ

ては、当社グル－プの翌連結会計年度

以降の財政状態及び経営成績に重要な

影響を及ぼす可能性があります。 
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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) 

Ⅱ 当社は、平成20年２月13日満期円
貨建転換社債型新株予約権付社債に
つき、130％コールオプション条項
（注）に基づく権利が発生したた
め、平成17年11月25日にこれを行使
いたしました。 
 
１ 繰上償還額 
 残存する本社債の全額 
 （平成17年11月25日現在残高 

281,000千円） 
２ 繰上償還予定日 
 平成18年１月31日 
 
（注）株式会社東京証券取引所におけ
る当社普通株式の終値が、30連続取
引日にわたり各取引日に適用のある
転換価額の130％以上であった場
合、当社の選択により残存する本社
債の全部を繰上償還しうる条項。 

― ― 

 

 

(2) その他 

該当事項はありません。 
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５. 生産、受注及び販売の状況 
(1) 生産実績 

該当事項はありません。 

 

(2) 契約実績 

 
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) 区分 

戸数(戸) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％) 

ワンルーム 117 20.6 2,743,709 21.4

ファミリー 25 38.5 1,057,807 38.6

合計 142 22.5 3,801,517 24.4

(注) 1. 上記金額には消費税等は含んでおりません。 

 
(3) 販売実績 

 
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) 

事業の種類別 

セグメントの名称 
区分 戸数(戸) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

ワンルーム 845 211.3 19,595,240 223.8

ファミリー 270 794.1 10,790,641 785.4

その他 ― ― 12,244,967 228.6
不動産販売事業 

小計 1,115 256.9 42,630,850 275.3

不動産賃貸管理事業 ― ― ― 1,128,353 151.9

その他の事業 ― ― ― 552,702 116.2

合計 ― 1,115 256.9 44,311,905 265.3

(注) 1. 上記金額には、消費税等は含んでおりません。 

   2. セグメント間の取引については相殺消去しております。 
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