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単元株制度採用の有無 無   

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 11,883 2.1 1,949 28.7 1,896 32.4

17年９月中間期 11,633 20.9 1,514 15.1 1,432 14.6

18年３月期 23,835 3,095 2,939

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 1,100 34.2 10,714 09

17年９月中間期 820 32.0 29,035 71

18年３月期 1,707 55,245 12

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 102,738.51株 17年９月中間期28,247.40株 18年３月期 30,247.40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であります。

④平成18年４月１日付をもって普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。

(2）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 22,106 8,949 40.5 87,049 70

17年９月中間期 24,468 4,456 18.2 157,758 82

18年３月期 23,868 8,119 34.0 236,030 64

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 102,737.64株 17年９月中間期 28,247.40株 18年３月期   34,247.40株

②期末自己株式数 18年９月中間期 6.36株 17年９月中間期 0.60株 18年３月期 0.60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 24,200 3,700 2,150

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　20,926円91銭

 

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － － － 7,000 － 7,000

19年３月期（実績） － － 　　　　　－ 　　　　　－ －  

19年３月期（予想） 　　　　　－ 　　　　　－ － 2,000 － 2,000

（注）19年３月中間期末配当金の内訳　記念配当　－円－銭　特別配当　－円－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、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。
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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）

対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 ※２ 846,810 1,138,288  916,934

２．売掛金 11,761 6,194  2,581

３．未成工事支出金 26,633 25,679  61,483

４．分譲土地建物
※2,
3,6

7,720,571 10,683,591  7,999,370

５．未成分譲土地
※
2,3

5,675,085 1,539,803  4,361,644

６．未成分譲建物 1,045,724 422,009  1,380,334

７．貯蔵品 30,112 22,690  29,206

８. 繰延税金資産 53,469 65,632  72,702

９．その他 461,615 310,691  418,937

貸倒引当金 △31 △5  △9

流動資産合計 15,871,752 64.9 14,214,575 64.3 △1,657,177 15,243,186 63.9

Ⅱ　固定資産  

(1)有形固定資産 ※１  

１．建物
※
2,3

3,291,929 3,170,649  3,465,673

２．構築物 ※３ 54,887 72,410  72,524

３．車両運搬具 1,892 1,302  1,541

４．工具器具備
品

60,730 58,765  56,126

５．土地
※
2,3

4,406,875 4,173,627  4,594,055

６．建設仮勘定 170,711 54,299  7,159

有形固定資産
合計

7,987,026 32.6 7,531,054 34.1 △455,971 8,197,080 34.3

(2)無形固定資産 97,533 0.4 86,021 0.4 △11,512 91,416 0.4

(3)投資その他の資
産

 

１．投資有価証
券

 109,419 15,000  15,000

２．関係会社株
式

90,000 90,000  90,000

３．長期貸付金 174,866 92,866  127,866

４．長期前払費
用

27,578 2,006  7,565

５．繰延税金資
産

52,515 49,654  64,188

６．その他 57,922 25,251  32,518

貸倒引当金 △174 △93  △126

投資その他の
資産合計

512,128 2.1 274,686 1.2 △237,441 337,012 1.4

固定資産合計 8,596,688 35.1 7,891,762 35.7 △704,925 8,625,509 36.1

資産合計 24,468,440 100.0 22,106,337 100.0 △2,362,102 23,868,695 100.0
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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）

対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．工事未払金 1,335,973 689,841  1,502,206

２．短期借入金
※
2,5

12,955,350 7,508,450  9,721,700

３．1年以内返済予
定長期借入金

※２ 752,409 997,424  566,400

４．1年以内償還予
定社債

100,000 －  100,000

５．未払法人税等 582,291 757,017  782,741

６. 完成工事補償引
当金

9,933 10,947  11,336

７．その他 540,687 424,267  526,722

流動負債合計 16,276,643 66.5 10,387,947 47.0 △5,888,696 13,211,105 55.4

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ※２ 3,480,307 2,560,920  2,273,805

２．退職給付引当金 34,029 37,294  39,974

３．その他 221,184 170,700  223,975

固定負債合計 3,735,520 15.3 2,768,914 12.5 △966,605 2,537,754 10.6

負債合計 20,012,164 81.8 13,156,861 59.5 △6,588,302 15,748,860 66.0

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 853,500 3.5 ―  △853,500 2,077,500  

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 618,000 ―  2,184,000

２．その他資本剰余
金

21,165 ―  21,165

資本剰余金合計 639,165 2.6 ―  △639,165 2,205,165 9.2

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 153,475 ―  153,475

２．任意積立金 1,970,000 ―  1,970,000

３．中間(当期)未
処分利益

826,566 ―  1,713,804

利益剰余金合計 2,950,041 12.1 ― ― △2,950,041 3,837,279 16.1

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

13,678 0.0 ― ― △13,678 ― ―

Ⅴ　自己株式 △109 △0.0 ― ― 109 △109 △0.0

資本合計 4,456,276 18.2 ― ― △4,456,276 8,119,835 34.0

負債資本合計 24,468,440 100.0 ― ― △24,468,440 23,868,695 100.0

 

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本

　１．資本金 ― ― 2,077,500 9.4 2,077,500 ― ―

  ２．資本剰余金         

   (1)資本準備金 ―   2,184,000    ―   

   (2)その他資本準
備金

―   21,165    ―   

  資本剰余金合計 ― ―  2,205,165 10.0 2,205,165 ― ―

  ３．利益剰余金        

   (1)利益準備金 ―   153,475    ―   

   (2)その他利益剰
余金

          

別途積立金 ―   3,400,000    ―   

    繰越利益剰余金 ―   1,108,422    ―   

  利益剰余金合計 ― ―  4,661,897 21.1 4,661,897 ― ―

  ４．自己株式 ― ― △1,281 △0.0 △1,281 ― ―

   株主資本合計 ― ― 8,943,280 40.5 8,943,280 ― ―

Ⅱ　新株予約権 ― ― 6,195 0.0 6,195 ― ―

純資産合計 ― ― 8,949,475 40.5 8,949,475 ― ―

負債純資産合計 ― ― 22,106,337 100.0 22,106,337 ― ―
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 11,633,865 100.0 11,883,330 100.0 249,465 23,835,455 100.0

Ⅱ　売上原価 9,085,941 78.1 9,006,346 75.8 △79,595 18,640,568 78.2

売上総利益 2,547,923 21.9 2,876,983 24.2 329,060 5,194,886 21.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

1,033,663 8.9 927,811 7.8 △105,851 2,099,205 8.8

営業利益 1,514,260 13.0 1,949,172 16.4 434,912 3,095,680 13.0

Ⅳ　営業外収益 ※１ 155,655 1.3 109,295 0.9 △46,360 328,048 1.3

Ⅴ　営業外費用 ※２ 237,734 2.0 161,511 1.3 △76,222 484,562 2.0

経常利益 1,432,181 12.3 1,896,955 16.0 464,774 2,939,167 12.3

Ⅵ　特別利益 ※３ 18,181 0.2 － － △18,181 59,319 0.3

Ⅶ　特別損失
※
4,5

34,515 0.3 34,769 0.3 253 71,386 0.3

税引前中間
（当期）純利
益

1,415,846 12.2 1,862,185 15.7 446,339 2,927,100 12.3

法人税、住民
税及び事業税

571,097 739,832  1,216,731

法人税等調整
額

24,566 595,663 5.1 21,603 761,436 6.4 165,772 2,947 1,219,679 5.1

中間（当期）
純利益

820,183 7.1 1,100,749 9.3 280,566 1,707,421 7.2

前期繰越利益 6,383 －  6,383

中間（当期）
未処分利益

826,566 －  1,713,804
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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）
2,077,500 2,184,000 21,165 2,205,165 153,475 1,970,000 1,713,804 3,837,279 △109 8,119,835

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て 1,430,000 △1,430,000 － －

剰余金の配当       △239,731 △239,731  △239,731

役員賞与       △36,400 △36,400  △36,400

中間純利益       1,100,749 1,100,749  1,100,749

自己株式の取得         △1,172 △1,172

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）
     1,430,000 △605,382 824,617 △1,172 823,445

平成18年９月30日　残高

 （千円）
2,077,500 2,184,000 21,165 2,205,165 153,475 3,400,000 1,108,422 4,661,897 △1,281 8,943,280

新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
― 8,119,835

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て －

剰余金の配当  △239,731

役員賞与  △36,400

中間純利益  1,100,749

自己株式の取得  △1,172

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

6,195 6,195

中間会計期間中の変動額合

計　　　　　（千円）
6,195 829,640

平成18年９月30日　残高

 （千円）
6,195 8,949,475
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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

① 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法を採

用しております。

(1)有価証券

① 子会社株式及び関連会社株式

 同左

(1) 有価証券

① 子会社株式及び関連会社株式

同左

② 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

づく時価法を採用しております。

(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

均法により算定しておりま

す。)

② その他有価証券

 

 

② 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

時価法を採用しております。

(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

均法により算定しておりま

す。)

時価のないもの

移動平均法による原価法を採

用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2)デリバティブ

金利スワップ取引

時価法を採用しております。

ただし、特例処理の要件を満た

している金利スワップ取引につ

いては、時価評価を行っており

ません。

(2)デリバティブ

金利スワップ取引

同左

(2) デリバティブ

金利スワップ取引

同左

(3) たな卸資産

① 未成工事支出金・分譲土地建

物・未成分譲土地・未成分譲建

物

個別法に基づく原価法を採用し

ております。

(3) たな卸資産

① 未成工事支出金・分譲土地建

物・未成分譲土地・未成分譲建

物

 同左

(3) たな卸資産

① 未成工事支出金・分譲土地建

物・未成分譲土地・未成分譲建

物

同左

② 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法を

採用しております。

② 貯蔵品

 同左

② 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

定率法を採用しております。た

だし、平成10年４月１日以降に取

得した建物については定額法を採

用しております。

なお、主な資産の耐用年数は次

のとおりであります。

　建物　　　　８～50年

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。た

だし、建物については定額法を採

用しております。

　なお、主な資産の耐用年数は次

のとおりであります。

　建物　　　　　８～50年

(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、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可

能期間(５年)に基づく定額法を採

用しております。

(2) 無形固定資産

 同左

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

 同左

(3) 長期前払費用

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．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) 完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用

に備えるため、過去の補償実績に

将来の補償見込みを加味して計上

しております。

(2) 完成工事補償引当金

 同左

(2) 完成工事補償引当金

同左

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務(簡便法により自己都合要支給

額の100％)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。

(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、

当事業年度末における退職給付債

務(簡便法により自己都合要支給

額の100％)に基づき計上しており

ます。

(4) 役員退職慰労引当金

 当社は従来、役員の退職慰労

金の支出に備えるため、内規に基

づく要支給額を計上しておりまし

たが、平成17年３月31日をもって

役員退職慰労金制度を廃止いたし

ました。

　これに伴い、平成17年３月31日

までの在任期間に応じた退職慰労

金の打切り支給を平成17年６月20

日開催の株主総会において決議い

たしました。

　なお、支給対象期間に係る役員

退職慰労金所要額118,625千円に

ついては、固定負債の「その他」

に計上しております。

――――――――――――

 

(4) 役員退職慰労引当金

 当社は従来、役員の退職慰労

金の支出に備えるため、内規に基

づく要支給額を計上しておりまし

たが、平成17年３月31日をもって

役員退職慰労金制度を廃止いたし

ました。

　これに伴い、平成17年３月31日

までの在任期間に応じた退職慰労

金の打切り支給を平成17年６月20

日開催の株主総会において決議い

たしました。

　なお、支給対象期間に係る役員

退職慰労金所要額118,625千円に

ついては、固定負債の「その他」

に計上しております。

４．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．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式を採用しております。

ただし、固定資産に係る控除対象

外消費税は、投資その他の資産に

計上し、５年間で均等償却をして

おり、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
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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31,422千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当該資産の金

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

31,422千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当該資産の金額か

ら直接控除しております。

 

 

 

 (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8,943,280千円であります。

　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。
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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

516,898千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

616,924千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

571,452千円 

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

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は次のとおりで

あります。

　担保に供している資産は次のとおりであ

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は次のとおりであ

ります。

現金及び預金 250,700千円

分譲土地建物 6,083,046

未成分譲土地 5,529,241

建物 3,012,830

土地 4,199,115

計 19,074,934

分譲土地建物 7,003,708千円

未成分譲土地 1,370,180

建物 2,775,861

土地 3,177,168

計 14,326,919

分譲土地建物 6,122,960千円

未成分譲土地 3,242,007

建物 2,653,217

土地 3,436,140

計 15,454,326

　上記には、担保権の設定が留保されてい

る分譲土地建物が、3,909,025千円、未成

分譲土地が2,112,830千円及び土地が

26,705千円含まれております。

　上記には、担保権の設定が留保されてい

る分譲土地建物が、3,494,380千円、未成

分譲土地が1,370,180千円含まれておりま

す。

　上記には、担保権の設定が留保されてい

る分譲土地建物が4,078,227千円、未成分

譲土地が1,394,647千円及び土地が82,965

千円含まれております。

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 12,955,350千円

１年以内返済予定

長期借入金
752,409

長期借入金 3,480,307

計 17,188,066

短期借入金 6,968,250千円

１年以内返済予定

長期借入金
777,536

長期借入金 2,231,076

計 9,976,862

短期借入金 9,721,700千円

１年以内返済予定

長期借入金
566,400

長期借入金 2,273,805

計 12,561,905

※３．分譲土地建物に計上していた土地16,705

千円及び未成分譲土地に計上していた土

地10,000千円について所有目的を事業用

に変更したため、土地へ振替処理してお

ります。

※３．固定資産に計上していた土地914,090千

円及び建物及び構築物等247,958千円に

ついて所有目的を販売用に変更したため、

分譲土地建物へ振替処理しております。

※３．固定資産に計上していた土地233,020千

円、建物及び構築物等139,487千円につ

いて所有目的を販売用に変更したため、

未成分譲土地へ51,981千円、分譲土地建

物へ320,526千円振替処理しております。

また、未成分譲土地82,965千円及び分譲

土地建物16,705千円について所有目的を

事業用に変更したため、土地へ振替処理

しております。

４．保証債務

(1)住宅ローン利用者に対する金融機関の融

資について保証を行っております。(住宅

ローン実行までの金融機関からのつなぎ

融資に対する保証)

670,800千円

４．保証債務

(1)住宅ローン利用者に対する金融機関の融

資について保証を行っております。(住宅

ローン実行までの金融機関からのつなぎ

融資に対する保証)

569,400千円

４．保証債務

(1）住宅ローン利用者に対する金融機関の融

資について保証を行っております。（住

宅ローン実行までの金融機関からのつな

ぎ融資に対する保証）

434,100千円

(2)子会社の銀行借入金に対して次のとおり

保証を行っております。

(2)子会社の銀行借入金及びリース取引に対

して次のとおり保証を行っております。

(2）子会社の銀行借入金及びリース取引に対

して次のとおり保証を行っております。

グランディ土木建設㈱ 113,902千円 グランディ土木建設㈱ 102,726千円

グランディプレカット㈱ 379,550

グランディ土木建設㈱ 107,806千円

グランディプレカット㈱ 409,453

※５．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行７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。

※５．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行１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。当該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。

　５．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行１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

ント総額

5,300,000千円

借入実行残高 4,655,000

差引額 645,000

当座貸越極度額 1,000,000千円

借入実行残高 ―

差引額 1,000,000

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ント総額

500,000千円

借入実行残高 ―

差引額 500,000

※６．分譲建物完成前の建売分譲土地は

4,495,604千円であります。

※６．分譲建物完成前の建売分譲土地は

3,242,549千円であります。

※６．分譲建物完成前の建売分譲土地は

4,447,886千円であります。
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．営業外収益のうち主要なものは、次のと

おりであります。

※１．営業外収益のうち主要なものは、次のと

おりであります。

※１．営業外収益のうち主要なものは、次のと

おりであります。

受取利息 2,619千円

受取配当金 4,361 

維持管理業務収入 53,209 

受取事務手数料 89,462

受取利息 3,566千円

受取配当金 67 

維持管理業務収入 43,230 

受取事務手数料 58,314

受取利息 6,541千円

受取配当金 6,033 

維持管理業務収入 109,578 

受取事務手数料 174,132

※２．営業外費用のうち主要なものは、次のと

おりであります。

※２．営業外費用のうち主要なものは、次のと

おりであります。

※２．営業外費用のうち主要なものは、次のと

おりであります。

支払利息 214,059千円 支払利息 130,091千円

融資手数料 20,499 

支払利息 395,100千円

融資手数料 51,499 

※３．特別利益のうち主要なものは、次のとお

りであります。

※３．―――――――――――――― ※３．特別利益のうち主要なものは、次のとお

りであります。

固定資産売却益 18,181千円 固定資産売却益 18,181千円

※４．特別損失のうち主要なものは、次のとお

りであります。

※４．特別損失のうち主要なものは、次のとお

りであります。

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

減損損失 31,422千円

固定資産除却損 3,093 

固定資産除却損 26,264千円 減損損失 31,422千円

固定資産除却損 38,819

 ※５．減損損失  ※５．―――――――――――――― ※５．減損損失

当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。

当事業年度において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

栃木県

矢板市
遊休資産 土地 31,422 

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

栃木県

矢板市
遊休資産 土地 31,422

 （経緯）

　今後の利用計画が無く、地価も下落してい

るため、減損損失を認識いたしました。

 （グルーピングの方法）

　個々の物件単位でグルーピングしておりま

す。

 （回収可能価額の算定方法等）

　正味売却価額を使用し、土地については、

主として路線価等に基づき評価しておりま

す。 

  （経緯）

  今後の利用計画が無く、地価も下落してい

るため、減損損失を認識いたしました。

 （グルーピングの方法）

　個々の物件単位でグルーピングしておりま

す。

 （回収可能価額の算定方法等）

　正味売却価額を使用し、土地については、

主として路線価等に基づき評価しております。

６．減価償却実施額は、次のとおりでありま

す。

６．減価償却実施額は、次のとおりでありま

す。

６．減価償却実施額は、次のとおりでありま

す

有形固定資産 64,847千円

無形固定資産 11,848

有形固定資産 74,132千円

無形固定資産 12,459

有形固定資産 143,140千円

無形固定資産 24,080
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①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。

（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 157,758円82銭 

１株当たり中間純利益金

額
29,035円71銭 

１株当たり純資産額 87,049円70銭

１株当たり中間純利益金

額
10,714円09銭

１株当たり純資産額 236,030円64銭

１株当たり当期純利益金

額
55,245円12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。

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、希薄化効果を有している潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

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。

 ―――――――――――― 　当社は、平成18年４月１日付で株式１株に

つき３株の株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間会計期間及び前事業年

度における１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額

52,586円27銭

１株当たり純資産額

78,676円88銭

１株当たり中間純利

益金額

9,678円57銭

１株当たり当期純利

益金額

18,415円04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。

なお、潜在株式調

整後１株当たり当期

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。

 ――――――――――――

(注)　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。

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）

中間(当期)純利益（千円） 820,183 1,100,749 1,707,421

普通株主に帰属しない金額（千円）  ―― ――  36,400

(利益処分による役員賞与金)    (　―― )   (　―― ) (36,400)

普通株式に係る中間(当期)純利益（千円） 820,183 1,100,749 1,671,021

普通株式の期中平均株式数（株） 28,247.40 102,738.51 30,247.40

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

――――――――― 新株予約権の数70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）

　平成17年10月31日及び平成17年11月15日開

催の取締役会において、下記のとおり新株式

の発行を決議し、平成17年12月５日に払込が

完了いたしました。

　この結果、平成17年12月５日付で資本金は

2,077,500千円、発行済株式総数は34,248株と

なっております。 

 

①　募集方法 ：一般募集

(ブックビルディング方

式による募集)

②　発行する株式の種

類及び数

：普通株式

6,000株

③　発行価格 ：１株につき

500,000円

一般募集はこの価格にて行いました。

④　引受価額 ：１株につき

465,000円

この価額は当社が引受人より１株当たりの

新株式払込金として受取った金額でありま

す。なお、発行価格と引受価額との差額の

総額は、引受人の手取金となります。

⑤　発行価額 ：１株につき

408,000円

（資本組入額

204,000円)

⑥　発行価額の総額 ：2,448,000千円

⑦　払込金額の総額 ：2,790,000千円

⑧　資本組入額の総額：1,224,000千円

⑨　払込期日 ：平成17年12月５日

⑩　配当起算日 ：平成17年10月１日

⑪　資金の使途 ：平成18年３月期中の土

地の仕入れ代金他

――――――――――――
 
 

　平成18年２月３日開催の当社取締役会の決

議に基づき、次のように株式分割による新株

式を発行しております。

１．平成18年４月１日付をもって普通株式

１株につき３株に分割します。

(1）分割により増加する株式数

普通株式　　68,496株

(2）分割方法

平成18年３月31日最終の株主名簿に

記載された株主の所有株式数を、１

株につき３株の割合をもって分割し

ます。

２．配当起算日

平成18年４月１日

当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前期における１株当

たり情報及び当期首に行われたと仮

定した場合の当期における１株当た

り情報は、それぞれ以下のとおりと

なります。

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

44,478円16銭 78,676円88銭

１株当たり当期純利

益金額

１株当たり当期純利

益金額

13,163円88銭 18,415円04銭

　なお、潜在株式調

整後１株当たり当期

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。

　なお、潜在株式調

整後１株当たり当期

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。
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