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１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 26,090 (△18.2) 3,377 (35.5) 2,511 (17.1)

17年９月中間期 31,907 (42.3) 2,492 (121.0) 2,144 (231.0)

18年３月期 90,263 8,568 7,739

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 1,306 (3.7) 4,395 38

17年９月中間期 1,260 (281.0) 5,926 85

18年３月期 4,258 16,360 06

（注）１．期中平均株式数 18年９月中間期 297,238株 17年９月中間期 212,656株 18年３月期 254,812株

２．会計処理方法の変更 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）財政状況  

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 131,667 41,058 31.2 138,069 35

17年９月中間期 103,006 38,841 37.7 130,691 50

18年３月期 114,103 45,795 40.1 153,786 34

（注）１．期末発行済株式数 18年９月中間期 297,376株 17年９月中間期 297,201株 18年３月期 297,201株

２．期末自己株式数 18年９月中間期 －株 17年９月中間期 2.08株 18年３月期 2.08株

２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 108,000 10,100 5,300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　17,822円55銭

 (注）18年９月中間期の期末発行済株式数にて算出しております。

３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 － 3,273.00 3,273.00

19年３月期（実績） － －
3,564.51

19年３月期（予想） － 3,564.51

 

※　上記の予想の前提条件その他の関連する事項につきましては、添付資料の７ページを参照してください。
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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日現在)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日現在)

前事業年度要約貸借対照表
(平成18年３月31日現在)

 対前年期比

区分
注記

番号
金額(百万円）

構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金および預金 9,822 14,959 14,704  

２．受取手形 1,993 4,621 1,402  

３．売掛金 33 195 516  

４．完成工事未収入金 52 146 932  

５．販売用不動産  7,914 5,800 2,292  

６．仕掛販売用不動産 ※２ 36,683 51,559 31,727  

７．未成工事支出金 2,566 7,080 2,945  

８．販売用不動産出資金等 ※５ 11,382 11,438 13,078  

９．商品 183 904 681  

10．前渡金 ※２ 9,664 6,726 11,968  

11．前払費用 2,267 3,133 2,486  

12．繰延税金資産 170 375 407  

13．その他 ※３ 834 2,421 2,109  

貸倒引当金 △131 △589 △12  

流動資産合計 83,438 81.0 108,772 82.6 85,240 74.7 23,532

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１  

(1）建物 145 245 216  

(2) 土地 50 50 50  

(3) その他 78 132 120  

有形固定資産合計 274 0.3 428 0.3 387 0.4 40

２．無形固定資産 388 0.4 342 0.3 374 0.3 △32

３．投資その他の資産  

(1) 関係会社株式 ※２ 17,866 20,561 26,779  

(2) その他 1,038 1,656 1,414  

貸倒引当金 － △93 △94  

投資その他の資産合計 18,904 18.3 22,124 16.8 28,100 24.6 △5,976

固定資産合計 19,568 19.0 22,894 17.4 28,862 25.3 △5,967

資産合計 103,006 100.0 131,667 100.0 114,103 100.0 △17,564
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前中間会計期間末
(平成17年９月30日現在)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日現在)

前事業年度要約貸借対照表
(平成18年３月31日現在)

 対前年期比

区分
注記

番号
金額(百万円）

構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 5,158 7,541 11,193  

２．工事未払金 3,912 5,668 4,809  

３．短期借入金 ※２ 12,970 20,741 9,260  

４．コマーシャルペーパー 2,500 － 2,500  

５．１年以内に返済予定
の長期借入金

 4,780 15,362 15,262  

６．１年以内に償還予定
の社債

※２ 11,680 4,900 6,680  

７．未払法人税等 858 767 2,388  

８．前受金 2,071 3,695 3,088  

９．未成工事受入金 2,939 5,995 3,468  

10．その他 2,174 1,879 4,919  

流動負債合計 49,046 47.6 66,551 50.5 63,569 55.7 2,982

Ⅱ　固定負債  

１．社債  630 12,000 540  

２．長期借入金 ※２ 12,708 11,257 －  

３．退職給付引当金 23 26 23  

４．預り保証金 314 80 66  

５．繰延税金負債 1,441 693 4,108  

固定負債合計 15,117 14.7 24,057 18.3 4,738 4.2 19,318

負債合計 64,164 62.3 90,609 68.8 68,307 59.9 22,301

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 13,385 13.0 － － 13,385 11.7 －

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 13,584 － 13,584 －

２．その他資本剰余金  

自己株式処分差益 713 － 713 －

資本剰余金合計 14,298 13.9 － － 14,298 12.5 －

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 37 － 37 －

２．任意積立金  

(1)特別償却準備金 2 － 2 －

(2)別途積立金 7,605 － 7,605 －

３．中間（当期）未処分利益 1,335 － 4,334 －

利益剰余金合計 8,980 8.7 － － 11,979 10.5 －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 2,177 2.1 － － 6,133 5.4 －

Ⅴ　自己株式 △0 △0.0 － － △0 △0.0 －

資本合計 38,841 37.7 － － 45,795 40.1 －

負債・資本合計 103,006 100.0 － － 114,103 100.0 －
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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）

対前年期比

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

増減

（百万円）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 13,400 10.2 － － －

２　資本剰余金   

(1) 資本準備金 － 13,599 －  

(2) その他資本剰余金 － 713 －  

資本剰余金合計 － － 14,312 10.8 － － －

３　利益剰余金   

(1) 利益準備金 － 37 －  

(2) その他利益剰余金     

別途積立金 － 10,805 －  

繰越利益剰余金 － 1,380 －  

利益剰余金合計  － － 12,223 9.3 － － －

株主資本合計  － － 39,935 30.3 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価

差額金
－ － 1,122 0.9 － － －

評価・換算差額等合計 － － 1,122 0.9 － － －

純資産合計 － － 41,058 31.2 － － －

負債純資産合計 － － 131,667 100.0 － － －
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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）

対前中間期比
前事業年度要約損益計算書
（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 31,907 100.0 26,090 100.0 △5,816 90,263 100.0

Ⅱ　売上原価 25,935 81.3 19,532 74.9 △6,403 74,020 82.0

売上総利益 5,971 18.7 6,558 25.1 586 16,243 18.0

Ⅲ　販売費および一般管
理費

3,478 10.9 3,181 12.2 △297 7,674 8.5

営業利益 2,492 7.8 3,377 12.9 884 8,568 9.5

Ⅳ　営業外収益 ※１ 225 0.7 270 1.0 45 248 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２ 573 1.8 1,136 4.3 562 1,077 1.2

経常利益 2,144 6.7 2,511 9.6 367 7,739 8.6

Ⅵ　特別利益 ※３ 92 0.3 20 0.1 △72 177 0.2

Ⅶ　特別損失 ※4,5 97 0.3 373 1.4 275 709 0.8

税引前中間（当期）
純利益

2,138 6.7 2,157 8.3 19 7,206 8.0

法人税、住民税およ
び事業税

843 794  3,198

法人税等調整額 34 878 2.7 57 851 3.3 △26 △250 2,947 3.2

中間（当期）純利益 1,260 4.0 1,306 5.0 46 4,258 4.8

前期繰越利益 75 － － 75

中間(当期)未処分利
益

1,335 － － 4,334
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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
特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日 残高　　　(百万円) 13,385 13,584 713 14,298 37 7,605 2 4,334 11,979 △0 39,662

中間会計期間中の変動額

新株の発行 14 14  14       29

特別償却準備金の取崩し       △2 2 －  －

別途積立金の積立て      3,200  △3,200 －  －

剰余金の配当        △972 △972  △972

利益処分による役員賞与        △90 △90  △90

中間純利益        1,306 1,306  1,306

自己株式の処分   △0 △0      0 －

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（百万円） 14 14 △0 14 － 3,200 △2 △2,953 243 0 273

平成18年９月30日　残高　　（百万円） 13,400 13,599 713 14,312 37 10,805  － 1,380 12,223 － 39,935

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　  （百万円） 6,133 6,133 45,795

中間会計期間中の変動額

新株の発行   29

別途積立金の積立て   －

特別償却準備金の取崩し    －

剰余金の配当   △972

利益処分による役員賞与   △90

中間純利益   1,306

自己株式の処分   －

株主資本以外の項目の中間会計期間中の

変動額（純額）　　
△5,010 △5,010 △5,010

中間会計期間中の変動額合計（百万円） △5,010 △5,010 △4,736

平成18年９月30日　残高　  （百万円） 1,122 1,122 41,058
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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

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．資産の評価基準および評価方法

(1）有価証券

①子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

１．資産の評価基準および評価方法

(1）有価証券

①子会社株式および関連会社株式

同左

１．資産の評価基準および評価方法

(1）有価証券

①子会社株式および関連会社株式

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（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）

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（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）

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（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

　　　販売用不動産出資金等に計上された出

資証券は個別法による原価法、その他は

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）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

①販売用不動産、仕掛販売用不動産、未成

業務支出金および未成工事支出金

個別法による原価法

(3）たな卸資産

①販売用不動産、仕掛販売用不動産、未成

業務支出金および未成工事支出金

同左

(3）たな卸資産

①販売用不動産、仕掛販売用不動産、未成

業務支出金および未成工事支出金

同左

②商品

総平均法による原価法

②商品

同左

②商品

同左

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　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　　　　６～47年

その他　　　２～17年

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　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　　　　３～39年

その他　　　２～17年

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

同左

 

(2）無形固定資産

　定額法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　商標権　10年

　自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間　５年

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、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。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

３．引当金の計上基準

(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、当期末

における退職給付債務（自己都合退職によ

る要支給額）の見込額に基づき、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、当期末

における退職給付債務（自己都合退職によ

る要支給額）の見込額に基づき計上してお

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）

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。

４．リース取引の処理方法

同左

４．リース取引の処理方法

同左

５．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

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。

５．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

５．ヘッジ会計の方法

(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

　　　ヘッジ対象…借入金利息

(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

　当社の内部規程に基づき金利変動リス

クを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

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　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

動額等を基礎として判定しております。

(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．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。ただし、

資産に係る控除対象外消費税等は、発生

年度の期間費用として処理しております。

６．その他中間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

同左

６．その他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

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））および「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97百万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））および「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97百万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。

―――――― (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）および「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41,058百万円であります。

　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。 

――――――

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）

　　前中間期まで「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「関係会社株式」は区分掲記することに変更いたしま

した。なお、前中間期末における「関係会社株式」の金額は、945百

万円であります。

――――――
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前事業年度末
（平成18年３月31日現在）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

149百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

       121百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　 106百万円

※２　担保資産

イ．担保に供している資産

※２　担保資産

イ．担保に供している資産

※２　担保資産

イ．担保に供している資産

（百万円）

仕掛販売用不動産 21,512

前渡金 5,919

計 27,431

（百万円）

仕掛販売用不動産 38,157

前渡金 5,628

関係会社株式 3,675

計 47,460

（百万円）

仕掛販売用不動産 18,702

前渡金 5,075

関係会社株式 5,794

計 29,572

ロ．上記に対する債務 ロ．上記に対する債務 ロ．上記に対する債務

（百万円）

短期借入金 7,470

１年以内に返済予定の長

期借入金
4,780

長期借入金 12,708

計 24,958

（百万円）

短期借入金 16,891

１年以内に返済予定の長

期借入金
15,362

長期借入金 11,257

計 43,510

（百万円）

短期借入金 9,090

１年以内に返済予定の長

期借入金
15,262

計 24,352

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等（資産に係る控除対象外

消費税等は除く）および仮受消費税等は、

相殺のうえ、流動資産の「その他」に含

めて表示しております。

※３　消費税等の取扱い

同左

※３　消費税等の取扱い

――――――

　４　偶発債務

　顧客の住宅ローンに関して抵当権設定

登記完了までの間、金融機関等に対して

連帯債務保証を行っております。

　４　偶発債務

　顧客の住宅ローンに関して抵当権設定

登記完了までの間、金融機関等に対して

連帯債務保証を行っております。

　４　偶発債務

　顧客の住宅ローンに関して抵当権設定

登記完了までの間、金融機関等に対して

連帯債務保証を行っております。

一般顧客 4,560百万円 一般顧客      565百万円 一般顧客   5,611百万円

※５　販売用不動産出資金等

特定目的会社等を活用して不動産開発

事業を行っている物件のうち、開発完了

後、当該開発物件を直接または間接に販

売することを予定している物件に係わる

エクイティ（優先出資証券や匿名組合出

資金等）であります。

　　　　内訳は以下のとおりであります。

※５　販売用不動産出資金等

特定目的会社等を活用して不動産開発

事業を行っている物件のうち、開発完了

後、当該開発物件を直接または間接に販

売することを予定している物件に係わる

エクイティ（優先出資証券や匿名組合出

資金等）であります。

　　　　内訳は以下のとおりであります。

※５　販売用不動産出資金等

特定目的会社等を活用して不動産開発

事業を行っている物件のうち、開発完了

後、当該開発物件を直接または間接に販

売することを予定している物件に係わる

エクイティ（優先出資証券や匿名組合出

資金等）であります。

　　　　内訳は以下のとおりであります。

優先出資 840百万円

匿名組合出資 10,541

優先出資 1,911百万円

匿名組合出資 9,527

関係会社出資金 2,655

優先出資      919百万円

匿名組合出資 12,158
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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　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 199百万円

解約違約金収入 16

受取利息    13百万円

受取配当金 211

解約違約金収入 15

受取利息      203百万円

解約違約金収入 32

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 332百万円

社債利息 108

社債発行費 13

コマーシャルペーパー

利息

17

新株発行費 93

支払利息     380百万円

社債利息 128

社債発行費 110

コマーシャルペーパー

利息

2

貸倒引当金繰入額 511

支払利息      707百万円

社債利息 217

社債発行費 13

コマーシャルペーパー

利息

34

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

関係会社株式売却益 87百万円 投資有価証券売却益 20百万円  投資有価証券売却益 89百万円

 関係会社株式売却益 87

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

減損損失 97百万円 投資有価証券評価損       75百万円

関係会社株式評価損       12

関係会社株式売却損       284

固定資産除却損      80百万円

うち、建物 73

　　　工具器具備品 6

関係会社株式評価損 430

※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いた

しました。

※５　減損損失

――――――

 ※５　減損損失

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いた

しました。

場所 用途 種類 減損損失

東京都
港区

ホテル
工具器具備
品等

97百万円

　当社はキャッシュフローを生み出す最小

単位として、物件ごとに資産のグルーピン

グを行っております。

　収益性の低下により、上記の資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失として特別

損失（工具器具備品91百万円,その他６

百万円）に計上しております。

　なお、回収可能価額は使用価値により

測定しており、将来キャッシュフローを

６%で割り引いて算定しております。

場所 用途 種類 減損損失

東京都
港区

ホテル
工具器具備
品等

97百万円

　当社はキャッシュフローを生み出す最小

単位として、物件ごとに資産のグルーピン

グを行っております。

　収益性の低下により、上記の資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失として特別

損失（工具器具備品91百万円,その他６

百万円）に計上しております。

　なお、回収可能価額は使用価値により

測定しており、将来キャッシュフローを

６%で割り引いて算定しております。

６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額

有形固定資産 15百万円

無形固定資産 19

有形固定資産      21百万円

無形固定資産 52

有形固定資産      36百万円

無形固定資産 66
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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）

 自己株式の種類および株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加

　　株式数（株）

当中間会計期間減少

　　株式数（株）

当中間会計期間末

株式数（株）

 普通株式　（注） 2.08 － 2.08 －

 　　　　合計 2.08 － 2.08 －

（注）普通株式の自己株式の株式数の減少は、自己株式の消却によるものであります。
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①　リース取引

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.　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お

よび中間期末残高相当額

１.　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お

よび中間期末残高相当額

１.　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お

よび期末残高相当額

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額(百万
円)

有形固定資
産「その
他」(工具
器具および
備品)

3 0 2

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額(百万
円)

有形固定資
産「その
他」(工具
器具および
備品)

3 1 1

有形固定資
産「その
他」(車両
運搬具)

4 － 4

合計 7 1 5

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

有形固定資
産「その
他」(工具
器具および
備品)

3 1 1

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

    未経過リース料期末残高相当額

（百万円）

１年以内 0

１年超 1

合計 2

（百万円）

１年以内 1

１年超 4

合計 5

（百万円）

１年以内 0

１年超 1

合計 2

(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

額および減損損失

(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

額および減損損失

(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

額および減損損失

（百万円）

支払リース料 0

減価償却費相当額 0

支払利息相当額 0

(百万円）

支払リース料 0

減価償却費相当額 0

支払利息相当額 0

（百万円）

支払リース料 0

減価償却費相当額 0

支払利息相当額 0

(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

２.　オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料

(百万円） 

１年内 1

１年超 2

合計 4

(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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②　有価証券

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日現在）および前会計年度末（平

成18年３月31日現在）

子会社株式およ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 130,691円50銭

１株当たり中間純利益金額 5,926円85銭

１株当たり純資産額 138,069円35銭

１株当たり中間純利益金額 4,395円38銭

１株当たり純資産額 153,786円34銭

１株当たり当期純利益金額 16,360円06銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
5,834円58銭

　当社は、平成16年11月19日付で普通株式１株

を５株とする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。

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
4,370円00銭

 

 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
16,164円80銭

 

 

１株当たり純資産額

64,350円77銭

 

 

 

 

１株当たり中間純利益金額

1,561円82銭

 

 

 

 

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額

1,561円12銭

 

 

 

 

 

 

　（注）１.　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金

額は、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）純利益金額

中間（当期）純利益（百万円） 1,260 1,306 4,258

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 90

（うち、利益処分による役員賞与金） － － (90)

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 1,260 1,306 4,168

期中平均株式数（株） 212,656 297,238 254,812

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（百万円） － － －

普通株式増加数（株） 3,363 1,726 3,078

（うち、ストックオプション） (1,248) (1,726) (2,018)

（うち、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債） (2,115) － (1,060)

  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）

純資産の部の合計額（百万円） － 41,058 －

純資産の部の合計額から控除する金額（百万
円）

－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の
純資産額（百万円）

－ 41,058 －

 1株当り純資産額の算定に用いられた中間期末
（期末）の普通株式の数

－ 297,376 －
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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．当社は、商法第280条ノ20および第280条

ノ21の規定に基づき、平成17年6月29日開催

の第12期定時株主総会および平成17年11月28

日開催の取締役会においてストックオプショ

ンとして新株予約権の発行を決議し、平成17

年12月1日付で当該新株予約権を発行してお

ります。

(1)発行した新株予約権の数

　　5,520個

(2)新株予約権の目的となる株式の種類お

よび数

　　当社普通株式5,520株

(3)新株予約権の発行価額

　　無償

(4)新株予約権の行使時の払込金額

　　386,033円

(5)新株予約権の行使による株式を発行す

る場合の株式の発行価格および資本組

入額

　　発行価格

　　386,033円

　　資本組入額

　　193,017円

(6)新株予約権の行使期間

　　平成19年６月30日から平成24年６月29日

まで

(7)新株予約権の行使の条件

　①新株予約権者は、本新株予約権の全部

または一部につき、第三者に対して譲

渡、担保権の設定、遺贈その他一切の

処分をすることができないものとする。

　②上記の他、新株予約権の行使の制限その

他に関して定めるものとする。

　 当社は、平成18年11月13日開催の当社取

締役会において、持分法適用関連会社である

近藤産業㈱の株式を取得し、子会社とするこ

とを決議いたしました。

(1) 取得の目的

　同社の完全子会社化により、当社とし

て手薄である近畿エリアに強いデベロッ

パーをグループ傘下とし、両社の人材、

ブランド、不動産情報、仕入れノウハウ、

施工管理ノウハウ等の共有化を通じ、シ

ナジー効果を創出し、当社グループ全体

の物件供給力の飛躍的向上、収益基盤の

強化を図るため。

(2) 株式取得の相手会社の名称

ベイ・ウインド・リアルティ・ファイナ

ンス・ケイマン・カンパニー

17,250株(25%)

有限会社花水木開発

 17,250株(25%)

(3) 取得する会社の名称、事業内容

①会社の名称　

近藤産業株式会社

②事業内容　

不動産の総合デベロッパー

不動産の企画・開発・分譲

(4) 株式取得の時期

平成18年11月24日（予定）

(5) 取得する株式の数、取得価額および取得

後の持分比率

①取得する株式の数　34,500株

②取得価額　　　　　2,500百万円

③取得後の持分比率　100％

　１．当社は、商法第280条ノ20および第280

条ノ21の規定に基づき、平成17年6月29日開

催の第12期定時株主総会および平成18年４

月28日開催の取締役会においてストックオ

プションとして新株予約権の発行を決議し、

平成18年４月28日付で当該新株予約権を発

行しております。

(1)発行した新株予約権の数

　　4,435個

(2)新株予約権の目的となる株式の種類お

よび数

　　当社普通株式4,435株

(3)新株予約権の発行価額

　　無償

(4)新株予約権の行使時の払込金額

　　371,000円

(5)新株予約権の行使による株式を発行す

る場合の株式の発行価格および資本組

入額

　　発行価格

　　371,000円

　　資本組入額

　　185,500円

(6)新株予約権の行使期間

　　平成19年６月30日から平成24年６月29日

まで

(7)新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、本新株予約権の行使

時において、当社または当社子会社の

取締役、監査役もしくは従業員の地位

にあることを要す。ただし、任期満了

による退任および定年退職の場合（会

社の事前の承認なくして、同業他社ま

たは同業他社の提携企業への就職なら

びに会社と同一または類似する事業の

経営を行う場合を除く。）、その他取

締役会が正当な事由があると認めた場

合はこの限りでない。

②①にかかわらず、新株予約権者が権利

行使期間中に死亡した場合、その相続

人が新株予約権を行使できるものとす

る。
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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．当社は、当社の100％子会社であるエヴァ

ソンマッコイホームズ㈱の株式を創建ホーム

ズ㈱に譲渡する旨の基本合意書を、平成17年

12月２日付けで締結致しました。

(1)株式譲渡の理由

当社のグループ事業戦略の一環として

譲渡を決定したものです。

(2)売却する相手先の名称

　創建ホームズ㈱

(3)売却時期

　平成18年３月１日（予定）

(4)売却する子会社の名称および事業内容

商号 エヴァソンマッコイホー

ムズ株式会社

事業内容 輸入注文住宅の企画、設

計、施工、販売および監

理

(5)売却する株式数、売却価額、売却損益　

および売却後の持分比率

売却株数　480株

売却価額　未定

売却損益　未定

異動前持分比率　100％

異動後持分比率　 －％

 

 ────── 

２．当社は、当社の連結子会社である㈱メタ

ルフィットの株式をナイス㈱に譲渡する旨の

株式売買契約書を、平成18年５月１日付で締

結いたしました。

(1)株式譲渡の理由

当社のグループ事業戦略の一環として譲

渡を決定したものです。

(2)売却する相手先の名称

ナイス株式会社

(3)売却時期

平成18年５月31日（予定）

(4)売却する子会社の名称および事業内容

商号 株式会社メタルフィット

事業内容 木材・建材および建築用部

材の販売および輸出入業

務・研究開発業務

(5)売却する株式数、売却価格、売却損益　お

よび売却後の持分比率

売却株数　　　1,634,000株　　

売却価格　　　400,084千円

売却損益 　　　　　－千円

異動前持分比率　　 80.02%

異動後持分比率        ―%

３．当社は、当社の連結子会社であるエヴァ

ソンマッコイホームズ㈱の株式を創建ホー

ムズ㈱に譲渡する旨の株式譲渡契約書を、

平成18年６月12日付で締結いたしました。

(1)株式譲渡の理由

当社のグループ事業戦略の一環として譲

渡を決定したものです。

(2)売却する相手先の名称

創建ホームズ株式会社

(3)売却時期

平成18年７月21日（予定）

(4)売却する子会社の名称および事業内容

商号 エヴァソンマッコイホームズ

　株式会社

事業内容 輸入注文住宅の販売・建築　

業務

(5)売却する株式数、売却価格、売却損益お

よび売却後の持分比率

売却株数　　　 6,880株　

 売却価格　　32,691千円（予定）

売却損益 △287,309千円（予定）

異動前持分比率　　100%

異動後持分比率     ―%
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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）

 ──────  ────── ４．当社は、平成18年５月29日開催の取締役

会において、更生会社 ㈱宮古島砂山リゾー

トの株式を取得して子会社化することを決

議し、平成18年６月５日に株式譲渡契約を、

平成18年６月８日に株式売買予約契約を締

結いたしました。

(1)取得の目的

当社代表取締役社長の飯岡隆夫が、平成

18年５月18日に更生会社である㈱宮古島

砂山リゾートの更生管財人に選任された

ことに伴い、同社のリゾート開発事業を

推進するため。

(2)株式取得の相手会社の名称

　ウィンタイム有限会社

　350株（株式譲渡契約）

　沖縄県在住の個人２名

　合計400株（株式売買予約契約）

(3)取得する会社の名称、事業内容

①会社の名称

株式会社宮古島砂山リゾート

②事業内容

リゾート開発および経営

(4)株式取得の時期

平成18年６月９日（350株）

　(注）株式売買予約契約を締結した400株

については、当社は平成22年10月

31日までに売買完結を行う。

(5)取得する株式の数、取得価額および取得

後の持分比率

①取得する株式の数　350株

②取得価額　　　　　644,736千円

③取得後の持分比率　46.7％

(注）株式売買予約権を行使した場合の、

取得する株式の数、取得価額および

取得後の持分比率は以下のとおりに

なります。(平成18年６月９日取得分

含む。）

①取得する株式の数　750株

②取得価額　　　　　1,381,578千円

③取得後の持分比率　100％
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