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代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 　氏名　上　島　貫　志　　

問合せ先責任者　役職名 常務取締役管理本部長 　氏名　東　　宣　行　 ＴＥＬ　　（ 06 ）　6538　－　1721

決算取締役会開催日 平成 18年 11月 14日

米国会計基準採用の有無 無

１．平成18年9月中間期の連結業績（平成18年 4月 1日～平成18年 9月30日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月中間期 32,627 46.8 1,605 121.1 1,628 123.4

17年9月中間期 22,229 27.2 726 △30.2 728 △28.0

18年3月期 45,789 3,023 3,135

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 905 118.4 98 90 － －

17年9月中間期 414 △18.6 46 68 － －

18年3月期 1,563 169 87 － －

（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 9,160,380株 17年9月中間期 8,884,683株 18年3月期 9,011,928株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

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

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 50,966 11,278 22.1 1,231 21

17年9月中間期 37,364 9,456 25.3 1,032 37

18年3月期 52,965 10,654 20.1 1,159 54

（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 9,160,380株 17年9月中間期 9,160,380株 18年3月期 9,160,380株

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

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年9月中間期 △5,569 △1,447 4,621 4,155

17年9月中間期 2,595 △1,289 759 4,391

18年3月期 3,538 △3,079 3,764 6,549

(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 1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） －社　 （除外） －社 持分法（新規） －社　 （除外） －社

２．平成19年3月期の連結業績予想（平成18年 4月 1日～平成19年 3月31日）  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

通　期 60,000 3,120 3,200 1,760

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　192円 13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、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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１．企業集団の状況

　　当社グループは、当社及び連結子会社１社（株式会社やまとの湯）、非連結子会社１社（株式会社大和ファシリティー

ズ）により構成されており、商業用建物・産業用建物・福祉施設・賃貸用建物の建築請負事業のほか、マンション及び

宅地の分譲、さらには温浴施設の経営を主たる業務としております。

　各事業における当社グループの位置付けは次のとおりです。 

　(建築事業)

　建築事業においては、不動産流動化手法等を活用した土地活用の企画提案及びテナントリーシングを行うことにより、

商業用・産業用建物、福祉施設、賃貸建物（集合住宅）等の設計・建築請負及び施工監理のほか、商業施設の賃貸事業

も行っております。非連結子会社である株式会社大和ファシリティーズに商業施設「ブルメールＨＡＴ神戸」の運営管

理を委託しております。 

　(不動産事業)

　不動産事業においては、マンションの分譲及び宅地の供給、不動産の売買・仲介等を行っております。

　(温浴事業)

　温浴事業においては、「やまとの湯」の名称で大型温浴施設の直営店（20店舗）を経営しております。店舗の運営管

理は株式会社やまとの湯が行っております。

　(その他事業)

　その他事業においては、損害保険代理業等を行っております。

１．事業系統図

提案型建築請負（商業施設、福祉・医療施設
等）、商業施設賃貸

マンション分譲、宅地供給、大型商業施設の
開発・供給、不動産の売買・仲介・賃貸等

　　　店舗運営委託 　サービス提供

保険代理店事業等

顧
　
　
　
　
客

当
　
　
　
　
社

建
築
事
業

不
動
産
事
業

温
浴
事
業

そ
の
他
事
業

（連結子会社）
㈱やまとの湯

（非連結子会社）
㈱大和ファシリティーズ
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２．関係会社の状況

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業の
内容

議決権の
所有割合
又は

被所有割合
(％)

関係内容

（連結子会社）      

株式会社やまとの湯

(注)２
大阪市西区 10 温浴事業 100

温浴施設の運営を委託し

ております。また当社の

取締役のうち、1名が取締

役を、1名が監査役を兼任

しております。

　（注）１．連結子会社の主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

　２．特定子会社に該当しております。
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２．経営方針

１．会社の経営の基本方針

　当社は、限られた資源である「土地」を最大限に有効活用し、事業活動を通じてお客様の満足度を高め、お客様、

投資家、取引先、従業員、地域住民などの利害関係者（ステークホルダー）、及び社会に貢献することを基本方針と

して、提案型の建築事業、マンション分譲及び宅地供給を中心とする不動産事業、温浴事業などを中心に展開してお

ります。さらに、「不動産活用」をキーワードとした新規事業にも積極的に取り組んでおります。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な使命と認識しており、利益配当につきましては、将来の事業展開と

経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主資本配当率２％を目安として、安定した配当を継続して実

施していくことを基本方針としております。

３．目標とする経営指標

　当社は、安定的な企業成長を目指し、収益性を重視した経営を行っております。具体的な経営指標としましては、

経常利益率に主眼を置き、６％以上を安定的に達成することを目指しております。

４．中長期的な経営戦略及び対処すべき課題

(1）現状の認識及び対処方針

　　今後の見通しにつきましては、企業業績や民間設備投資は本格的な回復基調にあり、個人消費も回復を続けるも

のと予想されます。しかしながら、原油や建築資材等の高止まりにより、コストアップ要因も抱えており、当社グ

ループの事業の柱であります建築、不動産、温浴の各事業におきましては、依然、厳しい経営環境が続くものと思

われます。

　　このような環境ではありますが、当社グループは、「新しい価値を創造し、未来社会に貢献する企業」を目指し、

お客さま第一主義をモットーに快適な空間とサービスを提供し、お客様に感動を提供し続けたいと考えております。

(2）具体的取組状況

　　建築事業につきましては、土地の有効活用の提案を主体に展開しておりますが、企画提案力、コンサルティング

能力を更に強化し、事業提案から施工・引渡しまで一貫したサポート体制を構築してまいります。具体的には、不

動産流動化手法も活用し、大型商業施設の開発、及び中心市街地の再開発事業へも注力してまいります。

　また、高齢化社会の進展に呼応して有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム・高齢者賃貸住宅等の福祉関連施設

へも注力してまいります。 

　　不動産事業につきましては、まず、マンション事業において、高度化するご要望やニーズを把握し、土地の仕入

から企画・施工・販売・アフターサービスまでトータルにプロデュースし、自社ブランドの育成に努めるとともに、

他社との共同事業による大型プロジェクトや不動産投資ファンドなどへのマンションの一棟売りにも積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。さらに、建築事業及びマンション事業における土地情報などを活用し、宅地

供給事業にも注力してまいります。 

 　 　温浴事業につきましては、天然温泉を軸にお客様の本物志向への対応として従業員教育の拡充を図るとともに、

清潔で利用しやすい設備と心のこもったサービスを提供することにより、「やまとの湯」のブランドイメージを構

築し、会員数の増強とリピーターの確保に努めてまいります。

５．親会社等に関する事項

 該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

１．経営成績

　当中間連結会計期間のわが国経済は、原油高や米中経済の減速懸念といった不安材料を抱えながら、好調な企

業業績を背景に設備投資が牽引役となり、個人消費も緩やかながらも回復基調であったことから、景気は堅調に

推移しました。また、三大都市圏での基準地価が16年ぶりに上昇に転じるなど、大都市圏での地価反転の動きが

広がりました。

　建設業界におきましては、企業収益の回復に伴い民間設備投資は強含みで推移しておりまが、鋼材を中心とし

た建築資材価格の高止まりにより採算の悪化を余儀なくされております。当社グループが注力しております大型

商業施設につきましては、いわゆる「まちづくり三法」の改正により、郊外型大型商業施設の立地が抑制される

懸念が高まってまいりました。また、福祉介護業界におきましては、平成18年4月から各自治体が介護付有料老人

ホームの新設を抑制したことから、介護事業者は住宅型有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅の開設へシフトす

る動きがみられています。

　不動産業界におきましては、消費者の都心回帰志向を受けて都心の大型・高層マンションの人気が高まってい

ることや、ＲＥＩＴ（不動産投資信託）や不動産ファンド等の不動産投資意欲が旺盛であることから、マンショ

ンの販売戸数、契約率とも依然高水準にあります。しかしながら、用地取得競争が激化しており、一部の地域で

は地価の急激な上昇を招いております。

　温浴業界におきましては、スーパー銭湯は「癒しと憩い」を提供する施設として親しまれてまいりましたが、

新規参入等により施設数が増加しており、競争はますます激しくなっております。また、年々設備が大型化して

いるうえに原油価格高騰の影響を受けており、そのコスト増をいかに吸収するかが課題となっております。

　このような環境の中で、当社グループは建築事業においては大型商業施設及び福祉関連施設の受注に注力し、

不動産事業においては共同事業及び不動産ファンド向けのマンションの販売に重点を置きました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は32,627百万円（前中間連結会計期間比46.8％増）、営業利益は

1,605百万円（同121.1％増）、経常利益は1,628百万円（同123.4％増）、中間純利益は905百万円（同118.4％増）

と前中間連結会計期間対比では大幅な増収増益となりました。

事業の種類別セグメントごとの業績は次のとおりであります。

（建築事業）

　建築事業におきましては、当社グループの強みである企画・提案型の営業を強力に展開しました。特に大型商

業施設及び医療・福祉施設については、営業店に専任者を設置し、専門部署による情報収集や営業サポートなど

営業体制の強化に注力したことにより、順調に受注に結びつけることができました。

　以上の結果、当事業の当中間連結会計期間末受注残高は11,529百万円（同40.8％減）、売上高は２件の大型商

業施設（モレラ岐阜、ブルメール舞多聞）が竣工したことなどにより20,898百万円（同79.0％増）となり、営業

利益は1,098百万円（同32.9％増）となりました。 

（不動産事業）

　不動産事業におきましては、用地価格の高騰によりマンション用地取得を厳選したことの影響もあり、当中間

連結会計期間中のマンションの竣工物件は４プロジェクトでしたが、下期には共同事業及び不動産ファンド向け

のマンションが相次いで竣工予定であることから、早期完売を目指して営業活動を展開いたしました。その結果、

マンション分譲の当中間連結会計期間末契約残高は21,593百万円（同71.0％増）となりました。

　一方、当中間連結会計期間の不動産事業の売上高は7,878百万円（同10.7％増）、営業利益は524百万円（同

993.4％増）となりました。    

（温浴事業）

　温浴事業におきましては、従業員教育の一環として、全社員を対象としたサービスマインド及びテクニカルス

キルの向上研修を実施し、質の高い顧客サービスの提供を行うとともに、水質の維持保全と施設内の安全確保に

努めました。競合店の出店などにより既存店の売上高は若干の減収となった上に、燃料費の高騰によるコストアッ

プ要因もありましたが、運営のスキルアップや経費の節減に注力しました。また、前連結会計年度に開店した尼

崎店（兵庫県）、大宮店（埼玉県）の２店舗がフル稼動いたしました。
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  以上の結果、当事業の売上高は3,798百万円（同12.2％増）、営業利益は472百万円（同40.1％増）となりまし

た。

２．財政状態

　当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金の減少5,569

百万円、投資活動による資金の減少1,447百万円、財務活動による資金の増加4,621百万円となり、あわせて2,394百

万円減少しました。この結果、当中間連結会計期間末の資金は4,155百万円（前中間連結会計期間比5.4％減）とな

りました。

　　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間においては、営業活動による資金は5,569百万円の減少となりました（前中間連結会計期間は

2,595百万円の増加）。これは主に、大型商業施設（モレラ岐阜、ブルメール舞多聞）の完成引渡しに伴う営業債権

債務の増減により、たな卸資産が8,802百万円、未成工事受入金及び前受金が5,953百万円それぞれ減少しておりま

すが、マンション分譲等に係る販売用土地・建物の増加による支出7,185百万円や、法人税等の支払1,012百万円等

が発生したこと等によるものであります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において、投資活動による資金の減少は1,447百万円（前中間連結会計期間比12.2％増）とな

りました。これは主に、匿名組合に対する出資等の投資有価証券の取得1,165百万円等によるものであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において、財務活動による資金の増加は4,621百万円（同508.8％増）となりました。これは

主に短期借入金の増加5,000百万円等によるものであります。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

第60期
平成17年3月期

第61期
平成18年3月期

第62期中間期
平成18年9月期

営業活動によるキャッシュ・フロー（千円） △2,284,152 3,538,382 △5,569,210

投資活動によるキャッシュ・フロー（千円） △1,745,983 △3,079,581 △1,447,271

財務活動によるキャッシュ・フロー（千円） 2,968,887 3,764,453 4,621,749

現金及び現金同等物の期末残高　　（千円） 2,326,546 6,549,801 4,155,067

債務償還年数　　　　　　　　　　（ 年 ） － 3.1 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（ 倍 ） － 31.9 －

（注）１．債務償還年数　　　　　　　　　　：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

２．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

３．第60期及び第62期中間期は営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数およびインタレス

ト・カバレッジ・レシオの記載はしておりません。

４．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。また利払いについては、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。
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３．通期の見通し

　平成18年度後半のわが国の経済情勢は、原油をはじめとする原材料価格の高止まりという懸念材料は残るものの、

企業収益の回復により設備投資は堅調に推移し、個人消費も回復基調が続くと予想されます。 

　このような中で、当連結会計年度は、建築事業においては、当社の得意とするテナントリーシング力を活かし大型

商業施設の開発が本格的に収益に寄与すると共に、今後ますますニーズの高くなることが予想される介護・福祉施設

に注力しております。

　また、不動産事業においては、マンション分譲で、近年の大型化、高層化に対応するために、大手ディベロッパー

との共同事業の推進によりリスク分散と収益機会の確保を図るとともに、不動産投資ファンド向けのマンションの一

棟売りにも注力しております。 

　さらに、温浴事業においては、当期は新規店の開業はないものの、既存20店舗の体制で、衛生管理やサービス面で

他社との差別化を図っております。 

　当連結会計年度の売上高につきましては、大型商業施設の建築請負物件が売上に寄与することから前連結会計年度

比大幅な増収になる見込であります。一方、利益につきましては、原価率が相対的に高い大型の建築請負物件が含ま

れているなどの要因により、営業利益及び経常利益ベースでは若干の増益にとどまると見込んでおります。しかしな

がら、前連結会計年度の営業利益及び経常利益には年金資産に係る数理差異の償却益という特殊要因をそれぞれ377百

万円、621百万円含んでおりましたので、実質的には当連結会計年度の営業利益及び経常利益予想は順調な増益基調に

あります。 

　現時点における当連結会計年度の業績見通しは、以下の通りであります。

 　 売上高　 　　  60,000百万円（前連結会計年度比31.0％増）

　　営業利益　　　　3,120百万円（　　　　同　　　 3.2％増）

　　経常利益　　　　3,200百万円（　　　　同　　　 2.1％増）

　　当期純利益　　　1,760百万円（　　　　同　　　12.6％増）

　また、セグメント別の売上高および営業利益の予想は以下の通りであります。

　セグメント別業績予想

 
売上高

（百万円）
営業利益
（百万円）

建築事業 30,400 1,540

不動産事業 22,000 1,860

温浴事業 7,500 820

その他事業 100 △30

全社費用 － △1,070

合　計 60,000 3,120

（建築事業）

　建築事業には、建築請負事業と建築請負に関する転貸事業などが含まれております。

　当連結会計年度につきましては、大型商業施設の竣工による建築請負による収入（モレラ岐阜、及びブルメール

舞多聞）及び新規転貸収入（ブルメール舞多聞）などの寄与により、30,400百万円（前連結会計年度比62.6%増）の

売上高を見込んでおります。それに伴い、営業利益も1,540百万円（同 7.8%増）と拡大する見込です。  

（不動産事業）

　不動産事業には、マンション事業と宅地供給事業などが含まれております。

　マンション事業につきましては、竣工済み物件及び仕掛中で、当連結会計年度に竣工・引渡し予定の物件が増加

しており、22,000百万円（同 10.1%増）の売上高を見込んでおります。しかしながら、営業利益については粗利益

率の低下により1,860百万円（同 0.5%減）を見込んでおります。 
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（温浴事業）

　当連結会計年度につきましては、やまとの湯の新規店開業の予定はございませんが、前連結会計年度にオープン

した尼崎店（兵庫県）、大宮店（埼玉県）が年間を通してフルに売上に寄与するため、7,500百万円（同 7.2%増）

の売上を見込んでおります。また、営業利益については売上高の拡大に伴い820百万円（同 21.7%増）を見込んでお

ります。 

４．事業等のリスク

　当社グループの事業その他に関するリスク要因について、主なものを以下に記載しております。当社はこれらのリ

スク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対処に努める所存でありますが、予見しがたいリ

スクが発生した場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態は、著しい悪影響を受ける可能性があります。

　なお、本項には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は中間決算短信提出日現在において判断したも

のであります。

(1) 法的規制について

　当社グループは、宅地建物取引業法、建設業法、国土利用計画法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、消費者

契約法、公衆浴場法、及び食品衛生法等の法令の他各種条例や行政指導による規制を受けております。これらの法的

規制等の改正が行われた場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　また、耐震強度偽装問題に関連して国土交通省が建築基準法を改訂し、これまで想定していなかったコストが発生

する場合には、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 許認可、免許及び登録について

　当社グループは宅地建物取引業免許及び建設業許可の取得並びに一級建築士事務所登録により建築事業及び不動産

事業を行っております。また、公衆浴場法、温泉法及び食品衛生法に基づき温浴事業の営業許可を受けております。

当社グループは、これらの免許、許認可及び登録の諸条件や関係法令の遵守に努めており、現状においては、当該免

許、許認可又は登録が取消しとなる事由は認識しておりません。しかしながら、万一法令違反等により免許、許認可

又は登録が取り消された場合には、当社グループの事業継続が困難となり、当社グループの業績に影響を与える可能

性があります。

(3) 引渡時期による業績変動について

　当社グループの建築事業及び不動産事業では、工事請負契約ないし不動産売買契約に基づき、物件が完成した時点

又は物件を顧客に引渡した時点で売上を計上する「工事完成基準」又は「引渡基準」を採用しております。したがっ

て、物件の完成・引渡時期により、同一年度内における上期・下期の経営成績に偏重が生じる可能性があり、当社グ

ループの業績を判断する際には留意する必要があります。また当社グループでは、工程管理を徹底し、完成・引渡し

の遅延防止に努めておりますが、予期し得ない事態により工事が遅延した場合には、物件の完成・引渡時期が翌期に

ずれ込み、当社グループの期間損益に影響を与える可能性があります。

(4) 減損会計について

　当社グループは、主に温浴事業や不動産賃貸事業において固定資産を有している他、多額のリース取引を行ってお

ります。平成16年3月期において不動産賃貸事業に係るリース資産の一部について減損処理を行い、平成18年3月期に

は温浴事業に係る固定資産及びリース資産の一部について減損処理を行いました。今後当社グループの固定資産及び

リース資産が減損処理の対象になった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(5) リース会計の変更が行われた場合の影響について

　当社グループは、主に温浴事業や不動産賃貸事業において、多額のリース取引を行っております。平成5年6月に企

業会計審議会より公表された「リース取引に係る会計基準」では、リース取引をファイナンス・リース取引とオペレー

ティング・リース取引に区分し、ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準

じて会計処理（以下「売買処理」）を行い、オンバランス処理することとされております。ただし、ファイナンス・

リース取引のうち所有権移転外ファイナンス・リースについては、例外的に賃貸借処理に準じた処理（以下「賃貸借

処理」）が認められております。当社グループでは、賃貸借処理を採用しており、オフバランス処理を行った上で、

売買処理を行った場合と同等の情報を注記で開示しております。
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　しかしながら、平成18年7月に(財)財務会計基準機構より「リース取引に関する会計基準(案)」が公表されており、

今後会計制度が変更された場合は、所有権移転外ファイナンス・リースに係るオフバランス処理ができなくなる可能

性があり、当社グループの貸借対照表の財務構成に影響を与えます。

(6) 顧客情報管理について

　当社グループは、建築事業における地主情報、テナント情報、マンション分譲における顧客情報、見込み客情報及

び温浴事業における会員情報を有しております。顧客情報の管理には万全を期しておりますが、万一それらの情報が

外部に漏洩した場合には、当社グループの信用が低下し業績に影響を与える可能性があります。

(7) 商業施設の賃貸事業について

　当社グループは、建築請負を行った複合商業施設についてリース会社等から賃借しこれらをテナントに賃貸するこ

とがあり、受取家賃は売上計上し支払家賃は原価計上しております。当該事業に関しましては、平成18年9月末におい

て所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかる未経過リース料期末残高相当額が、借手として4,729百万円、貸手

として2,414百万円となっております。また、解約不能オペレーティング・リース取引にかかる未経過リース料が、借

手として18,555百万円、貸手として13,843百万円となっております。

　当該事業は、一般的にテナントとの間で中途解約不能の賃貸借契約を締結し、中途解約の場合は一定の予告期間を

設け、違約金・賠償金を請求できるようにしております。しかしながら、テナントの倒産又は賃料引下げ要求があっ

た場合には、貸手としてのリース料の回収に懸念が生じ、また、金利上昇に伴い賃借料が引上げられ、そのコストを

テナントに転嫁できない場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(8) 温浴事業における安全衛生について

　当社グループの温浴事業の店舗は不特定多数の来場者があり、店舗内での安全衛生確保は極めて重要な事項であり

ます。

　近年レジオネラ属菌の発生が問題になっておりますが、当社グループでは水中で電気分解法により発生させた塩素

量を基準値内に自動制御するシステムに加えて、「施設管理マニュアル」に基づいた衛生管理を徹底しております。

さらに、全店舗において年１回休館日を設け、全ての機器、配管内の洗浄作業を徹底しております。

　また、当社グループの温浴事業の店舗では飲食店を経営しており、食品衛生法の規制対象であるため、管轄保健所

の営業許可を受けております。厨房内の器具・機材及び食材の取扱いについては「安全衛生管理マニュアル」に基づ

いた運営を徹底しております。

　このように安全衛生管理には万全を期しておりますが、万一レジオネラ属菌の増殖による事故等が発生した場合、

もしくは食中毒が発生した場合には、当該店舗の営業停止及び当社グループへの損害賠償請求はもとより、当社グルー

プ全体の評判が低下し長期にわたり来客数が減少することにより、当社グループの業績に影響を与える可能性があり

ます。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日現在）
当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成18年３月31日現在）

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  4,391,777   4,155,067   6,549,801  

２．受取手形及び完成
工事未収入金

  3,864,349   626,935   894,089  

３．たな卸資産  ※2  15,626,960   28,705,304   30,063,554  

４．その他   1,625,606   1,877,013   1,746,180  

貸倒引当金   △9,458   △2,090   △2,426  

流動資産合計   25,499,235 68.2  35,362,230 69.4  39,251,199 74.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築
物

 2,640,793   4,243,040   3,948,118   

減価償却累計
額

 △597,520   △896,296   △739,670   

減損損失累計
額

 － 2,043,272  △201,318 3,145,425  △201,318 3,007,130  

(2）土地   1,975,336   1,975,336   1,975,336  

(3）その他  1,514,418   1,226,047   1,213,704   

減価償却累計
額

 △382,425   △469,379   △429,057   

減損損失累計
額

 － 1,131,993  △13,449 743,217  △13,449 771,197  

有形固定資産合
計

  5,150,603   5,863,980   5,753,664  

２．無形固定資産   18,341   15,840   31,108  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※1,2  －   3,538,305   2,695,671  

(2）差入保証金   2,963,222   3,807,279   2,915,406  

(3）その他  ※2  3,770,307   2,403,088   2,330,844  

貸倒引当金   △36,750   △24,137   △12,441  

投資その他の資
産合計

  6,696,779   9,724,535   7,929,482  

固定資産合計   11,865,724 31.8  15,604,356 30.6  13,714,255 25.9

資産合計   37,364,959 100.0  50,966,587 100.0  52,965,454 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日現在）
当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成18年３月31日現在）

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、工事未
払金及び土地買
収未払金

 ※4  9,710,842   11,646,823   13,087,870  

２．短期借入金   6,000,000   15,000,000   10,000,000  

３．１年以内返済予定
の長期借入金

  1,021,650   300,000   300,000  

４．未成工事受入金及
び前受金

  3,072,936   3,463,578   8,545,170  

５．賞与引当金   211,000   221,000   214,000  

６．完成工事補償引当
金

  35,022   36,787   25,618  

７．その他   1,338,588   1,632,043   3,802,458  

流動負債合計   21,390,039 57.2  32,300,231 63.4  35,975,117 67.9

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   760,500   337,500   487,500  

２．長期預り保証金   2,049,809   3,512,311   2,372,174  

３．退職給付引当金   2,884,144   2,443,454   2,378,396  

４．役員退職慰労引当
金

  330,257   355,347   342,315  

５．その他   493,312   739,370   755,832  

固定負債合計   6,518,024 17.5  7,387,983 14.5  6,336,218 12.0

負債合計   27,908,063 74.7  39,688,215 77.9  42,311,336 79.9

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,749,175 4.7  － －  1,749,175 3.3

Ⅱ　資本剰余金   1,924,375 5.1  － －  1,924,375 3.6

Ⅲ　利益剰余金   6,154,647 16.5  － －  7,303,034 13.8

Ⅳ　土地再評価差額金   △387,254 △1.0  － －  △387,254 △0.7

Ⅴ　その他有価証券評価
差額金

  16,448 0.0  － －  65,284 0.1

Ⅵ　自己株式   △495 △0.0  － －  △495 △0.0

資本合計   9,456,895 25.3  － －  10,654,118 20.1

負債・資本合計   37,364,959 100.0  － －  52,965,454 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日現在）
当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成18年３月31日現在）

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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  1,749,175 3.4  － －

２．資本剰余金   － －  1,924,375 3.8  － －

３．利益剰余金   － －  7,947,754 15.6  － －

４．自己株式   － －  △495 △0.0  － －

株主資本合計   － －  11,620,808 22.8  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  44,817 0.1  － －

２．土地再評価差額金   － －  △387,254 △0.8  － －

評価・換算差額等
合計

  － －  △342,436 △0.7  － －

純資産合計   － －  11,278,371 22.1  － －

負債・純資産合計   － －  50,966,587 100.0  － －
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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   22,229,342 100.0  32,627,110 100.0  45,789,658 100.0

Ⅱ　売上原価   18,939,754 85.2  28,568,748 87.6  37,485,826 81.9

売上総利益   3,289,588 14.8  4,058,362 12.4  8,303,831 18.1

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

 ※1  2,563,467 11.5  2,453,203 7.5  5,280,452 11.5

営業利益   726,120 3.3  1,605,158 4.9  3,023,379 6.6

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  9,651   17,700   30,258   

２．受取配当金  463   9,169   4,867   

３．出資金運用益  －   74,706   －   

４．解約違約金収入  －   41,645   32,521   

５．補助金収入  63,000   －   63,000   

６．退職給付債務数理
差異償却

 －   －   244,991   

７．雑収入  13,002 86,118 0.4 27,658 170,880 0.5 54,362 429,999 0.9

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  50,397   66,847   116,258   

２．原油スワップ評価
損

 －   66,155   －   

３．新株発行費  31,796   －   31,796   

４．出資金運用損  －   －   126,139   

５．雑損失  1,072 83,265 0.4 14,152 147,155 0.4 43,483 317,676 0.7

経常利益   728,973 3.3  1,628,883 5.0  3,135,702 6.8

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  1,067   1,827   3,089   

２．固定資産売却益  ※2 4,523   －   4,523   

３．和解金  －   －   67,940   

４．ゴルフ会員権売却
益

 － 5,591 0.0 － 1,827 0.0 12,930 88,483 0.2

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除売却損  ※3 48   －   48   

２．投資有価証券評価
損

 －   55,505   －   

３．貸倒引当金繰入額  －   13,187   －   

４．減損損失  ※4 －   －   481,646   

５．和解金  －   －   40,500   

６．ゴルフ会員権評価
損

 5,350 5,398 0.0 － 68,692 0.2 5,350 527,544 1.1

税金等調整前中間
（当期）純利益

  729,166 3.3  1,562,018 4.8  2,696,641 5.9

法人税、住民税及
び事業税

 259,859   610,934   1,266,725   

法人税等調整額  54,561 314,421 1.4 45,103 656,038 2.0 △133,216 1,133,509 2.5

中間（当期）純利
益

  414,745 1.9  905,979 2.8  1,563,131 3.4
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   736,375  736,375

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１．増資による新株発行  1,188,000 1,188,000 1,188,000 1,188,000

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  1,924,375  1,924,375

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   5,884,118  5,884,118

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  414,745 414,745 1,563,131 1,563,131

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  114,906  114,906  

２．役員賞与  29,310 144,216 29,310 144,216

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  6,154,647  7,303,034

      

中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日　残高　　

　　　　

（千円）

1,749,175 1,924,375 7,303,034 △495 10,976,088 65,284 △387,254 △321,970 10,654,118

中間連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当（注） － － △229,009 － △229,009 － － － △229,009

利益処分による役員賞与

（注）
－ － △32,250 － △32,250 － － － △32,250

中間純利益 － － 905,979 － 905,979 － － － 905,979

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）

－ － － － － △20,466 － △20,466 △20,466

中間連結会計期間中の変動額

合計　     　　  （千円)
－ － 644,719 － 644,719 △20,466 － △20,446 624,253

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,749,175 1,924,375 7,947,754 △495 11,620,808 44,817 △387,254 △342,436 11,278,371

（注）平成18年6月29日の定時株主総会における利益処分項目です。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

    

税金等調整前中間（当
期）純利益

 729,166 1,562,018 2,696,641

減価償却費  148,742 204,093 345,320

減損損失  － － 481,646

貸倒引当金の増加又は減
少（△）額

 10,601 11,359 △20,739

賞与引当金の増加又は減
少（△）額

 △30,000 7,000 △27,000

退職給付引当金の増加又
は減少（△）額

 △217,184 65,057 △722,932

役員退職慰労引当金の増
加又は減少（△）額

 34,220 13,032 46,277

受取利息及び受取配当金  △10,115 △26,870 △35,125

支払利息  50,397 66,847 116,258

売上債権の増加（△）又
は減少額

 △3,392,875 267,153 △422,616

たな卸資産の増加（△）
又は減少額

 92,319 1,358,250 △14,344,275

仕入債務の増加又は減少
（△）額

 4,865,457 △1,088,847 8,087,806

未成工事受入金及び前受
金の増加又は減少（△）
額

 1,286,842 △5,081,592 6,759,076

預り金の増加又は減少
（△）額

 － △1,195,844 1,354,665

役員賞与の支払額  △21,750 △21,670 △29,310

その他  △245,112 △749,953 218,544

小計  3,300,709 △4,609,965 4,504,237

利息及び配当金の受取額  8,598 122,685 33,629

利息の支払額  △46,399 △68,975 △110,772

法人税等の支払額  △667,403 △1,012,955 △888,711

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 2,595,505 △5,569,210 3,538,382
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

    

投資有価証券の取得によ
る支出

 △1,045,830 △1,165,867 △2,179,475

投資有価証券の売却等に
よる収入

 － 213,605 －

有形固定資産の取得によ
る支出

 △507,926 △749,322 △1,355,749

差入保証金の差入による
支出

 △80,043 △932,564 △241,075

差入保証金の返還による
収入

 36,571 50,846 84,296

長期預り保証金の受入に
よる収入

 335,377 1,198,521 686,289

長期預り保証金の返還に
よる支出

 △27,527 △62,491 △59,490

その他  － － △14,376

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,289,378 △1,447,271 △3,079,581

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

短期借入金の純増減額  △1,000,000 5,000,000 3,000,000

長期借入金の返済による
支出

 △150,000 △150,000 △1,229,250

長期借入れによる収入  102,900 － 187,500

新株の発行による収入  1,921,203 － 1,921,203

自己株式の取得による支
出

 △45 － △45

配当金の支払額  △114,954 △228,250 △114,954

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 759,103 4,621,749 3,764,453

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額又は減少（△）額

 2,065,230 △2,394,733 4,223,254

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 2,326,546 6,549,801 2,326,546

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高

 4,391,777 4,155,067 6,549,801
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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 連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

㈱やまとの湯

　すべての子会社を連結の範囲に含

めております。

(1）連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

㈱やまとの湯

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

㈱大和ファシリティーズ

（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、合計の総資産、売上高、

中間純利益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）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であり

ます。

(1）連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

㈱やまとの湯

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

㈱モレラＣＤ

㈱大和ファシリティーズ

（連結の範囲から除いた理由）

 非連結子会社はいずれも小

規模であり、合計の総資産、

売上高、当期純利益（持分に

見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）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で

あります。

２．持分法の適用に関する事

項

　非連結子会社及び関連会社がない

ため、持分法は適用しておりません。

(1）持分法を適用した非連結子会

社及び関連会社

該当事項はありません。

(2）持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社の名称

㈱大和ファシリティーズ

（持分法を適用しない理由）

 中間純利益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等からみて、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、かつ重要性がない

ため持分法の適用範囲から除

外しております。

(1）持分法を適用した非連結子会

社及び関連会社

同左

(2）持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社の名称

㈱モレラＣＤ

㈱大和ファシリティーズ

（持分法を適用しない理由）

 当期純利益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等からみて、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、かつ重要性がないため

持分法の適用範囲から除外し

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

　中間連結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

その他有価証券

 時価のあるもの

　中間連結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

その他有価証券

時価のあるもの

　連結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

　移動平均法に基づく原価法

　なお、匿名組合への出資（証券

取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）につい

ては、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な最

近の決算書を基礎とし、持分相

当額を純額で取り込む方法に

よっております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

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）

 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 ③たな卸資産 ③たな卸資産

 販売用土地・建物

　個別法に基づく原価法

販売用土地・建物

同左

販売用土地・建物

同左

 未成工事支出金

　個別法に基づく原価法

未成工事支出金

同左

未成工事支出金

同左

 貯蔵品

　最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

定率法

　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）については定額法を採用し

ております。

　また、事業用借地契約による借

地上の建物については、耐用年数

を定期借地権の残存年数、残存価

額を零とする定額法によっており

ます。

　なお、主な耐用年数は次のとお

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）については定額法を採用し

ております。

　また、事業用借地契約による借

地上の建物については、耐用年数

を定期借地権の年数、残存価額を

零とする定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物　　３～50年

①有形固定資産

同左

 ②無形固定資産

定額法

　自社利用ソフトウエアについて

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）重要な繰延資産の処理

方法

新株発行費

　発生時に全額費用として処理し

ております。

────── 新株発行費

　発生時に全額費用として処理し

ております。

(4）重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

　営業債権等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

権及び破産債権、更生債権等につ

いては財務内容評価法により回収

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

　従業員の賞与の支給に充当する

ため、支給見込額のうち当中間連

結会計期間に負担すべき額を計上

しております。

②賞与引当金

同左

②賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充当する

ため、支給見込額のうち当連結会

計年度に負担すべき額を計上して

おります。

 ③完成工事補償引当金

　完成工事等の瑕疵担保責任に基

づく補償費に備えるため、過去の

完成工事等に係る補償費の実績を

基準にして計上しております。

③完成工事補償引当金

同左

③完成工事補償引当金

同左

 ④退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。

　数理計算上の差異は発生の連結

会計年度に一括処理しております。

④退職給付引当金

同左

④退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を計

上しております。

　数理計算上の差異は発生の連結

会計年度に一括処理しております。
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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）

 ⑤役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当中間連結

会計期間末要支給額を計上してお

ります。

⑤役員退職慰労引当金

同左

⑤役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

(5）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

(6）重要なヘッジ会計の方

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。

　ただし、ヘッジ会計の特例処理

の要件を満たす金利スワップ取引

については、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…金利スワップ取引

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…借入金の支払金利 ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左

 ③ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を

行っており、ヘッジ対象の識別は、

個別契約毎に行っております。

③ヘッジ方針

同左

③ヘッジ方針

同左

 ④ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、

その変動額の比率によって有効性

を評価しております。ただし、特

例処理によっている金利スワップ

取引については、有効性の評価を

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

(7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）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

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。なお、控除対象

外消費税等につきましては期間費用

として処理しております。

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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中間連結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）

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部に相当する金額は

11,278,371千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連結

貸借対照表の純資産の部については、中間連結

財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しております。

──────

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）

　従来、固定負債の「その他」に含めておりました「長期

預り保証金」は、当中間連結会計期間末において資産総額

の100分の５を超えたため、区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間末の「長期預り保証金」の金

額は、1,359,132千円であります。

（中間連結貸借対照表）

　従来、投資その他の資産の「その他」に含めておりまし

た「投資有価証券」は、当中間連結会計期間末において資

産総額の100分の５を超えたため、区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間末の「投資有価証券」の金額

は、1,506,672千円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　従来、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて「そ

の他」に含めておりました「預り金の増加又は減少(△)

額」は、金額的重要性が増したため、区分掲記しておりま

す。

　なお、前中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・

フローの「預り金の増加又は減少(△)額」は444,301千円

であります。
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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日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日現在）

────── ※１．非連結子会社に対するものは次のとお

りであります。

 　投資有価証券　　　　　  3,900千円

※１．非連結子会社に対するものは次のとお

りであります。

 　投資有価証券　　　　　 13,900千円

※２．担保に供している資産

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保に供している資産

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保に供している資産

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

たな卸資産

（販売用土地）
850,799千円

その他投資その他の

資産（投資有価証券）
185,372千円

現金及び預金

（定期預金）
  100,000千円

たな卸資産

（販売用土地）
  831,781千円

投資有価証券 1,947,638千円

たな卸資産

（販売用土地）
     825,838千円

投資有価証券    1,017,233千円

　上記たな卸資産（販売用土地）は１年

以内返済予定の長期借入金721,650千円、

長期借入金123,000千円の担保に供してお

ります。

　また、その他投資その他の資産（投資

有価証券）は㈲ＨＡＴ神戸アセットの債

務の担保に供しております。

　上記現金及び預金（定期預金）は未成

工事受入金及び前受金100,000千円の担保

に供しております。

　また、上記たな卸資産（販売用土地）

は未成工事受入金及び前受金54,000千円

の担保に供しております。

　また、投資有価証券は㈲ＨＡＴ神戸ア

セット及び㈲美濃メガモールの債務の担

保に供しております。

　上記たな卸資産（販売用土地）は未成

工事受入金及び前受金54,000千円の担保

に供しております。

　また、投資有価証券は㈲ＨＡＴ神戸ア

セット及び㈲美濃メガモールの債務の担

保に供しております。

　３．偶発債務

　(1）債務保証

　３．偶発債務

　(1）債務保証

　３．偶発債務

　(1）債務保証

生駒市鹿の畑ニュータ

ウン共同企業体の借入

金

1,970,850千円

出資先 ㈱オフ・トラッ

クインフォメーション

センターのリース債務

(注)

310,023千円

計 2,280,873千円

(注)株主４社による共同連帯保証となっ

ております。

　(2）損失補填義務

　提出会社は、特別目的会社である㈲

ＨＡＴ神戸アセットとの間で建物賃貸

借契約を締結しておりますが、賃貸借

契約期間開始後５年経過ごとに中途解

約する権利を保有しております。また、

中途解約権の行使をはじめ、賃貸借契

約が中途解約となった場合には、㈲Ｈ

ＡＴ神戸アセットが土地信託受益権を

含む資産を売却し、売却代金を債務の

返済に充当した後、債権者に対して残

債務がある場合には、残債務相当額

（当中間連結会計期間末残高

1,980,000千円）を提出会社が同社に

支払う契約を締結しております。

取引先 ㈱セイキョウ

ホームの借入金
   220,000千円

出資先 ㈱オフ・トラッ

クインフォメーション

センターのリース債務

(注)

   259,749千円

計    479,749千円

(注)株主４社による共同連帯保証となっ

ております。

　(2）損失補填義務

　提出会社は、特別目的会社である㈲

ＨＡＴ神戸アセットとの間で建物賃貸

借契約を締結しておりますが、賃貸借

契約期間開始後５年経過ごとに中途解

約する権利を保有しております。また、

中途解約権の行使をはじめ、賃貸借契

約が中途解約となった場合には、㈲Ｈ

ＡＴ神戸アセットが土地信託受益権を

含む資産を売却し、売却代金を債務の

返済に充当した後、債権者に対して残

債務がある場合には、残債務相当額

（当中間連結会計期間末残高

1,855,878千円）を提出会社が同社に

支払う契約を締結しております。

住宅ローン利用者のた

めの繋融資
    49,000千円

出資先 ㈱オフ・トラッ

クインフォメーション

センターのリース債務

(注)

   284,886千円

計    333,886千円

(注)株主４社による共同連帯保証となっ

ております。

　(2）損失補填義務

　提出会社は、特別目的会社である㈲

ＨＡＴ神戸アセットとの間で建物賃貸

借契約を締結しておりますが、賃貸借

契約期間開始後５年経過ごとに中途解

約する権利を保有しております。また、

中途解約権の行使をはじめ、賃貸借契

約が中途解約となった場合には、㈲Ｈ

ＡＴ神戸アセットが土地信託受益権を

含む資産を売却し、売却代金を債務の

返済に充当した後、債権者に対して残

債務がある場合には、残債務相当額

（当連結会計期間末残高1,932,165千

円）を提出会社が同社に支払う契約を

締結しております。

────── ※４．中間連結会計期間末日満期手形

　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　　　　2,823,810百万円

──────
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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．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりです。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりです。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりです。

販売手数料 194,514千円

販売促進費 623,093千円

貸倒引当金繰入額 6,451千円

役員報酬 46,520千円

役員退職慰労引当金

繰入額
69,845千円

従業員給与手当 660,419千円

賞与引当金繰入額 119,213千円

退職給付費用 150,006千円

減価償却費 3,634千円

販売手数料      279,551千円

販売促進費      427,350千円

役員報酬       52,860千円

役員退職慰労引当金

繰入額
      13,032千円

従業員給与手当      669,022千円

賞与引当金繰入額      169,455千円

退職給付費用      156,684千円

減価償却費      4,227千円

販売手数料      686,800千円

販売促進費    1,332,699千円

役員報酬       94,900千円

役員退職慰労引当金

繰入額
      81,902千円

従業員給与手当    1,388,302千円

賞与引当金繰入額      165,145千円

退職給付費用        4,373千円

減価償却費      8,220千円

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

す。

────── ※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

す。

その他有形固定資産 4,523千円 その他有形固定資産       4,523千円

※３．固定資産除売却損の内訳は次のとおり

です。

固定資産除却損  

 その他有形固定資産 48千円

────── ※３．固定資産除売却損の内訳は次のとおり

です。

固定資産除却損  

 その他有形固定資産   48千円

────── ────── ※４．減損損失

　　提出会社は、内部管理上、収支を把握し

ている最小単位を基礎として資産のグルー

ピングを行っており、建築事業に係る商業

施設の賃貸事業においては不動産等の物件

毎に、温浴事業においては店舗毎にグルー

ピングしております。

　　当連結会計年度において、業績の低迷に

より収益性が著しく低下している以下の温

浴施設（建物及び構築物、ファイナンス・

リース資産等）について、減損損失

（481,646千円)を特別損失に計上しました。

　　その内訳は、建物及び構築物201,318千円、

その他有形固定資産13,449千円、ファイナ

ンス・リース資産266,878千円であります。

場所 用途 種類 金額

兵庫県加
古川市

温浴施設
（加古川やま

との湯）

ファイナ
ンス・
リース資
産等

290,284
千円

福岡県福
岡市

温浴施設
（平尾やま

との湯）

建物及び
構築物等

191,361
千円

　　なお、当資産グループの回収可能価額は

使用価値により測定しており、将来キャッ

シュ・フローを6.5％で割引いて算定してお

ります。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 9,160,380 － － 9,160,380

合計 9,160,380 － － 9,160,380

 自己株式     

 　　普通株式 620 － － 620

合計 620 － － 620

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 229,009 25  平成18年３月31日  平成18年６月29日

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

該当事項はありません。

（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）

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

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 4,391,777千円

現金及び現金同等物 4,391,777千円

現金及び預金勘定    4,155,067千円

現金及び現金同等物    4,155,067千円

現金及び預金勘定    6,549,801千円

現金及び現金同等物    6,549,801千円
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①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（千円）

中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額
（千円）

(1）株式 385,209 412,762 27,553

(2）債券    

その他 200,000 200,000 －

(3）その他 100,000 100,137 137

合計 685,209 712,899 27,690

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 18,400

非上場内国債券 200,000

匿名組合出資 575,372

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（千円）

中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額
（千円）

(1）株式 992,243 1,069,440 77,197

(2）債券    

その他 200,000 197,280 △2,720

(3）その他 95,672 96,646 973

合計 1,287,916 1,363,366 75,450

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 23,400

非上場内国債券 200,000

匿名組合出資 1,947,638

（注）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55,505千円減損処理を行っております。
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前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

(1）株式 1,036,953 1,149,408 112,455

(2）債券    

その他 200,000 201,300 1,300

(3）その他 99,278 95,429 △3,849

合計 1,336,232 1,446,138 109,905

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 18,400

非上場内国債券 200,000

匿名組合出資 1,017,233

③　デリバティブ取引

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）

　当社グループのデリバティブ取引は、ヘッジ会計が適用されている金利スワップ取引のみであり、取引の時価

等に関する事項につきましては、その記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況  

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

商品 原油価格スワップ 919,130 △32,457 △66,155

　（注）１．時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況  

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

商品 原油価格スワップ 351,585 33,698 33,698

　（注）１．時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

 
建築事業
（千円）

不動産事業
（千円）

温浴事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 11,673,801 7,115,745 3,386,118 53,677 22,229,342 － 22,229,342

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
－ － － － － － －

計 11,673,801 7,115,745 3,386,118 53,677 22,229,342 － 22,229,342

営業費用 10,847,058 7,067,801 3,048,938 53,101 21,016,899 486,322 21,503,222

営業利益 826,742 47,943 337,180 576 1,212,443 △486,322 726,120

　（注）１．事業区分の方法

　事業区分の方法は、現に採用している売上集計区分をベースに建築事業、不動産事業、温浴事業、その他

事業にセグメンテーションしています。

２．各区分に属する主要な内容

事業区分 主要な内容

建築事業 商業用建物・福祉関連施設・賃貸用建物等の建築請負、商業施設の賃貸等

不動産事業 マンションの分譲・売買、宅地売買、その他不動産売買、仲介手数料等

温浴事業 温浴施設（スーパー銭湯）の経営

その他事業 損害保険代理手数料収入等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は486,322千円であり、その主なもの

は総務部門等管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 
建築事業
（千円）

不動産事業
（千円）

温浴事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 20,898,469 7,878,872 3,798,082 51,684 32,627,110 － 32,627,110

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
－ － － － － － －

計 20,898,469 7,878,872 3,798,082 51,684 32,627,110 － 32,627,110

営業費用 19,799,797 7,354,639 3,325,713 72,415 30,552,566 469,385 31,021,951

営業利益 1,098,671 524,233 472,369 △20,730 2,074,544 △469,385 1,605,158

　（注）１．事業区分の方法

　事業区分の方法は、現に採用している売上集計区分をベースに建築事業、不動産事業、温浴事業、その他

事業にセグメンテーションしています。

２．各区分に属する主要な内容

事業区分 主要な内容

建築事業 商業用建物・福祉関連施設・賃貸用建物等の建築請負、商業施設の賃貸等

不動産事業 マンションの分譲・売買、宅地売買、その他不動産売買、仲介手数料等

温浴事業 温浴施設（スーパー銭湯）の経営

その他事業 損害保険代理手数料収入等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は469,385千円であり、その主なもの

は総務部門等管理部門に係る費用であります。
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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）

 
建築事業
（千円）

不動産事業
（千円）

温浴事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 18,701,171 19,990,193 6,995,349 102,943 45,789,658 － 45,789,658

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － － － －

計 18,701,171 19,990,193 6,995,349 102,943 45,789,658 － 45,789,658

営業費用 17,272,486 18,119,778 6,321,342 116,220 41,829,828 936,450 42,766,278

営業利益 1,428,684 1,870,415 674,006 △13,277 3,959,830 △936,450 3,023,379

　（注）１．事業区分の方法

　事業区分の方法は、現に採用している売上集計区分をベースに建築事業、不動産事業、温浴事業、その他

事業にセグメンテーションしています。

２．各区分に属する主要な内容

事業区分 主要な内容

建築事業 商業用建物・福祉関連施設・賃貸用建物等の建築請負、商業施設の賃貸等

不動産事業 マンションの分譲・売買、宅地売買、その他不動産売買、仲介手数料等

温浴事業 温浴施設（スーパー銭湯）の経営

その他事業 損害保険代理手数料収入等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は936,450千円であり、その主なもの

は総務部門等管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、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）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）において、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がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、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）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）において、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 1,032.37円

１株当たり中間純利益 46.68円

１株当たり純資産額   1,231.21円

１株当たり中間純利益     98.90円

１株当たり純資産額   1,159.54円

１株当たり当期純利益    169.87円

　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、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）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間（当期）純利益 （千円） 414,745 905,979 1,563,131

普通株主に帰属しない金額 （千円） － － 32,250

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (32,250)

普通株式に係る中間（当期）純

利益
（千円） 414,745 905,979 1,530,881

期中平均株式数 （千株） 8,884 9,160 9,011

（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）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　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

当社グループは生産活動を行っていないため、記載しておりません。

（2）受注実績

受注高

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自 平成17年4月 1日 (自 平成18年4月 1日 (自 平成17年4月 1日

至 平成17年9月30日) 至 平成18年9月30日) 至 平成18年3月31日)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

建築事業 19,313,787 10,026,037 29,254,664

受注残高

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自 平成17年4月 1日 (自 平成18年4月 1日 (自 平成17年4月 1日

至 平成17年9月30日) 至 平成18年9月30日) 至 平成18年3月31日)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

建築事業 19,488,631 11,529,705 22,402,137

 （注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

 ２．受注高・受注残高ともに外部顧客に対する受注高・受注残高を表示しています。

（3）契約実績

不動産事業のうち、マンション分譲事業の契約実績は次のとおりであります。

契約高

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自 平成17年4月 1日 (自 平成18年4月 1日 (自 平成17年4月 1日

至 平成17年9月30日) 至 平成18年9月30日) 至 平成18年3月31日)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

マンション分譲 9,166,989 15,129,985 21,678,353

契約残高

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自 平成17年4月 1日 (自 平成18年4月 1日 (自 平成17年4月 1日

至 平成17年9月30日) 至 平成18年9月30日) 至 平成18年3月31日)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

マンション分譲 12,628,677 21,593,401 14,176,323

 （注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

 ２．契約高・契約残高ともに外部顧客に対する契約高・契約残高を表示しています。

－ 29 －



（4）販売実績

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自 平成17年4月 1日 (自 平成18年4月 1日 (自 平成17年4月 1日

至 平成17年9月30日) 至 平成18年9月30日) 至 平成18年3月31日)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

建築事業 11,673,801 20,898,469 18,701,171

不動産事業 7,115,745 7,878,872 19,990,193

温浴事業 3,386,118 3,798,082 6,995,349

その他事業 53,677 51,684 102,943

 （注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

 ２．売上高は、外部顧客に対する売上高を表示しています。
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