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単元株制度採用の有無 有（１単元 100 株） 

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                                 (百万円未満を切捨て) 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

百万円   ％

10,530（ 105.0）
5,136（  78.4）

百万円   ％

275（  －）
△99（  －）

百万円   ％

165（   －）
△236（   －）

18 年 3 月期    22,474        1,444     1,136         
 

 
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 

 
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

百万円   ％

           54（  －）
△162（  －）

円 銭

13  83  
△41  59  

円 銭

－ 
－ 

18 年 3 月期     599     153 08   －       
(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 18 年 9 月中間期 3,959,000 株 17 年 9 月中間期 3,906,584 株 18 年 3 月期 3,913,865 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、対前期増減率 

 (2) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 1 株 当 た り 純 資 産

 
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

百万円

21,112
16,797

百万円

1,997
1,208

％ 

9.5 
7.2 

円  銭
504   48 
308   76 

18 年 3 月期 19,954 2,016 10.1 509   38 
(注) 1．期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 3,959,000 株 17 年 3 月期 3,905,000 株  18 年 3 月期 3,959,000 株 

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

(3) キャッシュ・フローの状況 

 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

 
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

百万円

 534 
 △5,387 

百万円

△316 
△28 

百万円 

     △278    
  5,215    

百万円

4,454   
   2,060   

18 年 3 月期 △1,453 △198 3,905       4,514   

 

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  

 
通  期 

百万円

 26,097 
百万円

1,300   
百万円 

 685    
 

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）   86 円 60 銭 
※平成 18 年 9 月 30 日現在の株主に対し、平成 18 年 10 月 1 日付をもって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割し
ております。１株当たりの予想当期純利益（通期）は、株式分割後の発行済み株式数により算出しております。 
 
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 － 15.00 15.00 

19 年 3 月期（実績） － － 

19 年 3 月期（予想） － 15.00 15.00 

※平成 18 年 9 月 30 日現在の株主に対し、平成 18 年 10 月 1 日付をもって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割し
ております。株式分割前の１株に対しての年間配当金は 30 円に相当します。 
      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、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料 3ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況 

当社は、平成 18 年 9 月 30 日現在、親会社及び子会社は存在しておりません。 
 

 

２．経営方針 

 

 (1) 会社の経営の基本方針 

当社は「オーナーの利益第一主義」を基本理念に、“土地の有効利用を通じ、地域社会の「価

値」の創造に貢献すること”を経営理念として掲げております。 
そのため、土地活用の企画をはじめ、賃貸マンションの設計・施工・運営・入居斡旋・管理ま

での全ての業務を行う“総合一環システム”により、不動産事業全般へのサービスの提供を中心と

した住環境創造総合企業を目指し、さらなる業容の拡大と安定した経営を図って参ります。 
 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の１つと認識しております。長期的な経営基

盤の強化に留意しつつ、安定的な配当を行うことを基本方針としております。 

この方針に基づき、当期の配当金につきましては、１株につき配当金15円00銭を予定しており

ます。なお平成18年9月30日現在の株主に対し、10月1日付をもって、普通株式１株につき２株の

割合で株式分割をいたしましたので、この配当額は、分割前の株式１株あたり30円に相当し、全

事業年度と比較し、実質２倍の増配となります。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

    平成 14 年 2 月 1日に１単元の株式数を 1,000 株から 100 株に変更しております。また上記(2)

に記載しておりますように、普通株式１株に対して２株の割合で株式分割を行っております。今

後も当社の株式の流通性を高め、個人投資家の拡大を図るため、投資単位に留意してまいります。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社は、安定した収益力を維持するのみならず、常に先行投資的な経費支出を行いつつ業績の

拡大を図ることを目標としております。このことを踏まえ、中期的な経営指標としては、売上高

経常利益率を５％としております。 

平成 19 年 3 月期については、予想売上高経常利益率が 5.0％と、この指標を達成できる見通し

です。今後とも、継続的にこの経営指標を維持するべく、収益力の強化に努めてまいります。 

 

  (5) 中長期的な経営戦略 

収益不動産に対する長期的な需要見通しは、J-REIT の資産総額が数年のうちに 10 数兆円まで

拡大すると見られることなどから底堅く推移するものと考えております。 

市場動向としては、金利水準が緩やかに上昇すると見られるいっぽう、東京都心の不動産価格

がピークに達しつつあります。また、構造計算書の偽装に加え J-REIT への違法建築の組み入れ

などの問題が報道されております。これらの要因から不動産ファンド等の投資行動は、対象物件

の収益性と建築物としての品質の両面で、より選別色を強めるものと見ております。 

このような環境の下では、高い利回りと品質を確保した収益不動産の開発に特化した当社の強

みがますます発揮されると考えております。 

供給面では、大都市部を中心に局地的な地価の急上昇が発生しておりますが、当社は高値での

用地仕入は行わず、多様な仕入ルートの確保とスピーディな決裁、変形・狭隘地の活用、地価が

出遅れた地方都市での積極仕入等によって、事業計画上必要な用地を確保してまいる所存です。 
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これらの点を踏まえながら、当社は、下記の３点を重点施策として取り組んでまいります。 
① 福岡都市圏・東京圏での積極的な物件開発に加え、不動産ファンドのニーズに対応し、名古

屋市・大阪市・その他政令指定都市・九州主要都市等での開発の強化を強化いたします。 

② 賃貸マンションの開発を主軸としながらも、ビジネスホテル・商業ビル等の非レジデンシャ

ル物件の開発を手がけ、ノウハウを蓄積いたします。 
③ 物件供給の増加と大型化に対応するための、不動産管理部門の機能充実、とりわけ、リーシ

ングの強化、サブリース物件の賃料改訂及び機関投資家向けプロパティマネジメントの推進

により、不動産管理事業の収益性を強化してまいります。 
 

(6) 会社の対処すべき課題 

① 現状の認識及び当面の対処すべき課題の内容 

わが国の景況が上昇基調に転じていることに加えて、地価動向も全般的な基調は、下げ

止まりから強含みに転じつつあります。このため、仕入物件価格や金利水準の上昇が予想

されます。また、構造計算書偽装問題の発生により、マンション等の建築物に対する施工

監理の厳正さに目が向けられております。 

また、会社法の施行や証券取引法の大幅な改正に見られるように、企業にはより一層の

コンプライアンスの拡充が求められております。 

② 対処方針 

当社は、これらの課題に取り組んでいくには、組織体制の拡充と、人材の拡充及び活性

化が必要であると考えております。 

③ 具体的な取組状況 

このため、当中間期においては、旧「管理部」を、「総務部」及び「経理部」とし、管

理レベルの強化を図るいっぽう、不動産管理事業を担う旧「賃貸管理部」と旧「マネジメ

ント事業部」を統合し、「マネジメント部」とすることで効率化を図るなどしております。

また営業関連部署のみならず管理部門においても内部管理体制を強化するために規程、マ

ニュアルの見直しや内部監査の強化を行っております。 

また、人材の活性化を図るべく、当中間会計期間に、中堅管理職研修・女性社員研修・

個人情報保護研修などを実施しております。今後ともこのように、人材育成・研修体制の

強化を行ってまいります。 

 

(7) 親会社に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

(8) 内部管理体制の整備・運用状況 

内部管理体制の整備・運用状況については、有価証券上場規程第 8条の 3及び適時開示規則第

10条第3項に規定されているコーポレート・ガバナンスに関する報告書に記載しておりますので、

ご参照いただくようお願いします。 

 

(9) その他経営上の重要な事項 

関連当事者との取引については、都度、取締役会にて事前に取引条件の妥当性を審議し承認

のうえ取引を行い、有価証券報告書等において開示することとしております。 

また当社は、関連当事者取引について、その必要性を精査し、やむを得ない最小限度のもの

を除き、漸次解消を図ってゆくこととしております。この方針に沿い、当中間会計期間に、役

員の社宅を解消し、役員が所有する不動産の管理契約を大幅に削減いたしました。 
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３．経営成績及び財政状態 

 

(1) 経営成績 

 

① 当中間期の概況 

当中間会計期間のわが国経済は、原油高の影響による原材料価格の上昇が見られたものの、

米中への輸出が好調であったことや日銀のゼロ金利解除後も金利が比較的安定していたこと等

から、企業設備投資が好調でありました。また、雇用情勢は改善傾向が続いており、個人消費

も好調さを維持しております。このため、わが国経済は、米国経済の減速懸念や原油価格等の

原材料価格の上昇懸念はあるものの、引き続き堅調に推移するものと見られます。 

このような景況のなか、公示地価や都道府県地価調査において、全般的には地価は下落傾向

にあるものの下落幅は縮小傾向にあり、特に東京、大阪、名古屋の三大都市圏では、平成 18 年

の都道府県地価調査では商業地、住宅地ともに 16 年ぶりの上昇を見せております。また、当社

が基盤としている福岡都市圏でも、天神地区の商業地に加え一部の住宅地も上昇に転じ、三大

都市圏を除く地方圏の商業地上昇率上位 10 位のなかに７地点が入るなど、地方圏の中で際立っ

ております。 

このような地価の動きは、かつてのいわゆるバブル的なものではなく、収益やキャッシュ・

フローをベースとした価格形成によるものであり、その中心的役割を果たしているのは上場銘

柄数 39 銘柄、時価総額約 4 兆円に達した J-REIT や私募ファンドといった不動産証券化の動き

にあると見られております。これらの資金が、東京、大阪、名古屋の三大都市圏のみならず地

方都市にも流入しておりますが、とりわけ福岡は注目されております。 

当社においても、この様な動きに沿ってファンド向けの販売が増加しております。その結果、

当中間会計期間の業績は、不動産販売事業の売上高が 6,418,008 千円(前年同期比 312.4％)、

不動産管理事業の売上高が 2,803,369 千円(同 107.0％)、また建築請負事業の売上高も

1,308,644 千円(同 283.6％)と好調に推移し、全事業合計の売上高は 10,530,022 千円(同

205.0％)となりました。 

また、収益面では、売上原価が 9,518,484 千円(同 207.1％)と大幅な増加となったものの、販

売費及び一般管理費は 735,671 千円(同 114.9％)にとどまり、営業損益は前年同期の 99,295 千

円の赤字から 275,866 千円の黒字となり、経常損益も同様に 236,220 千円の赤字から 165,156

千円の黒字となっております。また、中間純損益は、前年同期の 162,509 千円の赤字から 54,755

千円の黒字となりました。 

 

② 通期の見通し 

通期の見通しについては、現在までに今期販売用の物件の仕入れを概ね充足し、受注及び工

事も計画通り推移しております。 

不動産販売事業は、前年度に着工した賃貸マンションなどの大型物件が相次いで竣工し引き

渡しとなる見込みであるうえ、引き続き既存リニューアル物件の販売が順調に推移することが

見込めることから売上高は昨年度を上回る予定です。 

建設請負事業は、前々事業年度より手がけている 30 階建の超高層賃貸マンションが平成 18

年９月に竣工し、進行基準売上の計上が終了したことから、売上高は前事業年度を若干下回る

見込みです。 

不動産管理事業は、不動産販売物件及び建設請負物件のプロパティマネジメントを受注する

ことにより管理戸数が増加することから、売上高は昨年度を若干上回る見込みです。 

以上の状況を踏まえた業績は、売上高 26,097 百万円、経常利益 1,300 百万円、当期利益 685

百万円を予想しております。 
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(2) 財政状態 

当中間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、税引前中間純損益が

前年同期の純損失から純利益に黒字転換したことや、前受金の増加によって、4,454,341 千円(前

年同期比 216.2％)となっております。 

 

中間会計期間におけるキャッシュ・フロー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) 

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、534,395 千円(前年同期は 5,387,237 千円

の流出超過)でありました。これは、税引前中間純損益の黒字転換、前受金の増加、仕入債

務の減少額の縮小及び棚卸資産の増加額の縮小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) 

投資活動により使用したキャッシュ･フローは、316,469 千円(前年同期比 288,284 千円増

加)でありました。これは、有形固定資産の取得及び投資有価証券の取得によるものであり

ます。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動により使用したキャッシュ･フローは、278,025 千円(前年同期は 5,215,456 千円

の流入超過)でありました。これは、長短借入金の返済によるものであります。 

 

(3) 事業等のリスク 

当社の事業等につき、経営成績、財政状態、株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクについて

は、下記のようなものがあります。当社といたしましては、これらのリスクを認識し、リスクの予

防・分散・回避・発生時の適切な対応に努める所存です。 

① 事業に係る関係法令・規制の改廃・新設等のリスク 

② 売上高の期末集中、入居率がサブリース取引に与える影響など経営成績変動リスク 

③ 構造計算書偽装等による、建築物の不信感の拡大と投資マインドの冷え込みリスク 

④ 代表取締役への依存リスク 

⑤ 必要な人材を確保できないリスク 

⑥ 有利子負債への依存リスク 

⑦ 関連当事者との取引の存在 

⑧ 入退居時の顧客とのトラブル等に代表される訴訟のリスク 

⑨ 個人情報漏洩のリスク 
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４．財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 
 

  前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  2,060,423 4,454,341 4,514,440 

２ 不動産事業未収入金  136,743 178,804 191,493 

３ 完成工事未収入金  492,706 ─ 1,295,998 

４ 販売用不動産 ※２ 387,928 398,414 ─ 

５ 仕掛販売用不動産 ※２ 11,348,363 12,908,131 11,481,031 

６ 未成工事支出金  36,266 44,733 17,661 

７ 仕掛品  14,700 ─ 14,700 

８ 貯蔵品  6,942 2,952 7,345 

９ その他  330,930 722,025 264,742 

10 貸倒引当金  △19,800 △17,900 △23,600 

流動資産合計   14,795,204 88.1 18,691,504 88.5  17,763,815 89.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２ 64,868 69,122 62,767 

(2) 構築物 ※２ 4,699 3,523 4,417 

(3) 器具及び備品 ※２ 1,562 12,317 2,372 

(4) 土地 ※２ 65,800 65,800 65,800 

有形固定資産合計  136,930 150,763 135,357 

２ 無形固定資産  28,272 10,950 30,072 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  187,815 525,437 321,152 

(2) 出資金  7,530 10,540 7,530 

(3) 長期売掛債権 ※４ 9,107 8,161 10,525 

(4) 長期前払費用  36,614 45,284 39,292 

(5) 敷金保証金  1,483,397 1,485,470 1,517,397 

(6) 繰延税金資産  55,721 114,954 65,588 

(7) その他  58,335 71,361 64,848 

(8) 貸倒引当金  △1,500 △1,500 △1,500 

投資その他の資産 
合計 

 1,837,021 2,259,710 2,024,835 

固定資産合計   2,002,225 11.9 2,421,423 11.5  2,190,265 11.0

資産合計   16,797,429 100.0 21,112,928 100.0  19,954,080 100.0

    

 



－6－ 

 

  前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 不動産事業未払金  498,189 476,752 2,623,270 

２ 完成工事未払金  431,841 1,640,052 1,180,290 

３ 短期借入金 ※２ 6,876,000 5,027,000 5,296,000 

４ 一年以内償還予定 
  社債 

 200,000 160,000 200,000 

５ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

※２ 3,686,724 4,449,200 1,775,200 

６ 未払法人税等  5,995 297,672 584,134 

７ 未成工事受入金  44,000 78,000 49,000 

８ 前受金  400,334 3,811,262 388,834 

９ 賞与引当金  35,984 42,019 42,322 

10 工事補償引当金  549 18,973 2,875 

11 リース資産減損勘定  ─ 8,996 ─ 

12 その他 ※３ 217,890 348,193 431,235 

流動負債合計   12,397,508 73.8 16,358,123 77.5  12,573,164 63.0

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  280,000 120,000 180,000 

２ 長期借入金 ※２ 2,080,660 1,813,000 4,336,600 

３ 退職給付引当金  12,856 17,939 15,844 

４ 役員退職慰労引当金  126,671 172,053 138,866 

５ 預り敷金  690,907 623,089 692,970 

６ 長期リース資産減損
勘定  ― 11,474 ― 

固定負債合計   3,191,094 19.0 2,757,556 13.0  5,364,280 26.9

負債合計   15,588,602 92.8 19,115,679 90.5  17,937,444 89.9

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   330,000 2.0 ― ―  350,020 1.7

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  254,495 ― 274,515 

資本剰余金合計   254,495 1.5 ― ―  274,515 1.4

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  10,293 ― 10,293 

２ 任意積立金  600,000 ― 600,000 

３ 中間(当期)未処分利
益         

 7,020 ― 768,701 

利益剰余金合計   617,314 3.7 ― ―  1,378,995 6.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  7,016 0.0 ― ―  13,103 0.1

資本合計   1,208,826 7.2 ― ―  2,016,635 10.1

負債資本合計   16,797,429 100.0 ― ―  19,954,080 100.0
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  前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   350,020 1.7  

２ 資本剰余金    

資本準備金   274,515  

資本剰余金合計   274,515 1.3  

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金   10,293  

(2) その他利益剰余金    

別途積立金   1,000,000  

繰越利益剰余金   364,072  

利益剰余金合計   1,374,366 6.5  

株主資本合計   1,998,902 9.5  

Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券 
 評価差額金   △1,653 0.0  

評価・換算差額等 
合計   △1,653 0.0  

純資産合計   1,997,248 9.5  

負債純資産合計   21,112,928 100.0  
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(2) 中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   5,136,267 100.0 10,530,022 100.0  22,474,722 100.0

Ⅱ 売上原価   4,595,246 89.5 9,518,484 90.4  19,674,604 87.5

売上総利益   541,020 10.5 1,011,537 9.6  2,800,118 12.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   640,316 12.4 735,671 7.0  1,355,619 6.0

営業利益又は 
営業損失(△) 

  △99,295 △1.9 275,866 2.6  1,444,498 6.5

Ⅳ 営業外収益 ※１  18,486 0.3 12,105 0.1  25,918 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  155,410 3.0 122,815 1.1  334,018 1.5

経常利益又は 
経常損失(△) 

  △236,220 △4.6 165,156 1.6  1,136,398 5.1

Ⅵ 特別利益 ※３  ─ ─ 3,619 0.0  ─ ─

Ⅶ 特別損失 ※4,5  2,688 0.1 48,062 0.5  3,020 0.0

税引前中間(当期)純
利益又は税引前中間
純損失(△) 

 

  △238,908 △4.7 120,714 1.1  1,133,378 5.1

法人税、住民税 
及び事業税 

 450 285,756 569,810  

法人税等調整額  △76,849 △76,399 △1.5 △219,797 65,958 0.6 △35,604 534,206 2.4

中間(当期)純利益又
は中間純損失(△)  

  △162,509 △3.2 54,755 0.5  599,172 2.7

前期繰越利益   169,529 ―  169,529

中間(当期)未処分利
益 

  7,020 ―  768,701
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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 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 350,020 274,515 274,515

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 

 別途積立金の積立 

 中間純利益 

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) 
─ ─ ─

平成18年９月30日残高(千円) 350,020 274,515 274,515

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計 
株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 10,293 600,000 768,701 1,378,995 2,003,531

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △59,385 △59,385 △59,385

 別途積立金の積立  400,000 △400,000 ─ ─

 中間純利益  54,755 54,755 54,755

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) 
─ 400,000 △404,629 △4,630 △4,630

平成18年９月30日残高(千円) 10,293 1,000,000 364,072 1,374,366 1,998,902

 
評価・換算差額等 

 
その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

 

平成18年３月31日残高(千円) 13,103 13,103 2,016,635

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 △59,385

 別途積立金の積立 ─

 中間純利益 54,755

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
△14,757 △14,757 △14,757

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
△14,757 △14,757 △19,386

平成18年９月30日残高(千円) △1,653 △1,653 1,997,248
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書 
 

  前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー  

１ 税引前中間(当期)純利益 
  又は税引前中間純損失  △238,908 120,714 1,133,378

２ 減価償却費  5,510 9,550 11,670

３ 減損損失  2,688 47,515 2,688

４ 貸倒引当金の増加額 

又は減少額（△）  300 △5,700 4,100

５ 賞与引当金の増加額 
  又は減少額（△）  △267 △303 6,071

６ 退職給付引当金の増加額 
  又は減少額（△）  △1,354 2,094 1,633

 
７ 工事補償引当金の増加額 
   

 125 16,098 2,451

８ 役員退職慰労引当金の増加額  23,000 33,187 35,195

９ 固定資産除却損  ─ 218 331

10 受取利息及び受取配当金  △1,743 △10,332 △2,238

11 支払利息及び社債利息  136,714 120,362 291,432

12 支払手数料  14,904 387 28,349

13 新株発行費  18 ─ 320

14 担保提供預金の解約  1,359,600 ─ 1,359,600

15 売上債権の増加額(△) 
  又は減少額  408,794 1,311,050 △450,665

16 たな卸資産の増加額  △2,842,468 △1,833,493 △2,569,007

17 その他流動資産の増加額   △96,105 △276,041 △78,846

18 仕入債務の減少額（△）  △3,758,328 △1,686,755 △884,798

19 未成工事受入金の増加額  44,000 29,000 49,000

20 前受金の増加額  77,961 3,422,428 66,461

21 その他流動負債の増加額 
  又は減少額（△）  △68,529 △85,094 154,742

   小計  △4,934,086 1,214,886 △838,130

22 利息及び配当金の受取額  1,687 10,275 2,154

23 利息の支払額  △141,975 △121,504 △303,918

24 法人税等の支払額  △312,862 △569,262 △313,312

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー  △5,387,237 534,395 △1,453,208

 



－11－ 

 

  前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー  

１ 有形固定資産の取得による支出  △302 △33,465 △1,257

２ 無形固定資産の取得による支出  ─ △490 △5,205

３ 投資有価証券の取得による支出  △7,500 △229,045 △140,500

４ 投資有価証券の売却等 
  による収入  11,808 ─ 21,686

５ 出資金の払込による支出  ─ △3,010 ─

６ その他投資活動による支出  △32,191 △50,459 △73,320

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー  △28,185 △316,469 △198,596

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー  

１ 短期借入れによる収入  6,094,000 3,750,000 9,942,000

２ 短期借入金の返済による支出  △1,648,000 △4,019,000 △6,001,000

３ 長期借入れによる収入  1,422,000 1,897,000 4,932,000

４ 長期借入金の返済による支出  △535,362 △1,746,600 △4,775,946

５ 社債の償還による支出  △80,000 △100,000 △180,000

６ 株式の発行による収入 
又は支出(△) 

 9,100 ─ 48,819

７ 配当金の支払  △38,744 △59,037 △39,036

８ その他  △7,537 △387 △20,982

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー  5,215,456 △278,025 3,905,854

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額(△)
又は増加額  △199,966 △60,099 2,254,050

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,260,390 4,514,440 2,260,390

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高  2,060,423 4,454,341 4,514,440
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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 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) たな卸資産 

  ① 販売用不動産、仕掛販売用

不動産、未成工事支出金 

     個別法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) たな卸資産 

  ① 販売用不動産、仕掛販売用

不動産、未成工事支出金 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) たな卸資産 

  ① 販売用不動産、仕掛販売用

不動産、未成工事支出金 

同左 

  ② 貯蔵品 

     最終仕入原価法 

  ② 貯蔵品 

同左 

  ② 貯蔵品 

同左 

 (2) 有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間決算期末の市場価格

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) 有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

   中間決算期末の市場価格

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) 有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算期末の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は、

全部資本直入法により処理

し、売却原価は、移動平均

法により算定) 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

     なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合

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 

      

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法 

    なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。 

    ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附

属設備を除く)については、定

額法によっております。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

       同左 

      

     

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

       同左 

 (2) 無形固定資産 

   定額法 

      ソフトウェア(自社利用分)

については、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。 

 (2) 無形固定資産 

          同左 

      

 (2) 無形固定資産 

         同左 
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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) 

３ 繰延資産の処理方法 

 新株発行費 

支出時に全額費用処理して

おります。 

   

３ 繰延資産の処理方法 

――――― 

 

   

３ 繰延資産の処理方法 

 新株発行費 

支出時に全額費用処理して

おります。 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

４ 引当金の計上基準  

 (1) 貸倒引当金 

   同左 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   同左 

 (2) 賞与引当金 

    従業員に対し支給する賞与

の支出に備えるため、将来の

支給見込額のうち当中間期の

負担額を計上しております。 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

    従業員に対し支給する賞与

の支出に備えるため、将来の

支給見込額のうち当期の負担

額を計上しております。 

 (3) 工事補償引当金 

    完成工事にかかる瑕疵担保

の費用に備えるため、当中間

期末に至る直近２年間の完成

工事高と補償工事高とから算

出された工事補償率に当中間

期末に至る１年間の引渡物件

の請負金額を乗じた価額を引

当計上しております。 

 (3) 工事補償引当金 

    完成工事及び不動産関連売

上高の建物部分に係る瑕疵担

保の費用に備えるため、過去

の完成工事高及び不動産販売

高に係る補償費等の実績率を

基に算出した金額を計上して

おります。 

 

 (3) 工事補償引当金 

    完成工事及び不動産関連売

上高の建物部分に係る瑕疵担

保の費用に備えるため、過去

の完成工事高及び不動産販売

高に係る補償費等の実績率を

基に算出した金額を計上して

おります。 

 

   (追加情報) 

    従来、完成工事に係る瑕疵

担保の費用に備えるため、工

事補償引当金として決算の直

近２年間の完成工事高と補償

工事高とから算出された工事

補償率に当期引渡物件の請負

金額を乗じた価額を計上して

おりましたが、当事業年度よ

り、不動産販売高の増加に対

応し、より実態に即した算定

を行うため、過去の完成工事

高及び不動産販売高を対象

に、過去の補償等の実績率を

基に算出した金額を計上する

方法に変更しております。 

    この変更により、従来の方

法によった場合と比べ、売上

原価が2,357千円増加し、営業

利益、経常利益及び税引前当

期純利益が同額減少しており

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) 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備える

ため、当中間期末における退

職給付債務の見込額に基づ

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。 

 (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、当期末における退職給

付債務の見込額に基づき、当

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。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

    役員の退職慰労金の支払に

備えるため、内規に基づく中

間期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払に

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 リース取引の処理方法 

   リース物件の所有者が借主に

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。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

５ リース取引の処理方法 

同左 
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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) 

６ 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

る金利スワップについては、特

例処理によっております。 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

６ 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 

   当中間会計期間にヘッジ会計

を適用したヘッジ対象とヘッジ

手段は以下の通りであります。 

  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 

当事業年度にヘッジ会計を適

用したヘッジ対象とヘッジ手段

は以下の通りであります。 

  ヘッジ手段・・・金利スワップ

 ヘッジ対象・・・借入金利息 

 (3) ヘッジ方針 

変動金利借入金利息の将来の

金利上昇による増加を軽減する

ことを目的に、変動金利受取固

定金利支払の金利スワップ取引

を行っております。 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

   金利スワップの特例処理の要

件に該当するため、その判定を

もって有効性の判定に代えてお

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 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

  手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、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短

期的な投資からなっております。 

７ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 

７ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

同左 

８ 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 

(1)収益及び費用の計上基準 

    完成工事高の計上は、原則と

して工事完成基準によってお

ります。ただし、請負金額２億

円以上かつ工期１年以上の工

事については工事進行基準を

採用しております。 

    工事進行基準によった完成

工事高及び完成工事原価は次

のとおりです。 

    完成工事高  461,360千円 

    完成工事原価 403,411千円  

 

(2)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、税抜方式によってお

り、控除対象外の消費税及び地

方消費税については、販売費及

び一般管理費に計上しており

ます。 

８ 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 

(1)収益及び費用の計上基準 

            同左 

 

  

 

 

 

 

 

 

 完成工事高  1,176,716千円

   完成工事原価  976,521千円

 

(2)消費税等の会計処理 

同左 

 

８ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

(1)収益及び費用の計上基準 

            同左 

 

  

 

 

 

 

 

 

 完成工事高  1,518,400千円 

   完成工事原価 1,337,067千円 

 

(2)消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準)  
 当中間会計期間から「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)を適
用しております。これにより税引前
中間純損失が1,890千円増加してお
ります。 
 

―――――― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等） 
 当中間会計期間から「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1,997,248千円で
あります。 
 中間財務諸表等規則の改正により
当中間会計期間における中間財務諸
表は、改正後の中間財務諸表等規則
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) 
 当事業年度から「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)を適用して
おります。これによる影響は軽微で
あります。 

 
 

―――――― 
 

 
 
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） 
 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法律
第97条)が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１
日より適用となること及び「金融商品会計に関する実務
指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15
日付けで改正されたことに伴い、当中間会計期間から投
資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(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)を「投資有価証券」として表示する方法に変更いたし
ました。なお、当中間会計期間末の「投資有価証券」に
含まれる当該出資の金額は、105,127千円であり、前中間
会計期間末の「出資金」に含まれている当該出資の金額
は85,545千円であります。   

 
 

―――――― 
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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) 

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 

40,085千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

44,154千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

38,176千円

※２ 担保資産 

  イ 担保差入資産 

販売用 

不動産 
234,723千円

仕掛販売

用不動産 
10,882,446千円

建物 56,032千円

構築物 2,188千円

器具及び

備品 
822千円

土地 65,800千円

計 11,242,013千円 

※２ 担保資産 

  イ 担保差入資産 

販売用 

不動産 
398,414千円

仕掛販売

用不動産
 9,892,647千円

建物 43,455千円

 

土地 57,000千円

計  10,391,517千円 

※２ 担保資産 

  イ 担保差入資産 

仕掛販売

用不動産
10,421,190千円

建物 44,501千円

器具及び

備品 
210千円

土地 57,000千円

計 10,522,902千円 

  ロ 債務の内容 

短期 

借入金 
6,340,000千円

長期 

借入金 
4,803,984千円

計 11,143,984千円

長期借入金は一年以内返

済予定を含む。 

  ロ 債務の内容 

短期 

借入金 
4,466,000千円

長期 

借入金 
6,212,000千円

計 10,678,000千円

長期借入金は一年以内返

済予定を含む。 

  ロ 債務の内容 

短期 

借入金 
5,296,000千円

長期 

借入金 
5,275,000千円

計 10,571,000千円

長期借入金は一年以内返済

予定を含む。 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税及び仮受消費税は

相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税及び仮受消費税は

相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

※３  

――――― 

 

※４ 長期売掛債権は、完成工事未

収入金のうち、回収条件が１年

超の債権であります。 

※４ 長期売掛債権は、完成工事未

収入金のうち、回収条件が１年

超の債権であります。 

※４ 長期売掛債権は、完成工事未

収入金のうち、回収条件が１年

超の債権であります。 

５  シンジケートローン契約（契

約期間平成17年２月17日～平成

21年９月28日）に下記の条項が

付されております。 

 ① 本契約期間中の各年度の  

決算期の末日において、貸借

対照表における資本の部の

金額を平成16年3月期末にお

ける同額の75％以上に、それ

ぞれ維持する。 

 ② 経常損益を２期連続損失

としない。  

５   

      ―――――     

５  シンジケートローン契約（契

約期間平成17年２月17日～平成

21年９月28日）に下記の条項が

付されております。 

 ① 本契約期間中の各年度の  

決算期の末日において、貸借

対照表における資本の部の

金額を平成16年3月期末にお

ける同額の75％以上に、それ

ぞれ維持する。 

 ② 経常損益を２期連続損失

としない。 
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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 

受取利息 1,124千円 

匿名組合出

資分配金 
13,174千円 

 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 101千円

匿名組合出

資分配金 
9,683千円

 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,207千円

匿名組合出
資分配金 17,887千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 134,538千円

支払手数料 14,904千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 119,026千円

支払手数料 387千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 287,607千円

支払手数料 28,349千円 
※３ 特別利益の主要項目 

―――――  

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入 3,619千円

   

※３ 特別利益の主要項目 

――――― 
 

※４ 特別損失の主要項目 

減損損失 2,688千円 

※４ 特別損失の主要項目 

減損損失 47,515千円 

※４ 特別損失の主要項目 

減損損失 2,688千円 
※５ 減損損失 

当中間会計期間において、当

社は以下のリース資産につい

て減損損失を計上しておりま

す。    

用途 場所 
種類及び 

金額 

遊休 
本社 

(福岡市) 
リース資産 

  2,688 千円

当社は、減損会計の適用にあ

たり、管理会計上の事業別に資

産のグルーピングをおこなっ

ておりますが、賃貸用自社保有

不動産及び遊休資産について

は個々の物件又は資産単位で

グルーピングを行っておりま

す。 

 遊休資産のうち将来の使用

見込みのないものについて、回

収可能額を零とし減損損失の

認識を行っております。 

※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てお
ります。 

 

用途 場所 種類 

不動産

管理事

業 

本社 

(福岡市)

建物、構築物、器

具及び備品、ソフ

トウエア、電話加

入権、リース資産

    当社は、減損会計の適用に
あたり、管理会計上の事業別
に資産のグルーピングをおこ
なっております。 

    その結果、不動産管理事業
に関して、現時点では将来の
収益性の見通しが明らかでは
ないため、不動産管理事業に
係る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ま
す。 
減損損失の内訳は以下のと

おりであります。 

種類 金額(千円)

建物 7,334 

構築物 643 

器具及び備品 2,900 

ソフトウエア 14,852 

電話加入権 1,313 

リース資産 20,470  

※５ 減損損失 

当社は、以下の資産グループ

について減損損失を計上して

おります。 

    

用途 場所 
種類及び

金額 

遊休
本社 

(福岡市) 
リース資産

  2,688 千円

当社は、減損会計の適用にあ

たり、管理会計上の事業別に資

産のグルーピングをおこなっ

ておりますが、賃貸用自社保有

不動産及び遊休資産について

は個々の物件又は資産単位で

グルーピングを行っておりま

す。 

 遊休資産のうち将来の使用

見込みのないものについて、回

収可能価額を零として減損損

失の認識を行っております。

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,617千円

無形固定資産 2,893千円 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 6,104千円

無形固定資産 3,446千円 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 5,372千円

無形固定資産 6,298千円 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

 

当中間会計期間(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日) 
 
１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 3,959,000 ─ ─ 3,959,000 
 

 
２ 自己株式に関する事項 

 
該当事項はありません。 
 

 
３ 新株予約権等に関する事項 

 
    該当事項はありません。 
 

 
４ 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 59,385 15.00 平成 18 年 3月 31 日 平成 18 年 6月 30 日

 
 (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間後となるもの 
      該当事項はありません。 
 
 
 
(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
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) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,060,423千円 

現金及び現金同等物 2,060,423千円 
  

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 4,454,341千円

現金及び現金同等物 4,454,341千円
  

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に記載されている科目の金

額との関係 

現金及び預金勘定 4,514,440千円

現金及び現金同等物 4,514,440千円 
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(リース取引関係) 
 

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 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

損損失累計額及び中間期末残高

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

損損失累計額及び中間期末残高

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及び

期末残高相当額 

 
  

 

取得価
額相当
額 

(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 

(千円) 

減損損
失累計
額相当
額 

(千円)

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

建物 1,089 853 ─ 236

車輌運搬
具 

14,249 2,737 ─ 11,512

器具及び
備品 

144,621 88,077 914 55,628

無形固定
資産（ソフ
トウェア）

40,453 22,161 1,774 16,517

合計 200,413 113,830 2,688 83,894

  

 

取得価
額相当
額 

(千円)

減価償
却累計
額相当
額 

(千円)

減損損
失累計
額相当
額 

(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

建物 1,089 1,071 ─ 18

車輌運搬
具 

30,725 8,651 9,254 12,820

器具及び
備品 

98,042 64,616 6,515 26,910

無形固定
資産（ソフ
トウェア）

36,091 26,330 4,701 5,060

合計 165,949 100,670 20,470 44,809

  

 

取得価
額相当
額 

(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 

(千円) 

減損損
失累計
額相当
額 

(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

建物 1,089 962 ─ 127

車輌運搬
具 

21,591 5,509 ─ 16,082

器具及び
備品 

152,669 102,451 ─ 50,217

無形固定
資産（ソフ
トウェア）

38,063 26,302 ─ 11,761

合計 213,414 135,226 ─ 78,188 

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額及びリース資産減損勘定

中間期末残高 

      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

相当額及びリース資産減損勘定

中間期末残高 

      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

額及びリース資産減損勘定期末

残高 

   未経過リース料期末残高相当

額  

１年内 39,002千円

１年超 52,110千円

合計 91,112千円

   リース資産減損勘定中間期末

残高 

１年内 24,509千円

１年超 44,590千円

合計 69,090千円

   リース資産減損勘定中間期末

残高 

１年内 28,665千円

１年超 45,813千円

合計 74,478千円

   リース資産減損勘定期末残高

 
1,890千円 20,470千円             ─ 千円

 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、支払利息相当額及び減損

損失額 

 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、支払利息相当額及び減損

損失額 

 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、支払利息相当額及び減損

損失額 

支払リース料 22,531千円 

リース資産減

損勘定の取崩

額 
798千円 

減価償却費 

相当額 
19,704千円 

支払利息 

相当額 
1,580千円 

減損損失 2,688千円 
  

支払リース料 19,305千円

リース資産減

損勘定の取崩

額 
─千円

減価償却費 

相当額 
17,520千円

支払利息 

相当額 
1,162千円

減損損失 20,470千円 

支払リース料 43,874千円

リース資産減

損勘定の取崩

額 
2,688千円

減価償却費 

相当額 
40,115千円

支払利息 

相当額 
3,068千円

減損損失 2,688千円

  
 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

の取得価額相当額との差額を

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 
 

 
取得原価 

(千円) 

中間貸借対照表計上額

(千円) 

差額 

(千円) 

株式 34,526 46,298 11,772

計 34,526 46,298 11,772

 

２ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 28,890

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合へ出資 105,127

その他 7,500

合計 141,517

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

 
取得原価 

(千円) 

中間貸借対照表計上額

(千円) 

差額 

(千円) 

(１)株式 34,526 41,427 6,900

(２)その他 76,500 66,825 △9,675

計 111,026 108,252 △2,775

 

２ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 31,935

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合へ出資 385,249

合計 417,184
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前事業年度末(平成18年３月31日) 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

 
取得原価 

(千円) 

貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

株式 34,526 56,512 21,986

計 34,526 56,512 21,986

 

２ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 
貸借対照表計上額 

（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 31,890

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 225,249

その他 7,500

合  計 264,639

 

 

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度末において、当社の利用しているデリバティブ取

引は、全てヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引に係る注記の記載を省略しております。 

 

 

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 

 

 

 (持分法損益等) 
 

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) 

 当社には、関連会社が存在しない

ため、該当事項はありません。 同左 同左 
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(１株当たり情報) 
 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 
１株当たり純資産額 308円76銭 １株当たり純資産額 504円48銭 １株当たり純資産額 509円38銭 
１株当たり中間純損失 41円59銭 １株当たり中間純利益 13円83銭 １株当たり当期純利益 153円08銭 
 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、旧商法第280
条ノ19の規定によるストックオプシ
ョン(新株引受権)の制度を導入して
おりますが、１株当たり中間純損失
が計上されているため記載しており
ません。 
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜在株式が
存在してい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
純利益については、潜在株式が存在し
ていないため記載しておりません。 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

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)

中間貸借対照表の純資産の部の合
計額(千円) 

    ─ 1,997,248     ─ 

普通株式に係る純資産額(千円)     ─ 1,997,248     ─ 
中間貸借対照表の純資産の部の合
計額と１株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式に係る中間
会計期末の純資産額との差額(千
円) 

    ─        ─     ─ 

普通株式の発行済株式数(千株)     ─ 3,959     ─ 
普通株式の自己株式数(千株)     ─ ─     ─ 
１株当たりの純資産の算定に用い
られた普通株式の数(千株) 

    ─ 3,959     ─ 

 

２ １株当たり中間(当期)純利益(損失)及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

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)純利益又は中間純損失
(△)(千円) 

△162,509 54,755 599,172 

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─ ─ 

普通株式に係る中間(当期)純利益
又は中間純損失(△)(千円) 

△162,509 54,755 599,172 

期中平均株式数(千株) 3,906 3,959 3,913 

潜在株式調整後１株当たり中間(当
期)純利益 

   

中間(当期)純利益調整額(千円) ─ ─ ─ 

普通株式増加数(千株) ─ ─ ─ 

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(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 440個

目的となる株式の数 

        44,000株

行使時の払込金額 

        91,000円

行使期間 

   平成15年７月１日～

   平成18年６月30日 

 発行価格     910円

  資本組入額    455円

    ─ ─ 
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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18年９月12日の取締役会におい

て以下のとおり株式分割を行うことを

決議しております。 

  

(1)  平成18年10月1日をもって次の

とおり普通株式１株を２株に分

割しております。 

①  分割により増加する株式数 

普通株式3,959,000株 

②  分割の方法 

平成18年9月30日（土曜日）（た

だし、当日は株主名簿管理人の休

業日につき、実質上は平成18年9

月29日（金曜日））最終の株主名

簿および実質株主名簿に記載また

は記録された株主の所有株式数を

1株につき2株の割合をもって分割

する。 

 (2) 発行可能株式総数の増加 

平成18年10月1日(日曜日)もっ

て当社定款を変更し発行可能株式

総数を13,600,000株増加させて

27,200,000株とする。 

                          

 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

報並びに当事業年度の期首に行われ

たと仮定した場合の当中間会計期間

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。 

  
前中間 

会計期間 
当中間 
会計期間 前事業年度

１株当たり 
純資産額 

154.38 円
 
 １株当たり
中間純損失

20.80 円
 
なお、潜在

株式調整後
１株当たり
中間純利益
については、
旧商法第 280
条ノ 19 の規
定によるス
トックオプ
ション (新株
引受権 )の制
度を導入し
ております
が、１株当た
り中間純損
失が計上さ
れているた
め記載して
おりません。
 

１株当たり 
純資産額 
   252.24 円
 
１株当たり
中間純利益
     6.92 円
 
なお、潜在

株式調整後
１株当たり
中間純利益
については、
潜在株式が
存在してい
ないため記
載しており
ません。 
  

１株当たり 
純資産額 

254.69 円
 
１株当たり
当期純利益

76.54 円
 
なお、潜在

株式調整後
１株当たり
当期純利益
については、
潜在株式が
存在してい
ないため記
載しており
ません。 

   

 

 

 

 

―――――― 
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５．受注、販売、請負及び管理の状況 

(1) 受注実績 
 

区分 件数(件) 金額(千円) 前年同期比(％) 

不動産販売事業 13 10,580,102 83.7 

不動産管理事業 ─ ─ ─ 

建設請負事業 ２ 895,806 (注２)─ 

計 15 11,475,909 90.8 

(注)  １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２ 前中間会計期間に受注実績がないため、記載しておりません。 

(2) 販売実績 
 

区分 件数(件) 金額(千円) 前年同期比(％) 

不動産販売事業    ９ 6,418,008 312.4 

不動産管理事業 (注２) 2,803,369 107.0 

建設請負事業      ２ 1,308,644 283.6 

計    11 10,530,022 205.0 

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 不動産管理事業の管理件数の内容は次のとおりであります。 
 

区分 棟(ヶ所)数 戸(件)数 

居住用 330棟 8,111戸 

テナント 22ヶ所 440件 

駐車場 ※１ 29ヶ所 ※１ 2,586件 
※１ 駐車場のヶ所表示は駐車場単独での事業個所を示し、駐車場の件数表示には事業ビルに付随した駐

車場台数(2,194台)を含んでおります。 

(3) 中間期末受注残 
 

区分 件数(件) 金額(千円) 前年同期比(％)

不動産販売事業 ８ 12,076,144 68.0 

不動産管理事業 ─ ─ ─ 

建設請負事業 ２ 820,806 36.1 

計 10 12,896,950 64.3 

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 
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