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１．平成18年９月期の連結業績（平成17年10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月期 9,491 （ 61.3 ） 3,699 （ 175.9 ） 2,970 （ 206.2 ）

17年9月期 5,883 （ 17.6 ） 1,340 （ 96.0 ） 970 （ 74.4 ）
  

 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜 在 株 式 調 整 後

1株当たり当期純利益

自 己 資 本

当期純利益率

総 資 本 

経 常 利 益 率 

売 上 高

経 常 利 益 率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年9月期 1,639 （ 199.9 ） 14,757.64 14,269.20 － － 31.3

17年9月期 546 （ 87.5 ） 17,362.39 17,240.26 31.6 6.1 16.5

（注）１．持分法投資損益 18年9月期 －百万円  17年9月期 －百万円 
   ２．期中平均株式数（連結） 18年9月期 111,071株  17年9月期 31,479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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。 
   ５．平成17年５月６日付けで１株を20株、平成17年11月18日付けで１株を３株に株式分割を行っております。１

株当たり当期純利益は、期首に株式分割が行われたものとみなして算出しております。 

   ６．平成18年９月期については、平成18年４月１日以降連結子会社がなくなったことにより、連結貸借対照表を
作成していないため、自己資本当期純利益率及び総資本経常利益率は記載しておりません。 

(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月期 － － － －

17年9月期 20,535 2,486 12.1 72,124.45

（注）１．期末発行済株式数（連結） 18年9月期     － 株  17年9月期 34,480株 
   ２．平成18年９月期については、連結貸借対照表を作成していないため記載しておりません。 

(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月期 △13,400 △1,514 16,454 4,630

17年9月期 △7,171 180 8,323 3,091

(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  －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)  １社      持分法(新規)  －社  (除外)  －社 

 

２．平成19年９月期の連結業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日） 

 売  上  高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 － － － 

通   期 － － － 

(注)平成19年９月期においては連結損益計算書を作成しない予定であるため、19年９月期の業績予想は、「個別財務諸

表の概要」の「２．平成19年９月期の業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日）」（40ページ）をご参照

願います。 
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１．企 業 集 団 の 状 況 

 
 当社は、平成18年４月１日付けで連結子会社株式会社インタープラネットを吸収合併したことにともない、同日

以降関係会社を有しておりません。 

 当社は、「美しく安全で長期にわたり社会を支える街づくり」を事業運営の理念に、「都市にヨーロッパの光と

風」をデザインコンセプトに据えて、不動産に係る開発、売買、賃貸、建設、設計・施工監理、及びこれらに関す

る調査・企画並びにコンサルティングを主たる業務として、以下のとおり、設計建築事業、賃貸事業、不動産投資

事業、開発分譲事業を展開しております。 

 （1）設計建築事業（設計監理事業、建築事業、コンサルティング事業） 

 不動産所有者に対し、不動産の有効活用をサポートする設計監理事業、建築事業及びコンサルティング事業

からなります。 

 効率的で機能的な建物を創ることを大原則としつつ、利益と社会貢献の両立をはかります。 

 また、当事業のノウハウを他の事業に注入し、各事業のプロフィットにも貢献しております。 

（2）賃貸事業（不動産賃貸事業、アセットマネジメント業務受託事業） 

 当社における収益の安定的基盤を支える不動産賃貸事業及びアセットマネジメント業務受託事業であります。 

 不動産賃貸事業においては、優良な事業用不動産のストックを積み上げることにより、市況の変動を受けに

くい収益基盤の確立を行ってまいります。 

 アセットマネジメント業務受託事業においては、不動産所有者の方には安定した収益と所有する誇りをお持

ちいただけるように、また居住者の方にはお住まいいただくことに、利用者の方にはご利用いただくことに、

それぞれ満足を享受していただけるように、ゆとりのある空間を提供するなど、ホスピタリティ「おもてなし

の心」を持って、賃貸業務や建物管理業務等の提供を行っております。 

（3）不動産投資事業（オフィスビル等及び不動産関連資産への投資事業） 

 当社における収益の大きな柱である事業用不動産及び不動産関連資産への投資事業であります。 

投資期間は概ね３～５年を目途とし、保有期間の賃料収入を享受すると同時に適切なタイミングで売却を図

る事業です。新規に用地を取得して美しく快適なオフィスビル等を建築すること及び既存オフィスビル等を取

得して適正なコストで美しい建物に創り上げることにより、不動産の価値の 大化を目指してまいります。   

（4）開発分譲事業（マンション・戸建等の開発販売事業） 

 不動産投資事業に加えて、当社における更なる柱となるマンション・戸建等の開発販売事業であります。 

 設計建築事業での約１００棟もの供給実績を活かし、マンションでは「ラナイヘリテイジ」シリーズ、戸建

では「ハオス」シリーズを中心に美しく堅牢な２１世紀のスタンダードとなる住宅開発を行い、一般顧客向け

の分譲及び投資家向けの一棟売り等の販売手法にて事業展開を行っております。 

 

（注） 当連結会計年度において前連結会計年度における事業の種類別セグメントの名称である「デザインクリ

エイティブ事業」、「インカムマネジメント事業」、「グロースインベストメント事業」及び「ニューデ

ベロップメント事業」を、事業の実態を反映したより分かりやすい事業名とすべく、セグメントの名称を

「設計建築事業」、「賃貸事業」、「不動産投資事業」及び「開発分譲事業」に変更することといたしま

した。 

－  － 

 

2



 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
  

［事業系統図］ 
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（注）１．各事業におけるリニューアル工事や新築工事、また賃貸・売買仲介などの業務は、施工会社や仲介会社

などへ外注しております。 

   ２．主として賃貸事業を行っていた連結子会社株式会社インタープラネットは、平成18年4月1日付けにて当

社により吸収合併されております。 

   ３．当連結会計年度において前連結会計年度における事業の種類別セグメントの名称である「デザインクリ

エイティブ事業」、「インカムマネジメント事業」、「グロースインベストメント事業」及び「ニュー

デベロップメント事業」を、事業の実態を反映したより分かりやすい事業名とすべく、セグメントの名

称を「設計建築事業」、「賃貸事業」、「不動産投資事業」及び「開発分譲事業」に変更することとい

たしました。 

－  － 
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２．経  営  方  針 

 
（1）会社の経営の基本方針 

当社は、「①美しい建物と街作りを通して美しい国を作る気概をもって事業に当たる②透明性の高い経営を目

指し不正を行わない③時代に合わせ変化する能力を養いスピーディな経営を目指す④事業の選択と集中により圧

倒的なナンバーワンを目指す⑤社内協調と競争の協働により一人当たり給与と一人当たり生産性において業界ナ

ンバーワンを目指す」を経営理念として、主力事業である不動産投資事業を中心に高品質・高付加価値な不動産

事業を展開しております。 

 

（2）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、安定的・継続的な配当政策をとることで株主に対する長期的な利益還元を行うことを経営の重要目標

の１つとして位置付けております。 

急速に変化する市場構造に的確に対応し競争力と収益力を強化させるために積極的な先行投資を図るとともに、

経営の効率化を通じ経営基盤の安定的確保を目指しております。かかる方針の下、中長期的な事業計画に基づき、

再投資のための内部資金の確保を念頭におきながら、業績、財政状態及び配当性向等を総合的に勘案し検討する

こととしております。 

 

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式の流動性の向上や株主数の増加を図るうえで、投資単位の引下げを資本政策上の重要な施策とし

て認識しております。こうした認識の下、平成17年5月6日に1株につき20株の株式分割を行い、さらに平成17年11

月18日に1株につき3株の株式分割を行っております。 

 

（4）目標とする経営指標 

当社は、株主価値の持続的な向上を重要な経営課題と位置付け、株主資本利益率（ＲＯＥ）等の指標を考慮し

ながら経営を行っております。 

 

（5）中長期的な会社の経営戦略 

当社を取り巻く環境は、景気回復下での堅調なオフィス需要などを背景として投資用不動産における価値の上

昇が続いている中、不動産投資市場は引き続き活況を呈しております。 

このような環境下において、不動産取得に対する積極的姿勢と同時に厳選した不動産の取得活動を行うことと

し、当社の専門性及び創造性を発揮しながら、不動産投資事業（オフィスビル等への投資事業）に取り組んでま

いります。 

また、一方で、総合不動産業としての安定性と成長性を構築するために優良な事業用不動産のストックを積上

げ、賃貸収入が今後の当社における安定収益の基盤となるよう不動産投資事業（オフィスビル等への投資事業）

及び賃貸事業（不動産賃貸事業・アセットマネジメント業務受託事業）の賃貸部門を育成してまいります。この

一環として当期において、従来から保有している現在開発中の４物件について販売用不動産から固定資産に振替

えを行っております。 

なお、住宅分譲開発市場は長期にわたり高水準の供給状態が続いており、用地取得における競争が激化してい

る状況にあります。そのような環境下において、当社は引き続き慎重な姿勢を崩さず、マーケットの変化を注視

しながら開発分譲事業（マンション・戸建等の開発販売事業）を積極化する時期を探っていく所存であります。 

 

（6）会社の対処すべき課題 

不動産投資市場が活況を呈するに伴い、投資適格不動産の価格は上昇傾向にあり、金利上昇懸念が高まる中に

おいても不動産投資利回りは低下傾向にあります。 

当社は喫緊の課題として、既稼動物件については稼働率の向上と賃料改定により賃料収入のアップを図ること

とし、現在開発中の物件についてはより市場ニーズに合致した建物を早期に完成させることとしております。 

次に、新規の不動産取得については、購入物件の利回りというハードルは下げず、積極的な方針を崩さないこ

とといたします。 

－  － 
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また、当社は建物創りに対して 優先に力をそそいでまいりましたが、さらに今後100年のスパンにおいても、

当社が企画開発を行った建物が市場価値を失うことなく輝き続けるよう、当社のスタンダードをさらに進化させ、

建物創りに注力してまいる所存です。 

こうした建物創りに対する情熱をベースに、当社の強みである匠の技を活かしたデザイン力に一層の磨きをか

け、建物を新築する開発型及び既存建物をリニューアルするバリューアップ型の投資事業において他社との差別

化を図ってまいります。 

 

（7）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（8）その他、経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

 

（注） 当連結会計年度において前連結会計年度における事業の種類別セグメントの名称である「デザインクリエイ

ティブ事業」、「インカムマネジメント事業」、「グロースインベストメント事業」及び「ニューデベロップメ

ント事業」を、事業の実態を反映したより分かりやすい事業名とすべく、セグメントの名称を「設計建築事業」、 

「賃貸事業」、「不動産投資事業」及び「開発分譲事業」に変更することといたしました。 

 

３．経営成績及び財政状態 

 
 

（1）経営成績 
a．当期の概況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業の収益改善、設備投資の増加、雇用情勢の改善や堅調な個人消費な

どを背景にデフレ経済からの脱却に進展が見られる状況下、原油価格の高騰や米国・中国経済の動向などの不安要

素はありながらも緩やかな景気の回復が続きました。 

 不動産業界においては、景気回復に伴う堅調なオフィス需要と不動産投資資金の流入増を背景として三大都市圏

の地価は16年ぶりにプラスに転じました。特に、東京都心では景気回復がビル賃料の上昇をもたらし、地価を引き

上げる「経済の順回転」の構図が鮮明となり、大都市圏は土地デフレの終息も見えてまいりました。 

 このような事業環境下、当社は創業以来変わらない「美しく安全で長期にわたり社会を支える街創り」を事業運

営の理念として、また「都市にヨーロッパの光と風」をデザインコンセプトに据えて、主に不動産投資事業（オ

フィスビル等への投資事業）を引き続き拡大させ、積極的に当該事業用不動産の取得を行うと共に、取得済不動産

に対して建物の建築やリニューアル等による価値創造を行ってまいりました。 

 以上の結果、当連結会計年度の営業成績としては、売上高は9,491百万円（前期比61.3%増）、経常利益は2,970

百万円（同206.2%増）、当期純利益は1,639百万円（同199.9%増）となりました。 

 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

［設計建築事業］ 

 当連結会計年度は、新築工事の完成計上はなく、既存オフィスビルのリニューアル工事等の受注・計上を行っ

たことにより、売上高778百万円（前期比43.1％減）、営業利益150百万円（前期比62.9%増）となりました。 

［賃貸事業］ 

 当連結会計年度は、設計建築事業における完成物件の新規リーシングがなかったものの、既存物件について

リーシング業務の強化により稼働率の改善を図った結果、売上高1,514百万円（前期比0.1％減）営業利益262百

万円（前期比43.3%増）となりました。 

［不動産投資事業］ 

 当連結会計年度は、港区において新規に開発を行ったオフィスビル及び既存オフィスビル等の売却により、売

上高6,707百万円（前期比167.5％増）、営業利益3,197百万円（前期比173.2%増）となりました。 

－  － 
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［開発分譲事業］ 

 当連結会計年度は、世田谷区における戸建物件等の売却を行うとともに、将来に向けた当該事業の拡大のため

の情報収集活動を行った結果、売上高492百万円（前期比0.1％減）、営業利益89百万円（前期は営業損失104百

万円）となりました。 

 
b．次期の見通し 

 今後の経済情勢につきましては、原油価格の高騰、日本銀行のゼロ金利政策解除に伴う金利上昇など、経済環境

が大きな転換点を迎えている可能性は否定できないものの、長期間大幅に下落してまいりましたオフィスビル賃料

の反転が確実なものとなり、今後もさらに上昇する可能性が高くなってきたことによりビル賃料市況を中心に、回

復基調が続くものと考えられます。 

 このような事業環境下、当社は引き続き、高利回りのオフィスビルを中心に不動産投資事業に注力し、更なる成

長を図ってまいる所存であり、今後の業績も順調に推移することを予想しております。 

 以上により、次期の業績につきましては、売上高11,472百万円（当期比20.9%増）、経常利益3,869百万円（当期

比30.2%増）、当期純利益2,111百万円（当期比28.8%増）を見込んでおります。 

 なお、当社は、次期においては連結財務諸表は作成しない予定であるため、上記数値は当社単体の数値でありま

す。 

 

（2）財政状態 
a．貸借対照表 

 当連結会計年度末は連結貸借対照表を作成していないため、以下においては、当社の貸借対照表について記載し

ております。 

 当事業年度末の総資産は、前事業年度末19,946百万円から40,341百万円と20,395百万円増加しました。これは主

に、現金及び預金の増加1,715百万円、不動産投資事業などの拡大に伴うたな卸資産の増加12,998百万円などによ

りますが、保有目的の変更に伴い販売用不動産から振替えたことなどにより土地2,343百万円や借地権1,721百万円

の固定資産も増加しております。 

 総負債は、前事業年度末17,548百万円から30,922百万円と13,374百万円増加しました。これは主に、上記の不動

産取得資金調達のための借入れにより有利子負債（借入金及び社債）が15,729百万円から27,399百万円と11,669百

万円増加したことによります。 

 純資産は、前事業年度末2,398百万円から9,418百万円と7,020百万円増加しました。これは主に、公募増資等に

ともなう新株発行により資本金及び資本剰余金が5,392百万円増加したこと、当期純利益1,631百万円計上により利

益剰余金が1,627百万円増加したことによります。 

 

b．連結キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、販売用不動産取得等によるたな卸資産（固定資産への

振替分含む）の増加16,301百万円、匿名組合出資金の払込による支出740百万円及び長期借入金の返済1,998百万円

などの支出があったものの、税金等調整前当期純利益2,959百万円、長期借入れ12,947百万円、公募増資等に伴う

新株の発行により5,365百万円、社債発行1,074百万円などの収入により、期首より1,538百万円増加し、4,630百万

円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそ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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、13,400百万円の支出となりました。これは主に、税金等調整前当期純

利益2,959百万円等の収入があったものの、不動産投資事業を中心とした事業の拡大に伴い、販売用不動産取得

等によるたな卸資産（固定資産への振替分含む）の増加16,301百万円等の支出があったことによります。 

 

（投資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・フローは、1,514百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得

による支出382百万円、無形固定資産の取得による支出227百万円及び匿名組合出資金の払込による支出740百万

円があったことによります。 

－  － 
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（財務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・フローは、16,454百万円の収入となりました。これは、短期借入金の減少459百

万円、長期借入金の返済1,998百万円、社債の償還376百万円及び配当金99百万円などの支出があったものの、長

期借入れ12,947百万円、公募増資等にともなう新株発行5,365百万円及び社債発行1,074百万円（いずれも諸費用

控除後）などの収入があったことによります。 

 

c．キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成16年9月期 平成17年9月期 平成18年9月期 

自己資本比率(%) 8.6 12.1 23.3

時価ベースの自己資本比率(%) － 77.6 95.5

債務償還年数(年) － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) － － －

（注）１．指標の算出方法 

自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

債務償還年数 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

２．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

４．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ･フロー計算書に計上されているキャッシュ・フローを利

用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全

ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の

支払額を利用しております。 

５．平成16年9月期以前においては、当社株式は非上場であるため、時価ベースの自己資本比率は算出して

おりません。また、各期において、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数及

びインタレスト・カバレッジ・レシオは算出しておりません。 

６．平成18年9月期においては、連結貸借対照表を作成していないため、個別ベースの財務数値により算出

しております。 

 

 

（注） 当連結会計年度において前連結会計年度における事業の種類別セグメントの名称である「デザインクリエイ

ティブ事業」、「インカムマネジメント事業」、「グロースインベストメント事業」及び「ニューデベロップ

メント事業」を、事業の実態を反映したより分かりやすい事業名とすべく、セグメントの名称を「設計建築事 

業」、「賃貸事業」、「不動産投資事業」及び「開発分譲事業」に変更することといたしました。 

    なお、名称変更に伴う損益への影響はありません。 

－  － 
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（3）事業等のリスク 

 当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項に

は、以下のようなものがあります。 

 なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、決算発表日現在において当社が判断したものであります。 

 

(1）業界環境について 

 当社が属する不動産業界は、景気動向、金利動向及び地価動向等の経済情勢の影響を受けやすく、当社におい

てもこれらの経済情勢の変化により各事業の業績は影響を受けます。とくに地価下落の影響を受け、たな卸資産

の評価損や固定資産の減損が発生する可能性があります。 

 近年においては、大都市圏の用地及び物件の取得競争が激化しており、また、用地等の売却方法も入札方式の

傾向が高まっていることもあり、用地等の価格は上昇傾向にあります。今後もしばらくの間は入札による用地等

の取得競争は継続するものと当社は想定しております。当社は、事業採算性を考慮した上での入札への参加も行

うものの、入札方式を好まない売主も一方で数多く存在することもあり、比較的適正な価格での取引が期待でき

る相対での取得を中心に用地等の取得を進める方針であります。しかしながら、今後の用地等の価格の上昇に伴

い、既取得済物件の収益性は増加するものの、新たに取得する物件の収益性が低下し、当社の経営成績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(2）主力事業について 

  平成17年９月期 平成18年９月期 

 売上高 営業利益 売上高 営業利益 

  

金 額 

（千円） 

構成比

（%） 

金 額 

（千円） 

構成比

（%） 

金 額 

（千円） 

構成比 

（%） 

金 額 

（千円） 

構成比 

（%） 

設計建築事業 1,367,177 23.2 92,220 6.9 778,008 8.2 150,195 4.1

賃貸事業 1,516,551 25.8 183,192 13.6 1,514,363 16.0 262,440 7.1

不動産投資事業 2,507,044 42.6 1,170,242 87.3 6,707,050 70.6 3,197,102 86.4

開発分譲事業 492,776 8.4 △104,791 △7.8 492,298 5.2 89,737 2.4

合  計 5,883,549 100.0 1,340,863 100.0 9,491,722 100.0 3,699,476 100.0

 当社（グループ）の平成17年９月期及び平成18年９月期の事業の種類別セグメントにおける売上高及び営業利

益は上記のとおりであり、不動産投資事業における売上高及び営業利益の構成比率が高くなっております。当社

は投資対象としての不動産需要の増加を背景に事業拡大を図るため、平成14年９月期より不動産投資事業及び開

発分譲事業を中心に経営資源を投入していく方針としております。開発分譲事業では、高水準の供給状態が続く

現況下においては、動向を注視しリスクを十分に検討しながら本格的稼動時期を探ることとしておりますが、不

動産投資事業の売上高及び営業利益の構成比率は、今後も引き続き高い水準で推移するものと想定しております。

しかしながら、当社の想定通り不動産投資事業の拡大が図れない場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。 

 

(3)物件の引渡時期等による業績の変動について 

 設計建築事業の建築請負、不動産投資事業及び開発分譲事業における物件の販売については、顧客への引渡し

をもって売上計上しております。現在、当社においては、各期において引渡しとなる物件数が多くないこと、ま

た、一件当たりの請負金額及び販売価格が多額であることから、引渡し時期及び規模により、当社の上期及び下

期又は四半期毎の業績は大きく変動する可能性があります。 

 

(4)賃貸不動産の稼動状況について 

 当社は、賃貸事業において当社が所有する賃貸不動産からの賃貸収入、オーナーから管理業務を受託している

賃貸不動産の業務受託収入を売上計上しております。また、不動産投資事業においては、売却目的で取得又は開

発した賃貸不動産からの賃貸収入を売上計上しております。 

 

－  － 
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 これらの賃貸収入及び業務受託収入は、テナント又は入居者の信用力の低下による賃料の支払の延滞、賃料の

減額要求による賃料の値下げ、退去による空室率の上昇により減少する可能性があり、また不動産投資事業にお

いて売却目的で保有する賃貸不動産については、賃貸収入の減少により販売価格が低下することになり、当社の

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(5）用地等の仕入れについて 

 当社は、用地及び物件の情報を不動産業者、金融機関等のルートから入手しております。当社はこれらのルー

トからの情報に対し、社内の設計部門を活用すること等により事業収支計画の策定及び売主に対する価格提示を

迅速に行い、回答をできる限り早く行うことで、不動産業者等との信頼関係の構築及び維持に努めております。

しかしながら、当不動産業界に共通する問題である不動産市況の変化、用地等の取得競争の激化等により不動産

業者等からの優良な情報が減少した場合、又は、優良な土地を仕入れることが困難となった場合には、当社の経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社は用地取得に際し、土壌汚染・地中埋設物・地盤沈下等による建築スケジュールや物件の収益性へ

の影響を排除するために、地歴調査を必須とし、売買契約書において土壌汚染対策費用を売主負担としておりま

す。これらの施策にもかかわらず、万一、土壌汚染問題等が発生した場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。 

 

(6)販売用不動産等について 

 当社は、将来の地価及び物件価格の上昇を想定し、平成18年９月までの過去約３年間に、開発期間が1年以上と

長期に亘るものを含め多額の用地及び物件を取得しております。そのため、平成18年９月期末における販売用不

動産及び仕掛販売用不動産の総資産に占める割合は65.2％と在庫リスクが高くなっております。 

 当社は優良オフィスビル等の取得に注力はしているものの、販売までの間の当該物件に対する顧客及びテナン

トの需要動向の変化、景気動向、金利動向及び地価動向等の変化により、賃料水準の低下、空室率の上昇、計画

どおりの販売が困難となった場合、当社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

(7）建築工事等について 

 当社は、建築工事、リニューアル工事を建設会社に外注しております。外注先は品質、建築工期及びコスト等

を勘案して決定しており、特定の外注先に依存しておりません。 

 当社は品質維持及び工期の遅延防止のため、当社の建築設計部の人員により現場視察を行い、外注先との定例

会議を毎週開催し施工図及び工期スケジュール等の確認を行っております。しかしながら、工事中の事故、外注

先の倒産や請負契約の不履行、その他予期せぬ事象が発生した場合、工事の中止又は遅延、建築コストの上昇等

により、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(8）物件の販売方法について 

 当社は、不動産投資事業及び開発分譲事業の物件のうち金額が比較的多額となるものについては、不動産私募

ファンドや上場不動産投資法人（リート）等に対し当社が直接販売活動を行う場合がありますが、比較的少額な

もの及び開発分譲事業の分譲物件等の同時に大量販売が必要な物件の販売業務については、不動産業者等に委託

しております。 

 販売業務の委託先は物件ごとに異なり、特定の業者に依存しておりません。しかしながら、当社がテナント及

び入居者、販売先の需要に即した物件を供給出来なかった場合、販売の不振や販売価格の低下等により当社の経

営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(9)有利子負債依存度について 

 当社は、用地及び物件の取得資金、建築資金等を主に借入金等の有利子負債で賄っていることから、事業拡大

による販売用不動産及び仕掛販売用不動産等の増加に伴い有利子負債も増加しております。これらの要因から、

当社（グループ）の有利子負債残高の総資産額に占める割合は平成17年9月期：78.8％、平成18年９月期：67.9％

（平成18年9月期の数値は当社の貸借対照表、平成17年9月期の数値は連結貸借対照表に基づく）と高くなってお

ります。 

 

－  － 
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今後においても、事業拡大に伴い有利子負債残高は高い水準で推移するものと想定され、今後の金利変動によ

り、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 平成17年９月期 平成18年９月期 

有利子負債残高 （千円） 16,186,131 27,399,333 

総資産     （千円） 20,535,194 40,341,940 

有利子負債依存度 78.8％ 67.9％ 

（注）１．有利子負債は、短期借入金、１年以内返済予定長期借入金、１年以内償還予定社債、長期借入金及び

社債を含んでおります。 

２．平成18年9月期の数値は当社の貸借対照表、平成17年9月期の数値は連結貸借対照表に基づいておりま

す。 

 

(10)財務制限条項について 

 当社の平成18年９月期末時点の借入金のうち、シンジケートローン６件9,806百万円については、①各中間決算

期末ないし年度決算期末の貸借対照表における純資産を一定水準以上（直前決算期末等と比較して75%又は80%）

に維持すること、②中間決算又は年度決算の損益計算書において営業損失ないし経常損失を計上しないこと等の

財務制限条項が付されております。これらの条項に抵触した場合、各項の変更につき金融機関と新たな合意がな

されなければ、当社は期限の利益を喪失し、該当する借入先に対し借入金を一括返済することとなっており、当

社の資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。 

 

(11）資金調達等について 

 用地及び物件の取得資金、建築資金等の資金調達にあたっては、特定の金融機関に依存することなく、案件ご

とに金融機関に融資を打診し、融資実行を受けた後に各プロジェクトを進行させております。しかしながら、何

等かの理由により計画どおりの資金調達が不調に終わった場合、事業着手時期の遅延等、当社の事業展開に影響

を及ぼす可能性があります。 

 また、有利子負債の返済原資は主に取得した物件の売却代金としており、物件の売却時期が計画から遅延した

場合、又は、売却金額が当社の想定を下回った場合には、当社の資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。 

 

(12）特別目的会社の活用について 

① 特別目的会社について 

 当社の資金負担に係るリスク回避を目的として、特別目的会社（以下、ＳＰＣという）を活用したオフィスビ

ル等の収益物件の取得スキームを導入しております。当社はＳＰＣの損益のうち当社に帰属する分を売上高に計

上するほか、ＳＰＣが所有する物件の賃貸管理及び建物管理業務を受託しております。 

 平成18年９月期末において当社が出資するＳＰＣは１社のみとなっており、平成18年９月期末における当該Ｓ

ＰＣに対する出資額は961百万円、また当該ＳＰＣが調達するノンリコースローン額は2,488百万円となっており

ます。 

② ＳＰＣの連結にかかる方針について 

 当社は、上記のＳＰＣについて、実質的な支配権がないこと及び当該スキームにおいて当社に物件買取や残価

保証等の義務がないこと等の理由から、連結決算において連結対象としておりません。当社は、今後もＳＰＣに

対する関与内容、すなわち法規等を遵守した組成、出資、取引等(形式的判断)並びに実質的な支配権及び物件の

買取義務等(実質的判断)を総合的に判断し、連結の要否を判断していく方針であります。このことから、当社に

おいて異なるスキーム等によるＳＰＣの活用を行った場合には連結対象となる場合もあります。また、連結範囲

の明確化等、会計上の取扱いに変更が生じた場合には、当該基準に即した処理を実施していく方針であります。 

 

(13）法的規制・許認可等の取得状況 

 当社の属する不動産業界は、「宅地建物取引業法」、「都市計画法」、「建築基準法」、「建設業法」、「借

地借家法」等による法的規制を受けております。今後、これらの法的規制等の改正が行われた場合には、当社の

業績に影響を与える可能性があります。 

－  － 
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 また、当社は、各事業活動に際して、以下のような許認可及び登録を受けております。当社は、当該許認可及

び登録の諸条件や関係法令の遵守に努めており、現時点において、宅地建物取引業法第５条・第66条等、建設業

法第29条等及び建築士法第23条の４・第26条等に定める許認可及び登録の取消事由・更新欠格事由に該当する事

実は存在しておりません。しかしながら、万一法令違反等により、当該許認可及び登録が取り消された場合には、

当社の事業運営に支障をきたし、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

① 宅地建物取引業法免許 

［当社］番号：東京都知事(6）第46428号 

有効期間：平成14年12月14日から平成19年12月13日まで 

② 特定建設業許可 

［当社］番号：東京都知事 許可（特－18）第84034号 

有効期間：平成18年９月14日から平成23年９月13日まで 

③ 一級建築士事務所登録 

［当社］番号：東京都知事登録第28931号 

有効期間：平成15年４月16日から平成20年４月16日まで 

 

(14）訴訟等の可能性について 

 当社は、決算発表日現在において当社の経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある訴訟が提起されている事

実はありません。しかしながら、当社が建築請負又は販売した物件における瑕疵の発生、建築に際しての近隣住

民からのクレーム、受託する賃貸マンション等の居住者又はテナントによる賃料不払い発生等、これらに起因す

る訴訟その他の請求が発生する可能性があり、これらの訴訟等の内容及び結果によっては、当社の経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。 

 

(15）減損会計導入による影響 

 当社は、平成17年９月期から減損会計を適用しておりますが、現時点において、経営成績及び財政状態に影響

を与えるような減損が生じる固定資産はないものと判断しております。しかしながら、今後の経済情勢の悪化等

により賃料水準の低下や空室率の上昇等により、減損処理が必要となった場合、当社の経営成績及び財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。 

 

(16）当社社長への依存について 

 当社代表取締役社長である亀井正通は自らが情報収集を行うほか、 高経営責任者として経営戦略・事業戦略

の決定及び事業推進において重要な役割を担っております。当社は同氏に過度に依存しないよう、経営体制を強

化し、経営リスクの軽減を図っておりますが、同氏が長期に亘り不在となった場合、又は、何等かの理由により

同氏が当社の経営者としての職務を執行することができなくなった場合には、当社の今後の事業推進に影響を及

ぼす可能性があります。 

 

(17）小規模組織であることについて 

 当社の組織は、平成18年９月30日現在、取締役６名、監査役３名、従業員19名と小規模であり、今後の事業拡

大に伴い、計画的な人員増強に努める方針であります。しかしながら、事業拡大のために要する優秀な従業員を

採用出来ない場合、当社が事業拡大及び人員増強に対して適切かつ十分な組織対応ができなかった場合には、当

社の業務遂行及び事業の拡大に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社は、事業の中核となる用地及び物件情報の収集及び処理能力、企画力及びデザイン力の高い従業員

を採用し、書類・資料作成等の事務作業や図面作成用コンピューターへの入力等の定型的業務、人材需要が一時

的なものでアウトソーシングが相応しいものは外注や派遣社員を活用していく方針であります。そのため、現在

在籍する役職員の当社の業務遂行への貢献度は非常に大きいものと認識しており、これらの在籍する役職員が社

外に流出した場合、当社の事業運営及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(18）顧客情報管理について 

 当社は、当社が管理業務を受託している賃貸マンション等のオーナー、テナント及び入居者、用地及び物件の

売主等の個人情報を有しております。当社は、個人情報を正確かつ 新の内容に保つよう努めるとともに個人情

報の紛失、漏えい、破壊、改ざん等を防止するため、適切な安全管理対策を行なうとともに、必要な是正措置を

－  － 
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講じます。 

 当社が認識している限り、これまでにおいて顧客等の個人情報が外部に流出した事実はありません。しかしな

がら、今後、上記施策にもかかわらず、個人情報の漏洩や不正使用等の事態が発生した場合、当社の信用の低下、

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(19）災害の発生及び地域偏在について 

 地震、暴風雨、洪水等の自然災害、戦争、暴動、テロ、火災等の人災が発生した場合、当社が所有する不動産

の価値が大きく毀損する可能性があり、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、当社が保有する

不動産は、経済規模や投資家需要の趣向等を考慮に入れ、東京を中心とする首都圏所在の比率が高い状況にあり、

当該地域における地震その他の災害、地域経済の悪化等により、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

(20）構造計算書等の偽造について 

 当社は、各事業において建物の新築工事を行う場合、当社業務マニュアルに基づき、建築確認の申請時に必要

な構造計算書等の作成業務を当社が信頼できる建築設計事務所や大手建設会社等へ外注しており、今後建築確認

申請を必要とする大規模改修工事を行う場合についても同様に行うこととしております。さらに、施工上の品質

管理についても発注先の建設会社任せにすることなく、当社建築設計部を中心として役職員自らが工事中現場に

おいて鉄筋・鉄骨・コンクリートの検査を行うなど品質管理を徹底しております。また、これまでに取得してい

る不動産については、建物の構造に関わる問題はないものと認識しており、今後取得する不動産についても当社

建築設計部を中心として調査を行い問題がないことを確認することとしております。しかしながら構造計算書の

偽造等、建物の構造に関わる問題が万が一発生した場合及び平成17年11月に発覚した構造計算書等の偽造問題の

再発防止に向けた法令やガイドライン等に基づき業務の遅延や追加費用の負担等が生じることになった場合、当

社の事業運営、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 なお、当社では今回の構造計算書等の偽造問題を踏まえた調査を実施したところ、当社が関与した物件におい

て、国土交通省が発表する「姉歯元建築士及び姉歯物件に関係していた業者の関与した物件等に係る調査の状況

（関係者別）」に記載されている「関係者」が関与した物件は存在しておりません。また、当社がこれまでに設

計、建設または開発した物件のうち瑕疵担保期間が残存する物件について、過去に当社と取引関係のない第三者

専門家による構造計算書及び関連図書の再調査を行いましたが、いずれの物件も建物の構造上、建築基準法に定

める正当な方法にて設計されていることを確認しております。 

 

 

（注） 当連結会計年度において前連結会計年度における事業の種類別セグメントの名称である「デザインクリエイ

ティブ事業」、「インカムマネジメント事業」、「グロースインベストメント事業」及び「ニューデベロップメ

ント事業」を、事業の実態を反映したより分かりやすい事業名とすべく、セグメントの名称を「設計建築事業」、

「賃貸事業」、「不動産投資事業」及び「開発分譲事業」に変更することといたしました。 

 なお、名称変更に伴う損益への影響はありません。 
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４．連結財務諸表等 
 平成18年４月１日付けで連結子会社株式会社インタープラネットを吸収合併したため、当連結会計年度末にお
いて連結子会社がなくなりましたので、連結貸借対照表を作成しておりません。 

(1）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金 ※１ 3,141,702

２．営業未収入金   29,858

３．有価証券  2,000

４．たな卸資産 ※１ 13,308,384

５．繰延税金資産  29,608

６．その他  334,965

  貸倒引当金  △  466

流動資産合計  16,846,053 82.0

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産  

(1)建物及び構築物 ※１ 1,164,716

減価償却累計額  116,937 1,047,778

(2)機械装置及び運搬具  32,465

減価償却累計額  20,292 12,172

(3)その他  20,116

減価償却累計額  12,095 8,021

(4)土地 ※１ 1,418,427

有形固定資産合計  2,486,400 12.1

２．無形固定資産  320,115 1.6

３．投資その他の資産  

(1)投資有価証券  348,140

(2)差入敷金保証金  388,125

(3)繰延税金資産  2,301

(4)その他  144,057

投資その他の資産合計  882,625 4.3

固定資産合計  3,689,141 18.0

資産合計  20,535,194 100.0

－  － 
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前連結会計年度 

（平成17年 9月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．営業未払金  12,286

２．短期借入金 ※１ 1,668,000

３．1年以内返済予定 
  長期借入金 

※１ 785,297

４．1年以内償還予定社債  297,000

５．未払法人税等  351,994

６．賞与引当金  12,130

７．前受金  307,328

８．その他  185,905

流動負債合計  3,619,944 17.6

Ⅱ 固定負債  

１．社債  1,684,500

２．長期借入金 ※１ 11,751,333

３．退職給付引当金  6,292

４．受入敷金保証金  980,581

５．その他  5,691

固定負債合計  14,428,399 70.3

負債合計  18,048,343 87.9

（資本の部）  

Ⅰ 資本金 ※２ 516,325 2.5

Ⅱ 資本剰余金  646,325 3.1

Ⅲ 利益剰余金  1,324,201 6.5

資本合計  2,486,851 12.1

負債及び資本合計  20,535,194 100.0
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(2）連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年 9月30日） 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅰ 売上高  5,883,549 100.0 9,491,722 100.0 3,608,172

Ⅱ 売上原価  3,919,534 66.6 5,009,529 52.8 1,089,994

売上総利益  1,964,014 33.4 4,482,193 47.2 2,518,178

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．役員報酬  104,400 143,954   

２．給与手当  113,676 157,875   

３．福利厚生費  22,821 33,155   

４．賞与引当金繰入額  9,057 14,265   

５．採用費  70,476 20,967   

６．租税公課  98,355 153,033   

７．減価償却費  14,180 12,517   

８．支払手数料  50,083 53,171   

９．地代家賃  46,045 79,157   

10．その他  94,055 623,151 10.6 114,620 782,716 8.2 159,565

営業利益  1,340,863 22.8 3,699,476 39.0 2,358,612

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  168 274   

２．受取配当金  1,315 1,126   

３．デリバティブ評価益  － 3,496   

４．税金等還付金  350 －   

５．その他  1,263 3,098 0.1 2,647 7,544 0.1 4,446

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  240,092 410,830   

２．新株発行費  16,748 －   

３．株式交付費  － 27,540   

４．社債発行費  11,855 25,481   

５．調達手数料  64,654 213,789   

６．上場関連費用  16,146 23,568   

７．その他  24,051 373,548 6.4 34,928 736,138 7.8 362,589

経常利益  970,413 16.5 2,970,882 31.3 2,000,469

－  － 

 

15



 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年 9月30日） 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※１ 1,347 －   

２．貸倒引当金戻入益  191 1,539 0.0 156 156 0.0 △1,382

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※２ 532 －   

２．固定資産除却損 ※３ 40 9,268   

３．会員権評価損  － 573 0.0 2,050 11,318 0.1 10,745

税金等調整前当期純
利益 

 971,379 16.5 2,959,719 31.2 1,988,340

法人税、住民税及び
事業税 

 436,014 1,386,559   

法人税等調整額  △11,186 424,828 7.2 △65,986 1,320,573 13.9 895,745

当期純利益  546,550 9.3 1,639,146 17.3 1,092,595

    

 

－  － 

 

16



 

(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   63,625 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

１．増資による新株発行  582,700 582,700 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   646,325 

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   792,890 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１．当期純利益  546,550 546,550 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．配当金  15,240 15,240 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   1,324,201 

    

 

連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成17年10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
株主資本 

合  計 

純資産合計

平成17年９月30日残高（千円） 516,325 646,325 1,324,201 2,486,851 2,486,851

当連結会計年度中の変動額  

新株の発行 2,696,483 2,696,470 5,392,954 5,392,954

剰余金の配当 △99,992 △99,992 △99,992

当期純利益 1,639,146 1,639,146 1,639,146

当連結会計年度中の変動額合計（千円） 2,696,483 2,696,470 1,539,154 6,932,108 6,932,108

平成18年９月30日残高（千円） 3,212,808 3,342,795 2,863,355 9,418,959 9,418,959
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日）

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

   
 

税金等調整前当期純利益  971,379 2,959,719 

減価償却費  57,096 54,686 

貸倒引当金の増減額 
（減少：△） 

 △191 △242 

賞与引当金の増減額 
（減少：△） 

 3,825 4,727 

退職給付引当金の増減額
（減少：△） 

 1,795 2,547 

受取利息及び受取配当金  △1,484 △1,400 

支払利息  240,092 410,830 

固定資産売却益  △1,347 － 

固定資産売却損  532 － 

固定資産除却損  40 9,268 

会員権評価損  － 2,050 

売上債権の増減額 
（増加：△） 

 77,268 △8,891 

たな卸資産の増減額 
（増加：△） 

 △7,955,014 △16,301,746 

仕入債務の増減額 
（減少：△） 

 △81,967 86,793 

その他  23,708 366,575 

小計  △6,664,265 △12,415,080 △5,750,815

利息及び配当金の受取額  1,484 1,400 

利息の支払額  △232,298 △420,379 

法人税等の支払額  △276,487 △566,733 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 △7,171,566 △13,400,793 △6,229,227

 

－  － 
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前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日）

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 増減（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー 

   
 

定期預金の純増減額 
（増加：△） 

 △6 △149,987 

有形固定資産の取得による
支出 

 △18,222 △382,758 

有形固定資産の売却による
収入 

 81,149 － 

無形固定資産の取得による
支出 

 △1,500 △227,511 

有価証券の償還による収入  － 2,000 

投資有価証券の取得による
支出 

 － △8,000 

匿名組合出資金の払込によ
る支出 

※２ △374,488 △740,000 

匿名組合出資金の払戻によ
る収入 

※２ 513,527 － 

その他投資の取得による支
出 

 △20,227 △8,629 

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 180,231 △1,514,886 △1,695,117

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 
（減少：△） 

 △343,000 △459,000 

長期借入れによる収入  9,646,000 12,947,000 

長期借入金の返済による支
出 

 △2,463,857 △1,998,197 

社債の発行による収入  638,145 1,074,518 

社債の償還による支出  △108,500 △376,000 

新株発行による収入  970,001 5,365,414 

配当金の支払額  △15,240 △99,100 

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 8,323,548 16,454,034 8,130,485

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
（減少：△） 

 1,332,214 1,538,354 206,139

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残
高 

 1,759,475 3,091,689 1,332,214

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残
高 

※１ 3,091,689 4,630,044 1,538,354

     

 

－  － 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数     １社 連結子会社の数     － 

 なお、当社の連結子会社であった株式

会社インタープラネットは、平成18年４

月１日付けで当社に吸収合併されたた

め、連結会計年度末においては連結子会

社がなくなりました。 

 このため、当連結会計年度において

は、連結損益計算書、連結株主資本等変

動計算書及び連結キャッシュ・フロー計

算書を作成しておりますが、連結貸借対

照表は作成しておりません。 

 連結子会社の名称 

株式会社インタープラネット 
 

 

２．持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 同 左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は連結決算日と一

致しております。 

同 左 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

① 有価証券 ① 有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 満期保有目的債券 満期保有目的債券 

 償却原価法 同 左 

 その他有価証券 その他有価証券 

 時価の無いもの 時価の無いもの 

 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こ

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、匿名組合の財

産の持分相当額を｢投資有価証券｣とし

て計上しております。匿名組合への出

資時に｢投資有価証券｣を計上し、匿名

組合の営業により獲得した損益の持分

相当額については、「営業損益」に計

上するとともに同額を「投資有価証

券」に加減し、営業者からの出資金

（営業により獲得した損益の持分相当

額を含む）の払い戻しについては、

「投資有価証券」を減額しておりま

す。 

同 左 

 

 

 ② デリバティブ  時価法 ② デリバティブ  同 左 

 ② たな卸資産 ③ たな卸資産 

 販売用不動産、仕掛販売用不動産及

び建築事業等支出金 

販売用不動産、仕掛販売用不動産及

び建築事業等支出金 

 個別法による原価法 同 左 

－  － 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 (2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 定率法。 同 左 

  但し、平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物付属設備を除く）につい

ては、定額法によっております。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。 

 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

 自社利用ソフトウェア 自社利用ソフトウェア 

  社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法 

同 左 

 ③ 長期前払費用 ③ 長期前払費用 

 定額法 同 左 

① 新株発行費 ① 株式交付費 (3）重要な繰延資産の処理

方法  支出時に全額費用として処理してお

ります。 

同 左 

 ② 社債発行費 ② 社債発行費 

  支出時に全額費用として処理してお

ります。 

同 左 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 (4）重要な引当金の計上基

準  債権の貸倒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。 

同 左 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に備える

ため、賞与支給見込額の当連結会計年

度負担額を計上しております。 

同 左 

 ③ 退職給付引当金 ③ 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

の見込額に基づき計上しております。

同 左 

－  － 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の処

理方法  金利スワップの特例処理の要件を満

たすものについては、特例処理を採用

しております。 

同 左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ及び金

利キャップ 

同 左 

 ヘッジ対象…借入金  

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

  金利リスク低減のため、対象債務の

範囲内でヘッジを行っております。 

同 左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 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を満

たしている場合は、有効性の判定を省

略しております。 

同 左 

  消費税等の会計処理   消費税等の会計処理 (6）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項 

 税抜方式によっております。控除対

象外消費税等については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 

 なお、固定資産に係る控除対象外消

費税等は長期前払費用に計上し、5年

間で均等償却しております。 

同 左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

― 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 該当事項はありません。 同 左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会計年度中

に確定した利益処分または損失処理に基

づいて作成しております。 

― 

８．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 

－  － 
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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 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年 9月30日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

 当連結会計年度から、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」（企業会計審議

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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 当連結会計年度より「繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11日

実務対応報告第19号）を適用しております。 

 これに伴い、前連結会計年度における営業外費用の

「新株発行費」は、当連結会計年度より「株式交付費」

として処理する方法に変更しております。 

 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月 1日 

至 平成17年 9月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年 9月30日） 

（連結貸借対照表関係） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法

律第97号)が平成16年６月９日に公布され、平成16年12

月１日より適用になったことに伴い、前連結会計年度ま

で「匿名組合出資金」として表示していたみなし有価証

券を当連結会計年度より「投資有価証券」として表示し

ております。 

 この変更により、「投資有価証券」は296,640千円増

加しております。 

（連結損益計算書関係） 

 前連結会計年度まで区分掲記していた「税金等還付

金」は、営業外収益の合計額の100分の10以下となった

ため、営業外収益の「その他」に含めることとしまし

た。 

 なお、当連結会計年度の「税金等還付金」は401千円

であります。 

（連結損益計算書関係） 

 前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「その

他」に含めていた「採用費」は、販売費及び一般管理費

の合計額の100分の10を超えたため、区分掲記すること

としました。 

 なお、前連結会計年度の「採用費」は9,523千円であ

ります。 

 また、前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に

含めていた「新株発行費」は、営業外費用に占める重要

性が増したため、区分掲記することとしました。 

 なお、前連結会計年度の「新株発行費」は527千円で

あります。 

 

 

－  － 
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追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年９月30日） 

（外形標準課税） 

 実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成16年2月13日）が公表

されたことに伴い、当連結会計年度から、同実務対応報

告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割9,681

千円を販売費及び一般管理費として処理しております。

― 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年９月30日） 

※１．担保に供している資産 
 

たな卸資産 12,874,525千円

建物 698,364千円

土地 1,418,427千円

合計 14,991,317千円
  

（上記に対応する債務） 
 

短期借入金 1,194,000千円

１年以内返済予定長期借入金 635,297千円

長期借入金 11,601,333千円

合計 13,430,631千円
  
※２．当社の発行済株式総数  普通株式 34,480株 

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

※１． ※１．固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 
 

土地 554千円

建物 792千円

合計 1,347千円

  

― 

※２． ※２．固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 
 

機械装置及び運搬具 220千円

有形固定資産「その他」 312千円

合計 532千円

  

― 

※３．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

※３．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 
 

有形固定資産「その他」 40千円
  

 
建物 9,268千円

  
 

－  － 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度 （自 平成17年10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に関する事項 

 前連結会計年度末

株式数（株） 

当連結会計年度 

増加株式数（株）

当連結会計年度 

減少株式数（株） 

当連結会計年度末

株式数（株） 

    発行済株式数 

34,480 85,924 － 120,404   普通株式 

(注）普通株式の発行済株式総数の増加85,924株の内訳は、平成17年11月18日の株式分割による68,960株、平成18年３月

２日及び平成18年３月14日の有償一般募集による新株の発行13,004株、並びに平成18年９月11日及び平成18年９月

26日の新株予約権の権利行使による新株の発行3,960株であります。 

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

３．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。 

 

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17年12月20日定時株主総会 普通株式 99,992 2,900 平成17年９月30日 平成17年12月20日

 

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議予定 株式の種類 配当の原資
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12月20日定時株主総会 普通株式 利益剰余金 325,090 2,700 平成18年９月30日 平成18年12月21日

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

※１現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在）
 

 （千円）

現金及び預金勘定 3,141,702

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △50,012

現金及び現金同等物 3,091,689
   

 
 （千円）

現金及び預金勘定 4,830,044

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 200,000

現金及び現金同等物 4,630,044
  

※２ 匿名組合出資金は連結貸借対照表上「投資有価

証券」として計上しております。 

※２ 匿名組合出資金は、当社の貸借対照表上「投資有

価証券」として計上しております。 

 

 

－  － 
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 

－  － 
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（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 リース取引の内容の重要性が乏しく、かつ、契約１件

当たりの金額が少額であるため、連結財務諸表規則第15

条の３の規定に従い、記載を省略しております。 

同 左 

 
（有価証券関係） 

 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度（平成17年９月30日）
 

連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券  

非上場社債 2,000 

(2）その他有価証券  

① 非上場株式（店頭売買株
式を除く） 

51,500 

② 投資事業有限責任組合に
類する組合への出資 

296,640 

 

２．満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

前連結会計年度（平成17年９月30日） 

 １年以内（千円） １年超５年以内（千円） 

債券   

社債 2,000 － 

合計 2,000 － 

 

当連結会計年度（平成18年９月30日） 

 当連結会計年度については、連結貸借対照表を作成しておりませんので、財務諸表の注記事項として記載して

おります。 

 

 



 

（デリバティブ取引関係） 

 当連結会計年度については、連結貸借対照表を作成しておりませんので、財務諸表の注記事項として記載して

おります。 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

(1）取引の内容及び利用目的 

 当社は将来の金利変動リスクを回避する目的で金利

スワップ及び金利キャップを利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満たすものにつ

いては、特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ及び金利キャップ 

ヘッジ対象…借入金 

③ ヘッジ方針 

 金利リスク低減のため対象債務の範囲内でヘッジ

を行っております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満たしている場

合は有効性の判断を省略しております。 

(2）取引に対する取組方針 

 金利関連のデリバティブ取引は、将来の金利変動リ

スクを回避する目的を達成する範囲で行う方針であ

り、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であ

ります。 

(3）取引に係るリスクの内容 

 金利関連のデリバティブ取引は、市場金利の変動に

よるリスクを有しております。 

 当社のデリバティブ取引の契約先は、国内大手銀行

であり相手先の契約不履行等の信用リスクはほとんど

ないと判断しております。 

(4）取引に係るリスク管理体制 

 当社のリスク管理体制については、資金調達時に取

締役会の承認を得ており、取引の実行及び管理は管理

部長が中心となって、管理部で行っております。 

 

２．取引の時価等に関する事項 

金利関連 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日至 平成17年９月30日） 

区分 種類 
契約額等 
(千円) 

契約額等 
うち１年超 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

(千円) 

金利スワップ取引     
市場取引以外
の取引 

変動受取・固定支払 647,500 － △5,691 △5,691 

(注) １．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。 

   ２．時価は、契約を締結している金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

－  － 
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（退職給付関係） 

 当連結会計年度においては、連結貸借対照表を作成しておりませんので、財務諸表の注記事項として記載して

おります。 

前連結会計年度（平成17年９月30日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。 

 なお、当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法（自己都合退職による期末要支給額の100％を退職

給付債務とする方法）を採用しております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成17年９月30日現在） 

退職給付債務 △6,292千円 

退職給付引当金 △6,292千円 

 

３．退職給付費用に関する事項 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

勤務費用 1,795千円 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しておりますので、基礎事項等については記載し

ておりません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成17年10月１日至 平成18年９月30日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（1）ストック・オプションの内容 

 
平成16年９月 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
取締役 3名、監査役 
１名、従業員15名、取
締役就任予定者 1名 

監査役 1名、従業員1
名、取締役就任予定者 
1名 

従業員1名 

ストック・オプション数 

（注） 
普通株式 3,000株 普通株式 660株 普通株式 360株 

付与日 平成16年９月９日 平成17年３月23日 平成17年６月15日 

権利確定条件 
 行使時、当社の役員
または従業員であるこ
と。 

同 左 同 左 

対象勤務期間 定めておりません。 同 左 同 左 

自 平成18年９月９日 
同 左 同 左 権利行使期間 

至 平成23年９月８日 

（注）株式数に換算しております。また、平成17年５月６日付けで１株を20株、平成17年11月18日付けで１株を３株

に株式分割を行っているため、株式分割後の株式数に換算しております。 

 

－  － 
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平成17年12月 
ストック・オプション 

 

取締役5名、監査役3
名、従業員18名 

付与対象者の区分及び人数 

ストック・オプション数 

（注） 
4,000株 

付与日 平成18年４月14日 

権利確定条件 
 行使時、当社の役員
または従業員であるこ
と。 

定めておりません。 対象勤務期間 

自 平成19年12月21日 
権利行使期間 

至 平成24年12月20日 

（注）株式数に換算しております。 

 

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数 

 平成16年９月ストック・オプション 

付与日 平成16年９月９日 平成17年３月23日 平成17年６月15日 

権利確定前（株）    

 期首 3,000 660 360 

 付与 － － － 

 失効 60 － － 

 権利確定 2,940 660 360 

 未確定残 － － － 

権利確定後（株）  － － 

 期首 － － － 

 権利確定 2,940 660 360 

 権利行使 2,940 660 360 

 失効 － － － 

 未行使残 － － － 

（注）株式数に換算しております。また、平成17年５月６日付けで１株を20株、平成17年11月18日付けで１株を３株

に株式分割を行っているため、株式分割後の株式数に換算しております。 

－  － 
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平成17年12月ストック・オプション 

平成18年４月14日 付与日 

4,000 権利確定前（株） 

－  期首 

4,000  付与 

100  失効 

－  権利確定 

3,900  未確定残 

－ 権利確定後（株） 

－  期首 

－  権利確定 

－  権利行使 

－  失効 

 未行使残 － 

（注）株式数に換算しております。 

 

②単価情報 

 
平成16年９月 

ストック・オプション 

付与日 平成16年９月９日 平成17年３月23日 平成17年６月15日 

権利行使価格（円） 9,694円 9,694円 9,694円 

行使時平均株価（円） 321,500 321,500 289,000 

公正な評価単価（付与日）（注） － － － 

 

 
平成17年12月 

ストック・オプション 

平成18年４月14日 付与日 

440,190円 権利行使価格（円） 

－ 行使時平均価格（円） 

公正な評価単価（付与日）（注） － 

（注）会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。 

 

 

 

－  － 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 
 

 （千円）

賞与引当金損金算入限度超過額 4,937

未払事業税否認 24,481

退職給付引当金損金算入限度超過額 2,301

貸倒引当金繰入限度超過額 189

繰延税金資産の純額 31,909
  

 ― 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 
 

（単位：％）

法定実効税率 40.7

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項
目 

0.1

同族会社の留保金額に対する税額 3.2

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.7
  

 
（単位：％）

法定実効税率 40.7

（調整） 

同族会社の留保金額に対する税額 3.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.6
  

 

－  － 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

 

デザインク
リエイティ
ブ事業 
（千円） 

インカムマ
ネジメント

事業 
（千円） 

グロースイ
ンベストメ
ント事業 
（千円） 

ニューデベ
ロップメン
ト事業 
（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 1,367,177 1,516,551 2,507,044 492,776 5,883,549 － 5,883,549

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － － －

計 1,367,177 1,516,551 2,507,044 492,776 5,883,549 － 5,883,549

営業費用 1,274,957 1,333,358 1,336,801 597,568 4,542,685 － 4,542,685

営業利益 92,220 183,192 1,170,242 △104,791 1,340,863 － 1,340,863

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的
支出 

   

資産 52,162 3,660,340 16,311,850 510,841 20,535,194 － 20,535,194

減価償却費 34 45,854 10,866 340 57,096 － 57,096

資本的支出 38 7,405 11,905 372 19,722 － 19,722

 （注）１．事業区分の方法 

市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主な事業内容 

－  － 
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 区分 主要事業 

 デザインクリエイティブ事業 設計監理事業、建築事業、コンサルティング事業

インカムマネジメント事業 
不動産賃貸事業、アセットマネジメント業務受託
事業 

 

 グロースインベストメント事業 オフィスビル等及び不動産関連資産への投資事業

 ニューデベロップメント事業 マンション・戸建等の開発販売事業 

 

 

 



 

当連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

 
設計建築事
業 
（千円） 

賃貸事業 
（千円） 

不動産投資
事業 
（千円） 

開発分譲事
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 778,008 1,514,363 6,707,050 492,298 9,491,722 － 9,491,722

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － － －

計 778,008 1,514,363 6,707,050 492,298 9,491,722 － 9,491,722

営業費用 627,812 1,251,923 3,509,947 402,561 5,792,246 － 5,792,246

営業利益 150,195 262,440 3,197,102 89,737 3,699,476 － 3,699,476

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的
支出 

   

資産 － － － － － － －

減価償却費 0 44,750 9,440 495 54,686 － 54,686

資本的支出 － － － － － － －

 （注）１．事業区分の方法 

市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．事業名称の変更 

 当連結会計年度において前連結会計年度における事業の種類別セグメントの名称である「デザインクリ

エイティブ事業」、「インカムマネジメント事業」、「グロースインベストメント事業」及び「ニューデ

ベロップメント事業」を、事業の実態を反映したより分かりやすい事業名とすべく、セグメントの名称を

「設計建築事業」、「賃貸事業」、「不動産投資事業」及び「開発分譲事業」に変更することといたしま

した。 

 なお、名称変更に伴う損益への影響はありません。 

３．各事業区分に属する主な事業内容 

－  － 
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 区分 主要事業 

 設計建築事業 設計監理事業、建築事業、コンサルティング事業

賃貸事業 
不動産賃貸事業、アセットマネジメント業務受託
事業 

 

 不動産投資事業 オフィスビル等及び不動産関連資産への投資事業

 開発分譲事業 マンション・戸建等の開発販売事業 

４．当連結会計年度においては連結貸借対照表を作成していないため、「Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出」のうち、資産及び資本的支出は記載しておりません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国また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。 

 

【海外売上高】 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 



 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

 

（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 

１株当たり純資産額 72,124.45円 

１株当たり当期純利益金額 17,362.39円 

潜在株式調整後１株当たり 
当
 

期純利益金額 
17,240.26円 

 

１株当たり純資産額 － 円 

１株当たり当期純利益金額 14,757.64円 

潜在株式調整後１株当たり 
当
 

期純利益金額 
14,269.20円 

 当社は、平成17年５月６日付けで株式１株につき20株

の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前連結会計年度における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。 

 なお、当社は、平成17年11月18日付けで株式１株につ

き３株の株式分割を行っております。 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

連結会計年度における１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。 
 

１株当たり純資産額 31,782.00円 

１株当たり当期純利益金額 13,481.97円 

 なお、前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、新株引受権及び新株予約権の

残高はありますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭

登録もしておらず、期中平均株価の把握ができないため

記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額 24,041.48円

１株当たり当期純利益金額 5,787.46円

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
5,746.75円

  

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
 （自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 546,550 1,639,146 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 546,550 1,639,146 

期中平均株式数（株） 31,479 111,071 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 223 3,802 

（うち新株予約権） (223) (3,802) 

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 ― 

 平成17年12月20日開催定時株

主総会決議に基づく平成18年４

月14日取締役会決議による新株

予約権 

普通株式 3,900株 

 

－  － 
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（重要な後発事象） 

当連結会計年度 前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

（株式分割） 

 平成17年9月13日開催の当社取締役会決議により、次

のように株式分割による新株式を発行しております。 

１．平成17年11月18日付けで、普通株式1株につき3株

の割合をもって分割する。 

（1）分割により増加する株式数 

普通株式   68,960株 

（2）分割方法 

 平成17年９月30日 終の株主名簿及び実質株主名簿

に記載された株主の所有株式1株につき3株の割合を

もって分割する。 

２．配当起算日 

平成17年10月1日 

 当該株式分割（平成17年５月６日付けの株式分割も

含む）が前期首に行われたと仮定した場合の前連結会

計年度における1株当たり情報並びに当期首に行われ

たと仮定した場合の当連結会計年度における1株当た

り情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

10,594.00円 24,041.48円

１株当たり当期純利益金

額 

１株当たり当期純利益金

額 

4,493.99円 5,787.46円

― 

 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、新株引受

権及び新株予約権の残高

はありますが、当社株式

は非上場であり、かつ店

頭登録もしておらず、期

中平均株価の把握ができ

ないため記載しておりま

せん。 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 

5,746.75円

  
 

－  － 
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前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

（ストック・オプション（新株予約権）の付与） 

 当社は、当社の役員及び従業員の業務向上に対する意

欲や士気を一層高めるとともに、優秀な人材を確保する

ことを狙いとして、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ

21の規定に基づき、平成17年12月20日開催の当社定時株

主総会において、ストック・オプションの付与を目的と

して、当社の役員及び従業員に対し、無償で新株予約権

を発行することを決議しました。 

 当該ストック・オプション（新株予約権）制度の概要

は次のとおりであります。 

１．新株予約権の目的たる株式の種類および数 

  当社普通株式4,000株を上限とする。 

２．発行する新株予約権の総数 

  総数は4,000個とする。 

 なお、新株予約権１個当たりの目的たる株式の数

（以下、「付与株式数」という。）は１株の割合で発

行する。 

 ただし、新株予約権発行日以降に当社が株式分割ま

たは株式併合を行う場合、各発行対象者の１個当たり

の新株予約権の行使により発行される株式の数は、次

の算式により調整されるものとする。なお、かかる調

整は、当該時点においてその者が新株予約権を行使し

ていない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整

の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとする。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併

合の比率 

３．新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額 

 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額

は、各新株予約権の行使により発行または移転する株

式1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

 行使価額は、発行日の属する前の月の各日（取引が

成立しない日を除く）におけるジャスダック証券取引

所が公表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値

（終値のない日を除く）における1.05を乗じた金額

（１円未満の端数は切り上げ）、または、発行日の終

値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の

終値）のいずれか高い金額とする。 

 なお、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれ

ぞれ調整する。 

（1）当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、

新株を発行または当社が保有する自己株式を移転

する場合（新株予約権の行使によるものを除く）

は、次の算式により行使価額を調整するものとす

る（１円未満の端数は切り上げる）。 

― 

－  － 
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前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 
      

    

新規発行

株式数 
× 

１株当たり

の払込金額既発行 

株式数 
＋ 

新株発行前の株価 調整後 

行使価額 
＝

調整前 

行使価額 
×

既発行株式数＋新規発行株式数

 上記の算式において、「既発行株式数」とは当

社の発行済株式数から当社が保有する自己株式を

控除した数とし、当社が保有する自己株式の移転

を行う場合には、「新規発行株式数」を「移転す

る自己株式数」に読み替えるものとする。 

（2）当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合

には、次の算式により行使価額を調整するものと

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

る。 

１ 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

分割・併合の比率

 

４．新株予約権の行使期間 

平成19年12月21日より平成24年12月20日まで 

５．新株予約権の行使の条件 

（1）権利行使時において当社の役員または従業員の

地位にあることを要する。 

（2）新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれ

を行使することができる。 

（3）その他の権利行使条件については取締役会にお

いて決定するものとする。 

６．新株予約権の消却事由および条件 

（1）当社が消滅会社となる合併または当社が完全子

会社となる株式交換もしくは株式移転が行われ

るときは、本新株予約権を無償で消却すること

ができる。 

（2）当社は、新株予約権の付与を受けた者が、５．

（1）に規定する条件に該当しなくなったときま

たは５．（2）に至ったときは、本新株予約権を

無償で消却することができる。 

（3）当社は、いつでも、当社が取得し保有する未行 

使の新株予約権を、無償にて消却することがで 

きるものとする。 

７．新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要

するものとする。 

― 

 

－  － 
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５．生産、受注及び販売の状況 

（1）生産実績 
該当事項はありません。 
 

（2）受注状況 

 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日）

当連結会計年度 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年 9月30日）

増減 

事業の種類別セグメントの名称 

受注高 
（千円） 

受注残高 受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） （千円） 

設計建築事業 94,396 － 778,008 － 683,612 － 

 

（3）販売実績 
当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

前連結会計年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日）

当連結会計年度 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年 9月30日）

増減 

事業の種類別セグメントの名称 

構成比 
（％）

金額（千円）
構成比 
（％）

金額（千円） 
比率 

金額（千円）
（％） 

設計建築事業 1,367,177 23.2 778,008 8.2 △589,168 △43.1

賃貸事業 1,516,551 25.8 1,514,363 16.0 △2,187 △0.1

不動産投資事業 2,507,044 42.6 6,707,050 70.6 4,200,006 167.5

開発分譲事業 492,776 8.4 492,298 5.2 △477 △0.1

合計 5,883,549 100.0 9,491,722 100.0 3,608,172 61.3

 （注） 近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり 

あります。 

（設計建築事業） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年 9月30日） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

個人顧客 1,259,531 21.4 － － 

（不動産投資事業） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年 9月30日） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

株式会社ケイアイ 1,207,760 20.5 － － 

Shiodo Investment Private Limited － － 3,325,243 35.0 

株式会社クリード － － 1,351,313 14.2 

Amtec Solutions,Ltd. － － 1,300,190 13.7 

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

－  － 
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（注） 当連結会計年度において前連結会計年度における事業の種類別セグメントの名称である「デザインクリエイ

ティブ事業」、「インカムマネジメント事業」、「グロースインベストメント事業」及び「ニューデベロップメ

ント事業」を、事業の実態を反映したより分かりやすい事業名とすべく、セグメントの名称を「設計建築事業」、

「賃貸事業」、「不動産投資事業」及び「開発分譲事業」に変更することといたしました。 
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