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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 27,409 (△21.0） 2,489 （△3.8） 2,068 (  22.6）

１７年９月中間期 34,676 (　51.2) 2,586 ( 121.1) 1,686 ( 263.0)

１８年３月期 62,683 5,405 3,478

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 1,220 ( 　 ―) 1,199 79 354 00

１７年９月中間期 △1,398 ( 　 ―) △1,717 92 ―

１８年３月期 △381 △431 78 ―  

（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 1,017,561株 17年9月中間期 814,044株 18年3月期 883,536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 60,915 15,934 26.1 15,467 81

１７年９月中間期 45,452 11,533 25.4 12,689 74

１８年３月期 53,830 15,036 27.9 15,099 61

（注）期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期 1,026,907株 17年9月中間期 908,897株 18年3月期 995,812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 △12,785 2,158 7,655 6,828

１７年９月中間期 759 △3,133 △4,618 5,063

１８年３月期 2,694 △5,445 494 9,799

(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 9社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0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 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 59,498 4,310 2,340

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）2,278円68銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況

(１)企業集団の状況

　当社グループは、当社及び連結子会社９社で構成され、不動産販売事業及びソリューション事業を主な事業として

おります。その主な事業内容は、次のとおりであります。

１）不動産販売事業

　当社グループは、従来型のファミリータイプマンションとは一線を画し、単身者及びＤＩＮＫＳ層をメインター

ゲットとし、東京都心の駅至近立地をメインエリアに、都市型コンパクトマンション「ダイナシティ」シリーズ等

の企画、開発、販売を行っております。

２）ソリューション事業

　当社グループは、不動産の流動化促進ならびに付加価値の最大化を目指す事業を展開しております。当該事業の

内容は開発型、バリューアップ型、コンバージョン型の３つに大別されます。

　開発型は土地の最も有効な活用方法を見出し、市場のニーズにあった商品を企画、提供するものです。バリュー

アップ型は既存の中古住宅・商業ビル等の特性を活かしつつ、価値を高め安定した賃貸収入を確保したうえで転売

する事業です。コンバージョン型は既存のビル等の用途を変更し時代と街に合った商品を企画、開発し、提供する

事業であります。

 

 　　　 当社グループの事業内容と当社グループ各社の位置づけは、以下のとおりであります。

区　　分 事　業　内　容 会　　社

不動産販売事業
ダイナシティマンションシリーズ等の企画・

開発・販売事業
 株式会社ダイナシティ

ソリューション事業
不動産の流動化促進ならびに付加価値の最大

化を目指す事業

 株式会社ダイナシティ

 有限会社ＤＹＮホテル計画

 その他の事業

不動産コンサルティング事業  株式会社ダイナシティ

受託不動産販売事業 株式会社ダイナシティ

不動産担保融資事業 株式会社ダイナミックス

不動産賃貸（サブリース）事業
株式会社ダイナシティ

株式会社ダイナシティコミュニケーションズ

 不動産賃貸（仲介・管理）事業

 不動産管理事業
株式会社ダイナシティコミュニケーションズ

損害保険の代理事業
 株式会社ダイナシティ

 株式会社ダイナシティコミュニケーションズ

アセットマネジメント事業（国内）（※） 株式会社ダイナシティアセットマネジメント

介護施設運営事業（※） 株式会社メディカルブレイン

スポーツ施設運営事業（※） 株式会社ダイナミックスポーツ

マンションＩＴ化事業、プロバイダー事業 株式会社シーファイブ

リゾート施設運営事業（ゴルフ場） 株式会社ダイナシティリゾート

不動産投資事業、アセットマネジメント事業

（国内外）（※）
 D Plus 7, Ltd．（英国領ケーマン諸島）

 （※）事業を終結もしくは凍結しております。
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(２)事業系統図

　事業の系統図は、次の通りです。
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客
・
一
般
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・不動産販売事業 
・ソリューション事業 
・不動産コンサルティング事業 
・不動産賃貸（サブリース）事業 
・受託不動産販売事業 
・損害保険の代理業 

株式会社ダイナシティ 
コミュニケーションズ 

（連結子会社） 

・不動産賃貸(仲介・管理)事業 
・不動産管理事業 
・損害保険の代理業 

・不動産担保融資事業 

・アセットマネジメント事業(国内)(※) 

・スポーツ施設運営事業（※） 

・介護施設運営事業（※） 

・マンションＩＴ化事業 
・プロバイダー事業 

・リゾート施設運営事業 

・不動産投資事業(国内外)（※） 
・アセットマネジメント事業(国内外)(※) 

株式会社ダイナミックス 
（連結子会社） 

株式会社ダイナシティ 
アセットマネジメント 

（連結子会社） 

株式会社ダイナミックスポーツ 
（連結子会社） 

株式会社メディカルブレイン 
（連結子会社） 

株式会社シーファイブ 
（連結子会社） 

株式会社ダイナシティリゾート 
（連結子会社） 

D Plus 7, Ltd 
（連結子会社） 
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家 

(100％出資) 

(100％出資) 

(100％出資) 

(100％出資) 

(100％出資) 

(100％出資) 

(75％出資) 

(100％出資) 

・ソリューション事業 有限会社ＤＹＮホテル計画 
（連結子会社） 

(100％出資) 

 （※）事業を終結もしくは凍結しております。
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２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、「私たちは、夢のある都市空間の創造を通じて、未来に誇れる豊かな社会づくりに貢献します」

を基本理念としております。

　かかる基本理念の下、当社グループは、都心の魅力を多くの人々に伝え、都市空間の本質を追求し、日本の住まい

のあり方をリードします。また、本物にこだわり、高品質かつ高機能の商品とサービスを開発、提供し、社会とよろ

こびを共有できる街づくりをすることにより、消費者からの最大限の信頼を獲得することで社会貢献をしてまいりま

す。

　具体的には、シングル・ＤＩＮＫＳ世帯に向けた都市型コンパクトマンションの開発、分譲を不動産販売事業の核

に据えつつ、当社グループ各社が不動産を核とした関連ビジネスを展開しております。

　また、ソリューション事業では、都市における不動産価値の再生に最大限に注力し、そこから派生する周辺事業を

グループ全体で共有することで相乗効果を高め、さらなる収益基盤の確立、企業価値の創出と拡大を目指しておりま

す。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主利益の最大化を最も重要な課題の一つとして考え、財務体質と経営基盤の強化と拡充を図るため、内

部留保の確保を勘案しつつ、株主各位に適正な利益還元を行うことを基本方針としております。

　なお、内部留保金の使途につきましては、将来の事業拡大や経営環境の変化に対応するための資金需要として備え

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

　当社は株価、株主数、財務状況等を総合的に判断して、投資単位を一定水準に維持するよう常に検討を重ね、これ

までも当社株式１株あたりの投資金額を引き下げ、株式流動性の向上および株主数の増加を図ることを目的に、株式

の分割（無償分割）を実施してまいりました。今後も、投資家の皆様のご期待に応えるべく、適時かつ公正な情報開

示ならびに必要な施策を実施してまいります。

　なお、今後の具体的な施策及び時期等につきましては未定であります。

(4）目標とする経営指標

　当社グループの経営は、資金使途の効率化を重視しつつ、利益の極大化ならびに利益率の向上を目指しております。

また有利子負債比率、ＲＯＡ、ＲＯＥ、たな卸資産回転率等の指標について、現在の水準からの一層の改善と向上を

図ってまいる所存であります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　不動産販売事業とソリューション事業が収益獲得の柱であります。この二大事業に人的、資本的経営資源を投下し、

確固たる収益基盤に育成するとともに、新たな収益源の発掘にも注力してまいる所存です。

　

(6）会社の対処すべき課題

当社企業集団の収益性、成長性の更なる向上を目指すために、対処すべき課題として以下の項目に取り組んでおり

ます。

 １．不動産物件の仕入れ強化と資金調達手段の多様化

 高収益に結びつく優良な仕入れ情報を積極的に開拓する一方で、財務戦略の一環として資金調達手段の多様

化にも取り組んでおります。

 ２．商品企画力及び販売力の強化

 「ダイナシティ」ブランドの一層の強化を図っております。マーケティング調査ならびにアフターサービス活

動を通じて、そこから得られるお客様の要望を最大限に生かし、市場が求める商品の開発を行っております。

一方、効率的な営業活動を行うとともに販売チャンネルの開拓、拡大にも取り組んでおります。

 ３．組織の強化

 当社企業集団は、優秀な人材の確保・育成と社内管理体制の強化が経営の重要課題であることを認識してお

ります。さらなる事業拡大につなげるため、人材の補強、社員一人一人の業務スキル、ノウハウのレベルアッ

プ等に努めるとともに、全社員による法令及び定款遵守の徹底を図り、内部管理体制の充実に積極的に取り組

んでおります。
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（7）親会社等に関する事項

該当事項はありません。

 

（8）内部管理体制の整備・運用状況

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考

え方及びその整備状況」に記載しております。

 

 （9）その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等）

 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）当中間連結会計期間の経営成績

　当中間連結会計期間における我が国経済は、原油価格の高騰やゼロ金利解除に伴う金利先高感等の懸念材料はある

ものの、企業収益の改善による設備投資が堅調に推移し、これに伴う個人消費の増加など、景気は緩やかに拡大を続

けてまいりました。

　不動産業界におきましては、都心での不動産価格も上昇基調にあり、都心回帰傾向も一段と強まる中、立地や規模、

商品企画等に対する消費者の厳しい物件選別により企業の好不調の二極化が一層深まる傾向にあります。他方、国内

外の投資家が不動産への旺盛な投資意欲を示していることから、不動産市況は活発で動きの激しい環境が継続してお

ります。

　このような状況下、当社グループは、当中間連結会計期間の売上高274億9百万円（対前年同期比21.0％減）、経常

利益20億68百万円（対前年同期比22.6％増）、連結中間純利益12億20百万円（前年同期13億98百万円の中間純損失）

となりました。

　事業別の概況は以下のとおりであります。

（不動産販売事業）

　不動産販売事業では、東京都心をはじめ、東京近郊部の駅至近立地において、都市型コンパクト「ダイナシティ」

シリーズを提供しております。

  当中間連結会計期間は、売上高138億20百万円（対前年同期比4.6％増）を計上いたしました。

（ソリューション事業）

　ソリューション事業では、不動産の流通の活性化を企図して、物件のバリューアップを図り販売しております。

当中間連結会計期間は、売上高119億95百万円（対前年同期比39.2％減）を計上いたしました。

 

（その他の事業）

　その他の事業における売上高の合計は15億92百万円（対前年同期比7.3％減)となりました。

 ①  不動産賃貸事業につきましては、サブリース事業等の契約数の増加に伴い、売上高5億85百万円（対前年同期比

1.5％増）を計上いたしました。

 ②  インターネットマンションの設計・構築・運用保守及びプロバイダー事業につきましては、売上高3億49百万円

（対前年同期比8.0％減）を計上いたしました。

 ③　ゴルフ場の運営・管理事業につきましては、売上高3億3百万円（対前年同期比55.0％増）を計上いたしました。

 ④　管理組合事業につきましては、マンション管理棟数の増加により、売上高1億79百万円（対前年同期比7.0％増）

を計上いたしました。

 ⑤　不動産担保融資金融事業につきましては、売上高47百万円（対前年同期比8.6％増）を計上いたしました。

 ⑥　保険代理事業収入等につきましては売上高1億27百万円（対前年同期比63.9％減）を計上いたしました。
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２ 財政状態

① 当中間連結会計期間

　当中間連結会計期間におきましては、不動産販売事業においては、たな卸不動産残高が265億円（対前年同期比

32.6％増）、ソリューション事業においては、流動用不動産残高が184億4百万円（対前年同期比73.7％増）、また当

中間連結会計期間において、短期貸付金残高が18億63百万円（対前年同期比183.1％増）となったこと等により、資産

総額につきましては609億15百万円（対前年同期比34.0％増）となりました。

　借入金が180億63百万円（対前年同期比19.9％減）、新株予約権付社債が196億円（前年同期35億円）となったこと

等から、負債総額は449億81百万円（対前年同期比32.6％増）となりました。当中間連結会計期間における利益の計上

等により利益剰余金は41億14百万円（対前年同期比60.9％増）及び新株予約権付社債の一部転換３億99百万円等によ

り、純資産合計は159億34百万円となりました。

 

② キャッシュ・フローの状況

　　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。

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間連結会計期間に

比べ17億64百万円増加し、当中間連結会計期間は68億28百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　営業活動による資金につきましては、棚卸資産の増加等により127億85百万円の支出となり、前年同期と比べ135億

44百万円の収入減少となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金につきましては、出資金の返還による収入及び短期貸付金の回収等により21億58百万円の収入

と前中間連結会計期間と比べ52億92百万円の収入増加となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金につきましては、借入金の増加等により76億55百万円の収入となり、前中間連結会計期間と比

べ122億74百万円の収入増加となりました。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は以下のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 21.1 19.1 25.4 27.9 26.1

時価ベースの自己資本比率

（％）
7.3 51.7 57.0 43.9 23.0

債務償還年数（年） 10.6 6.8 29.7 3.6 ―

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
4.8 4.5 1.3 3.1 ―

 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・ガバレッジ・レシオ　　　　営業キャッシュ・フロー／利払い

 

（注）１. いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

 ２. 有利子負債は、連結（中間連結）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。

 ３. 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業

活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

 ４．平成19年３月中間期の債務償還年数及びインタレスト・ガバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フ

ローがマイナスのため記載しておりません。
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(3）通期の見通し

　通期の業績見通しにつきましては、不動産販売事業及びソリューション事業を収益源の核に、売上高594億98百万円

を予想しております。利益見通しにつきましては、経常利益は43億10百万円、当期純利益は23億40百万円を予想して

おります。

 

（4） 事業等のリスク

　当社グループの業績は、今後起こりうる様々な要因により影響を受ける可能性があります。以下において、当社グ

ループが事業を展開する上でリスクとなる可能性がある主な事項を記載しております。なお、当社グループは、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応に努める所存であります。 

① 経済状況リスク

　日本経済は好景気下にあるといわれておりますが、今後の景気動向によっては消費者の消費意欲の低減に伴い、

都市型コンパクトマンションの購買意欲の低下につながり、当社の業績に影響を与える可能性があります。

② 不動産市況リスク

　当不動産業界におきましては、都心での大規模・超高層型を中心とするマンションの大量供給が行われる中、不

動産市況が悪化した場合には、利益圧縮、たな卸資産の増加等につながり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

③ 不動産取得リスク

　東京都心部を中心に、当社と競合する不動産ディベロッパーをはじめ、国内外の投資家による不動産購買の意欲

は過熱感が漂っています。当社が事業コンセプトとする不動産の獲得を競合するに至った場合には、不動産価格の

高騰、取得機会の縮減などにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

④ 保有不動産の価格変動リスク

　当社は、仕掛不動産、販売用不動産及び流動用不動産を有しているため、当該資産の時価の変動に伴い、当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 市場金利変動リスク

　不動産販売事業において、「自社開発」（自社で土地仕入を行い、建物を建設して販売する通常の開発手法であ

り、土地仕入から顧客への引渡しまで１年以上を要することが多い）による販売をしており、開発物件の購入には、

金融機関等からの借入金で資金調達を行っておりますので、市場金利の変動が当社の業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

　加えて、当社マンションの顧客においても、住宅ローン金利の変動が購買意欲の減退につながった場合には、当

社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 取引先の信用リスク

　当社は、新規建設工事を建設会社に発注し、計画的な事業展開をしております。建設中に取引先が信用不安に陥

り、工期の延長等につながった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 瑕疵担保責任リスク

　物件管理には万全を期しておりますが、瑕疵担保責任による損害賠償が万一発生した場合は、当社の業績に影響

を及ぼす可能性があります。

⑧ 法的規制リスク

　当不動産業界におきましては、国土利用計画法、宅地建物取引業法、建築基準法等の各種法的規制を受けており、

今後これらの法律の改正等によって、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　⑨ 税金債務の発生リスク

　平成17年６月28日に国税局による調査が開始されております。当中間連結会計期間におきましては、国税局から

の通知はありませんが、その結果によっては税金債務が発生す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）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（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 ※１  5,146,325   6,828,017   9,799,437  

２　受取手形及び売掛金  1,381,017   455,844   393,356  

３　販売用不動産 ※1  2,630,245   3,986,111   1,523,410  

４　流動用不動産 ※1,4  10,598,419   18,404,870   12,194,302  

５　仕掛不動産 ※１  17,354,857   22,514,353   19,352,830  

６　貯蔵品  15,169   125,192   153,558  

７　その他  1,846,406   3,623,788   4,699,475  

　　貸倒引当金  △120,937   △386,614   △453,889  

流動資産合計  38,851,502 85.5  55,551,564 91.2  47,662,481 88.5

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産 ※2,3  2,821,460   2,623,122   2,690,947  

２　無形固定資産  221,224   288,243   220,186  

３　投資その他の資産          

  （1）投資有価証券  2,714,964   1,843,172   2,621,973  

  （2）その他  908,958   643,234   693,490  

　　  貸倒引当金  △65,817   △34,275   △58,703  

  投資その他の資産合計  3,558,106   2,452,131   3,256,760  

固定資産合計  6,600,790 14.5  5,363,497 8.8  6,167,894 11.5

資産合計  45,452,292 100.0  60,915,062 100.0  53,830,376 100.0

         

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

１　支払手形及び買掛金  4,056,743   4,234,662   5,960,814  

２　短期借入金 ※１  11,588,865   14,488,732   7,433,648  

３　未払費用  745,928   1,064,411   668,439  

４　未払法人税等  906,088   908,645   1,326,328  

５　前受金  289,584   272,412   207,791  

６　賞与引当金  59,600   73,707   61,778  

７　その他  1,259,739   289,097   340,332  

流動負債合計  18,906,549 41.6  21,331,667 35.0  15,999,132 29.7

Ⅱ　固定負債          

  １　新株予約権付社債  3,500,000   19,600,000   20,000,000  

２　長期借入金 ※１  10,976,449   3,574,894   2,294,369  

３　新株予約権   ―   ―   50,000  

４　その他  535,622   474,495   450,506  

固定負債合計  15,012,071 33.0  23,649,389 38.8  22,794,875 42.4

負債合計  33,918,620 74.6  44,981,057 73.8  38,794,008 72.1
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（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
（％）

（少数株主持分）          

少数株主持分  0 0.0  ― ―  0 0.0

         

（資本の部）          

Ⅰ　資本金  4,526,604 10.0  ― ―  5,783,899 10.8

Ⅱ　資本剰余金  4,735,298 10.4  ― ―  5,992,592 11.1

Ⅲ　利益剰余金  2,557,103 5.6  ― ―  3,574,075 6.6

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

 130,115 0.3  ― ―  101,261 0.2

Ⅴ　自己株式  △415,449 △0.9  ― ―  △415,460 △0.8

資本合計  11,533,672 25.4  ― ―  15,036,368 27.9

負債、少数株主持分及び
資本合計

 45,452,292 100.0  ― ―  53,830,376 100.0

          

 （純資産の部）          

 Ⅰ　株主資本          

１　資本金  ― ―  5,983,894 9.8  ― ―

 ２　資本剰余金  ― ―  6,192,587 10.2  ― ―

 ３　利益剰余金  ― ―  4,114,803 6.8  ― ―

 ４　自己株式  ― ―  △415,460 △0.7  ― ―

株主資本合計  ― ―  15,875,825 26.1  ― ―

 Ⅱ　評価・換算差額等          

 １　その他有価証券評価
差額金

 ― ―  24,869 0.0  ― ―

 ２　繰延ヘッジ損益  ― ―  △16,689 △0.0  ― ―

 評価・換算差額等合計  ― ―  8,179 0.0  ― ―

 Ⅲ　新株予約権  ― ―  50,000 0.1  ― ―

 Ⅳ　少数株主持分  ― ―  0 0.0  ― ―

純資産合計  ― ―  15,934,004 26.2  ― ―

負債純資産合計  ― ―  60,915,062 100.0  ― ―
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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
（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  34,676,047 100.0  27,409,568 100.0  62,683,768 100.0

Ⅱ　売上原価  28,190,398 81.3  21,959,766 80.1  50,140,538 80.0

売上総利益  6,485,649 18.7  5,449,802 19.9  12,543,229 20.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  3,899,285 11.2  2,960,345 10.8  7,138,218 11.4

営業利益  2,586,363 7.5  2,489,456 9.1  5,405,011 8.6

Ⅳ　営業外収益          

１　受取利息 6,720   11,069   19,825   

２　受取配当金 11,470   3,041   11,590   

３　受取手数料 12,600   12,440   25,352   

４　その他 33,844 64,635 0.2 70,271 96,821 0.3 68,057 124,825 0.2

Ⅴ　営業外費用          

１　支払利息 578,773   195,325   863,169   

２　社債発行費 ―   ―   555,828   

３　新株発行費 43,261   ―   37,131   

４　支払手数料 272,476   273,129   371,494   

５　その他 69,634 964,146 2.8 49,413 517,867 1.9 224,182 2,051,806 3.3

経常利益  1,686,853 4.9  2,068,410 7.5  3,478,030 5.5

Ⅵ　特別利益          

１　投資有価証券売却益  14,162   ―   14,162   

２　営業権譲渡益 ※２ 24,050   ―   383,653   

３　貸倒引当金戻入額  ―   13,650   ―   

４　ゴルフ会員権売却益  ―   15,000   ―   

５　匿名組合分配益  ― 38,212 0.1 31,105 59,755 0.2 ― 397,816 0.7

Ⅶ　特別損失          

１　固定資産除却損 ※３ 4,110   6,098   23,169   

２　固定資産売却損 ※３ 78,327   ―   78,327   

３　支払損害賠償金  11,000   ―   11,000   

４　訴訟和解解決金  ―   9,435   ―   

５  ゴルフ会員権評価損  3,400   ―   3,400   

６　保険積立金解約損  11,975   ―   12,416   

７　連結調整勘定償却 ※４ 2,415,592   ―   2,415,592   

８　その他  10,062 2,534,468 7.3 ― 15,533 0.0 65,872 2,609,778 4.2

税金等調整前中間（当
期）純利益又は中間純
損失（△）

 △809,402 △2.3  2,112,632 7.7  1,266,068 2.0

法人税、住民税及び事
業税

894,611   844,566   2,030,802   

法人税等還付税額 235,860   ―   235,860   

法人税等調整額 69,684 589,066 1.7 47,198 891,765 3.2 △147,382 1,647,559 2.6

中間（当期）純利益又は
中間純損失（△）

 △1,398,468 △4.0  1,220,867 4.5  △381,490 △0.6
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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  3,254,113  3,254,113

Ⅱ　資本剰余金増加高     

１　新株予約権の行使によ
る資本剰余金の増加

－  1,257,294  

２　第三者割当による新株
発行

1,500,929  1,500,929  

３　自己株式処分差益 － 1,500,929 ― 2,758,223

Ⅲ　資本剰余金減少高     

　１　自己株式処分差損 19,745 19,745 19,745 19,745

Ⅳ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

 4,735,298  5,992,592

    

（利益剰余金の部）     

Ⅰ　利益剰余金期首残高  4,537,956  4,537,956

Ⅱ　利益剰余金増加高     

１　中間（当期）純利益 －  －  

２ 連結子会社増加に伴う増
加高

－ － △5 △5

Ⅲ　利益剰余金減少高     

１　配当金 582,384  582,384  

２　中間（当期）純損失 1,398,468 1,980,853 381,490 963,875

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

 2,557,103  3,574,075
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 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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高　（千円） 5,783,899 5,992,592 3,574,075 △415,460 14,935,106

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 199,995 199,995   399,990

剰余金の配当   △680,139  △680,139

中間純利益   1,220,867  1,220,867

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）
     

中間連結会計期間中の変動額合計（千

円）
199,995 199,995 540,727 ― 940,718

平成18年９月30日　残高　（千円） 5,983,894 6,192,587 4,114,803 △415,460 15,875,825

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高  （千円） 101,261 ― 101,261 50,000 0 15,086,367

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行      399,990

剰余金の配当      △680,139

中間純利益      1,220,867

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）
△76,391 △16,689 △93,081 ― ― △93,081

中間連結会計期間中の変動額合計（千

円）
△76,391 △16,689 △93,081 ― ― 847,637

平成18年９月30日  　残高（千円） 24,869 △16,689 8,179 50,000 0 15,934,004
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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）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・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　税金等調整前中間（当
期）純利益又は中間純損
失（△）

△809,402 2,112,632 1,266,068

２　減価償却費 97,866 130,718 211,478

３　長期前払費用償却 1,171 4,979 2,952

４　連結調整勘定償却 2,415,592 ― 2,415,592

５　賞与引当金の増減額 23,169 11,929 25,346

６　貸倒引当金の増減額 95,022 △91,702 420,860

７　受取利息及び受取配当金 △18,190 △61,205 △41,552

８　社債発行費 ― ― 555,828

９　新株発行費 43,261 ― 37,131

10　支払利息 578,773 195,325 863,169

11　ゴルフ会員権売却益 ― △15,000 ―

12　ゴルフ会員権評価損 3,400 ― 3,400

13　繰延消費税償却 6,112 4,297 8,710

14　有形固定資産売却損 78,327 1,241 78,327

15　有形固定資産除却損 4,110 10,595 23,169

16　投資有価証券売却益 △14,162 ― △14,162

17　投資有価証券評価損　 ― ― 22,000

18　デリバティブ取引評価益 ― ― △33,442

19　金利スワップ評価益 △10,363 △4,082 ―

20　金利キャップ評価益 △3,016 ― ―

21　金利キャップ評価損 ― 5,613 ―

22　建設協力解約損 51,160 ― 51,160

23　保険積立解約損 11,975 ― 12,416

24　関係会社整理損 1,621 ― 8,564

25　営業権売却益 △24,050 ― △383,653

26　匿名組合分配損 2,201 ― 31,542

27　支払損害賠償金 11,000 ― 11,000

28　訴訟和解解決金 ― 9,435 ―

29　売上債権の増減額 632,816 △62,488 1,620,478

30　たな卸資産の増減額 1,951,999 △11,819,798 △721,582

31　差入敷金保証金の増減額 50,492 23,152 256,865

32　仕入債務の増減額 △2,918,713 △1,726,152 △1,014,641

33　未払費用の増減額 155,346 395,260 55,966

34　その他の増減額 △43,958 △429,950 △521,937

小計 2,373,563 △11,305,198 5,251,055
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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）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・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）

35　利息及び配当金の受取額 17,501 33,270 36,033

36　利息の支払額 △548,747 △242,026 △793,836

37　損害賠償金の支払額 △11,000 ― △11,000

38　訴訟和解解決金 ― △9,435 ―

39　法人税等の受取額 235,860 ― ―

40　法人税等の支払額 △1,308,103 △1,262,249 △1,788,194

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

759,074 △12,785,638 2,694,058
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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）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・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　定期預金の預入による支
出

△83,019 ― ―

２　定期預金の戻入による収
入

83,013 ― 83,013

３　有価証券の売却による収
入

500,000 ― 500,000

４　有形固定資産の取得によ
る支出

△1,747,876 △43,578 △1,775,813

５　有形固定資産の売却によ
る収入

239,860 ― 347,995

６　無形固定資産の取得によ
る支出

△17,416 △77,882 △17,416

７　無形固定資産の売却によ
る収入

― ― 306

８　投資有価証券の取得によ
る支出

△2,059,500 △80,000 △2,154,022

９　投資有価証券の売却によ
る収入

422,618 ― 479,147

10　出資金の払込による支出 △11,000 △8,100 △5,240

11　出資金の返還による収入 30 700,000 630

12　短期貸付金の増減額 △497,248 1,645,535 △3,308,215

13　長期貸付金の実行による
支出

△19,599 △7,300 △19,599

14　長期貸付金の回収による
収入

9,502 2,074 17,349

15　子会社株式の取得による
支出

― ― 3,000

16　営業権の売却による収入 24,050 ― 383,653

17　保険積立金の解約による
収入

21,756 ― 15,265

18　関係会社整理による収入 1,378 ― 4,435

19　ゴルフ会員権売却による
収入

― 28,000 ―

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△3,133,451 2,158,749 △5,445,509
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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）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・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）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　短期借入金の増減額 418,900 11,140,000 △4,963,100

２　長期借入れによる収入 10,578,000 3,532,000 11,578,000

３　長期借入金の返済による
支出

△16,298,523 △6,336,391 △24,753,820

４　新株予約権付社債の発行
による収入

― ― 19,444,171

５　新株予約権付社債の償還
による支出

△2,000,000 ― △3,000,000

６　新株予約権の発行 ― ― 50,000

７　株式の発行による収入 2,958,597 ― 2,979,316

８　割賦未払金の増減 280,635 ― △281,391

９　自己株式売却による収入 21,676 ― 21,664

10　配当金の支払額 △578,184 △680,139 △580,535

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△4,618,899 7,655,469 494,306

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額

△6,993,276 △2,971,419 △2,257,144

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

12,056,582 9,799,437 12,056,582

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高

5,063,305 6,828,017 9,799,437
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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

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

(1）連結子会社の数　　　　８社

連結子会社の名称

株式会社ダイナシティコミュニ

ケーションズ

株式会社ダイナシティアセット

マネジメント

株式会社ダイナミックス

株式会社メディカルブレイン

株式会社ダイナミックスポーツ

株式会社シーファイブ

 　　　株式会社ダイナシティリゾート

 　　　D Plus 7, Ltd. 

 

 ２　主要な非連結子会社の名称等

 　　　主要な非連結子会社

 　　　有限会社ＤＹＮホテル計画

 　　（連結の範囲から除いた理由）

  有限会社ＤＹＮホテル計画は、

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　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　　　９社

連結子会社の名称

株式会社ダイナシティコミュニ

ケーションズ

株式会社ダイナシティアセット

マネジメント

株式会社ダイナミックス

株式会社メディカルブレイン

株式会社ダイナミックスポーツ

株式会社シーファイブ

 　　　株式会社ダイナシティリゾート

 　　　D Plus 7, Ltd. 

 有限会社ＤＹＮホテル計画

 ２　主要な非連結子会社の名称等

 　　―――――

 　　　

 　　

  

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　　　９社

連結子会社の名称

　　　 同　　左

　　　　なお、有限会社ＤＹＮホテル計

画については、重要性が増したこ

とにより当連結会計年度より、連

結の範囲に含めております。

 

 

 

 ２　主要な非連結子会社の名称等

 　　　　―――――　

 　　　　

 　　　　

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社

数

０社

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社

数

０社

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社

数

０社

(2）持分法を適用した関連会社数

０社

株式会社ダム・インターナショ
ナル は、当中間連結会計期間
において売却により、関連会社
ではなくなりました。

(2）持分法を適用した関連会社数

０社

 

(2）持分法を適用した関連会社数

０社

株式会社ダム・インターナショ
ナル は、当連結会計年度にお
いて売却により、関連会社では
なくなりました。

(3）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社

１社

 　有限会社ＤＹＮホテル計画は、

中間純損益(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、全体として

も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）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社

０社

 　

(3）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社

０社

　

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

　連結子会社の中間決算日と中間連

結決算日は一致しております。

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

　連結子会社の中間決算日と中間連

結決算日は一致しております。

３　連結子会社の事業年度等に関する

事項

　連結子会社の事業年度末日と連結

決算日は一致しております。
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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）

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

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

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

　子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

①　有価証券

　子会社株式及び関連会社株式

同左

①　有価証券

　子会社株式及び関連会社株式

　

同左

　　その他有価証券

時価のあるもの

…中間連結決算期末日の市

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

算定している。）

　　その他有価証券

時価のあるもの

…中間連結決算期末日の市場

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

均法により算定している。）

　　その他有価証券

時価のあるもの

…決算期末日の市場価格等

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して

いる。）

時価のないもの

…移動平均法による原価法

 　ただし匿名組合出資金は個別法

によっており、詳細は「４会計処

理基準に関する事項、(７)その他

連結財務諸表作成のための重要な

事項、②匿名組合出資金の会計処

理」に記載しております。

時価のないもの

同左

 　

時価のないもの

同左

 

②　デリバティブ

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

　販売用不動産、流動用不動産

及び仕掛不動産

　個別法による原価法

　なお、流動用不動産について

は固定資産の減価償却の方法と

同様の方法により、減価償却を

行っております。

③　たな卸資産

　販売用不動産、流動用不動産

及び仕掛不動産

　個別法による原価法

　　　　 同左

③　たな卸資産

　販売用不動産、流動用不動産

及び仕掛不動産

　個別法による原価法

 　　　　　　　同左

商品

　総平均法による原価法

商品

同左

商品

同左

貯蔵品

  移動平均法による原価法

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

　定率法によっております。

　ただし、建物（建物付属設備

は除く）については、定額法を

採用しております。

　なお、主な耐応年数は次のと

おりであります。

(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

　　　　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

同左

建物　　　　　　８～50年

車両運搬具　　　３～６年
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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）

②　無形固定資産

 ――

 

②　無形固定資産 

定額法によっております。

 ただし、ソフトウェア（自社

利用分）につきましては、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

③　長期前払費用

均等償却をしております。

③　長期前払費用

同左

③　長期前払費用

同左

(3）重要な繰延資産の処理方法

①　　　　――

　　　　　 

 

 　　②　新株発行費

  支払時に全額費用として処

理しております。

(3）重要な繰延資産の処理方法

①　　　　――

　　　　　 

 

 　 ②　　　　――

  

(3）重要な繰延資産の処理方法

　　①　社債発行費

  支払時に全額費用として処理

しております。

 　　②　新株発行費

 　　　  支払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

　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

過去の貸倒実績による繰入額を、

貸倒懸念債権については回収可

能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当中間連結会計

期間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

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当連結会計年度

の負担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準じた会計処

理によっております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左
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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）

(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。なお、特例処理の要件

を満たしている場合は特例処理

によっております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

金利キャップ

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　同左

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ対象…借入金利息  

③　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権

限規程等を定めた内部規程に基

づき、金利変動リスクを一定の

範囲内でヘッジしております。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュフロー

変動の累計とヘッジ手段のキャッ

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。なお、

特例処理によっている金利スワッ

プは、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作成の

ための重要な事項

①　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、固定資産に係

る控除対象外消費税等について

は、５年間で均等償却しており

ます。

 　　②　匿名組合出資金の会計処理

  当社は匿名組合出資金を行う

に際して、匿名組合の財産の持

分相当分を「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、匿名組合が獲得した

純損益の持分相当額については、

「匿名組合分配損益」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

資金の払い戻しについては、「投

資有価証券」を減額させており

ます。

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

 

 

 

 

 　　②　匿名組合出資金の会計処理

  同左

(7）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

 

 

 

 

 　　②　匿名組合出資金の会計処理

 　　　　　　　 同左
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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）

５　連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定の償却については当

中間連結会計期間に全額一括償却し

ております。

５　連結調整勘定の償却に関する事項

 ――

５　連結調整勘定の償却に関する事項

　連結調整勘定の償却については、

５年間で均等償却することとしてお

ります。

６　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同等

物）は、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

からなります。

６　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

同左

６　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、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

らなります。
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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）

　（固定資産の減損に係る会計基準）

　　

　　当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会　平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号　平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響は

ありません。

　　　―――――

 

（固定資産の減損に係る会計基準)

 　当連結会計年度より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。

 ―――――

 

(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の合計に相当

する金額は、15,900,694千円であり

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末
（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末
（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）

 「投資有価証券」は、前中間連結会計期間末まで、投資そ

の他の資産に含めて表示しておりましたが、当中間連結会

計期間末において資産の総額の100分の５を超えたため区

分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「投資有価証券」の金額

は496,037千円であります。

―――――
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追加情報

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）

　　　　 　 ―――――

　

　　　　  　―――――

　

 連結調整勘定の償却に関する事項

 　連結調整勘定に償却については、連

結子会社の株式の減損に伴い、全額を

償却しております。これに伴い当連結

会計年度の連結調整勘定償却は、

2,415,592千円であります。

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）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。

(イ）担保に供している資産

※１　担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。

(イ）担保に供している資産

※１　担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。

(イ）担保に供している資産

定期預金 83,019千円

流動用不動産 9,469,858千円

仕掛不動産 15,277,289千円

計 24,830,167千円

流動用不動産 9,905,573千円

仕掛不動産  12,984,075千円

計 22,889,648千円

流動用不動産    213,645千円

仕掛不動産   10,457,646千円

計   10,671,291千円

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務

短期借入金 4,739,500千円

１年以内返済予

定長期借入金
5,244,425千円

長期借入金 10,830,375千円

計 20,814,300千円

短期借入金 11,820,000千円

１年以内返済予

定長期借入金
2,589,400千円

長期借入金    3,503,875千円

計 17,913,275千円

短期借入金      660,000千円

１年以内返済予

定長期借入金
   6,666,300千円

長期借入金    2,190,625千円

計    9,516,925千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

224,809千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

       543,066千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

       317,923千円

３　偶発債務

（１）当社顧客の住宅ローンに関する抵当権

設定登記完了までの間の提携先金融機関

借入債務に対する保証

３　偶発債務

（１）当社顧客の住宅ローンに関する抵当権

設定登記完了までの間の提携先金融機関

借入債務に対する保証

３　偶発債務

（１）当社顧客の住宅ローンに関する抵当権

設定登記完了までの間の提携先金融機関

借入債務に対する保証

一般顧客 2,763,560千円 一般顧客 1,651,900千円 一般顧客    2,302,950千円

 （２）平成17年６月28日に国税局による調査

が開始されております。中間決算日現在

では、国税局からの通知はありませんが、

その結果によっては税金債務が発生する

可能性があります。

 （２）平成17年６月28日に国税局による調査

が開始されております。中間決算日現在

では、国税局からの通知はありませんが、

その結果によっては税金債務が発生する

可能性があります。

 （２）平成17年６月28日に国税局による調査

が開始されております。期末決算日現在

では、国税局からの通知はありませんが、

その結果によっては税金債務が発生する

可能性があります。

※４　当該勘定科目は、ソリューション事業

によるものであり、住居等の分譲のため

の販売用不動産以外の土地及び建物等の

資産であります。

※４　　　　　　　同左 ※４　　　　　　　同左
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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主なものは次

の通りであります。

※１　販売費及び一般管理費の主なものは次

の通りであります。

※１　販売費及び一般管理費の主なものは次の

通りであります。

広告宣伝費 848,136千円

販売促進費 370,802千円

給与手当 794,721千円

賞与引当金繰入額 23,282千円

広告宣伝費      529,381千円

販売促進費      578,165千円

給与手当      625,386千円

賞与引当金繰入額       82,626千円

広告宣伝費   1,353,133千円

販売促進費  678,384千円

給与手当   1,488,772千円

賞与引当金繰入額      58,939千円

租税公課  731,055千円

※２　特別利益の内訳は次の通りであります。※２　           ――― ※２　特別利益の内訳は次の通りであります。

営業権売却益　　

１．平成17年8月31日をもって、スポーツ施

設運営事業を譲渡しております。

 なお、売却益は24,050千円であります。

　　　　

 

営業権売却益

１．平成17年8月31日をもって、スポーツ施

設運営事業を譲渡しております。

 なお、売却益は24,050千円であります。

２．平成18年3月31日をもって、介護施設の

営事業を譲渡しております。

なお、売却益は359,603千円であります。

※３　特別損失の主なものは次の通りであり

ます。

※３　特別損失の主なものは次の通りでありま

す。

※３　特別損失の主なものは次の通りでありま

す。

固定資産除却損 固定資産除却損 固定資産除却損

建物 4,110千円

  

固定資産売却損  

スポーツ施設設備 78,327千円

建物  6,098千円 建物 12,644千円

車輌運搬具 2,771千円

工具、器具及び備品  7,753千円

 計  23,169千円

  

  

  固定資産売却損  

スポーツ施設設備 78,327千円

  ※４　連結調整勘定償却

  連結子会社の株式の減損処理に伴い、

全額を一括償却しております。

  ※４　          ―――

  

 ※４　連結調整勘定償却

 連結子会社の株式の減損処理に伴い、全

額を一括償却しております。
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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（注） 1,008,369.44 31,095 ― 1,039,464.44

合計 1,008,369.44 31,095 ― 1,039,464.44

自己株式

普通株式 12,557.44 ― ― 12,557.44

合計 12,557.44 ― ― 12,557.44

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加31,095株は、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部転換による増加で

あります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

第４回新株予約権（注） 普通株式 1,019,695 887,099 ― 1,906,794 50,000

ストック・オプションとして

の新株予約権
― ― ― ― ― ―

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― 1,019,695 887,099 ― 1,906,794 50,000

 （注）第４回新株予約権の当中間連結会計期間増加は、行使価格調整によるものであります。

 

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20日

定時株主総会
普通株式 680,139 683 平成18年３月31日 平成18年６月20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末後となるもの

 該当事項はありません。
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（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

現金及び預金勘定 5,146,325千円

預金期間３ヶ月超の定期

預金

 

△83,019千円

現金及び現金同等物 5,063,305千円

現金及び預金勘定  6,828,017千円

現金及び現金同等物   6,828,017千円

現金及び預金勘定    9,799,437千円

現金及び現金同等物   9,799,437千円

①　リース取引

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.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）

中間期末

残高相当

額

（千円）

車両運搬具 3,647 3,309 337

工具、器具及

び備品
111,418 43,748 67,670

ソフトウェア 83,800 17,876 65,923

合計 198,866 64,935 133,931

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

中間期末

残高相当

額

（千円）

車両運搬具 ― ― ―

工具、器具及

び備品
44,675 27,408 17,266

ソフトウェア 118,300 47,836 70,463

合計 162,975 75,245 87,730

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

中間期末

残高相当

額

（千円）

車両運搬具 ― ― ―

工具、器具及

び備品
56,017 36,900 19,117

ソフトウェア 121,300 38,906 82,393

合計 177,317 75,806 101,510

②　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 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 38,730千円

１年超 96,490千円

合計 135,221千円

１年以内 31,794千円

１年超       57,162千円

合計        88,956千円

１年以内       34,480千円

１年超        70,649千円

合計       105,130 千円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 22,108千円

減価償却費相当額 21,707千円

支払利息相当額 1,273千円

支払リース料       16,962千円

減価償却費相当額       16,325千円

支払利息相当額      650千円

支払リース料       38,944千円

減価償却費相当額       39,703千円

支払利息相当額      1,749千円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

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　減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相

当額の差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によってお

ります。

利息相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

同左

２.オペレーティング・リース取引

 ――

     

       

      

 （減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

 ２.オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

１年以内       2,558千円

１年超       747千円

合計        3,306千円

 （減損損失について）

 同左

 ２.オペレーティング・リース取引

未経過リース料  

１年以内       2,558千円

１年超       2,026千円

合計        4,585千円

 （減損損失について）

 同左

－ 27 －



②　有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

その他有価証券
取得原価

（千円）

中間連結

貸借対照

表計上額

（千円）

差額

（千円）

取得原価

（千円）

中間連結

貸借対照

表計上額

（千円）

差額

（千円）

取得原価

（千円）

連結貸借

対照表計

上額

（千円）

差額

（千円）

株式 178,260 397,643 219,382 178,260 220,192 41,931 178,260 348,993 170,732

合計 178,260 397,643 219,382 178,260 220,192 41,931 178,260 348,993 170,732

２　時価のない主な有価証券の内容

内容
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

その他有価証券
中間連結貸借対照表計上額

（千円）

中間連結貸借対照表計上額

（千円）

連結貸借対照表計上額

（千円）

非上場株式

（店頭売買株式を除く）
34,000 ― ―

匿名組合出資金 2,110,000 1,622,980 2,272,980

その他 ― ― ―

合計 2,144,000 1,622,980 2,272,980
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③　デリバティブ取引

（前中間連結会計期間）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

区分 種類

前中間連結会計期間（平成17年９月30日）

契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超（千円）

時価（千円）
評価損益
（千円）

市場取引以

外の取引

金利スワップ取引

受取変動・支払固定
1,000,000 1,000,000 △49,870 10,363

オプション取引

金利キャップ

買建

1,490,000 900,000 5,992 3,016

合計 2,490,000 1,900,000 △43,878 13,380

　（注）１　時価の算定方法

取引先金融機関より提示された価格によっております。

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。

（当中間連結会計期間）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

区分 種類

当中間連結会計期間（平成18年９月30日）

契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超（千円）

時価（千円）
評価損益
（千円）

市場取引以

外の取引

オプション取引

金利キャップ

買建

900,000 900,000 4,052 △5,613

合計 900,000 900,000 4,052 △5,613

　（注）１　時価の算定方法

取引先金融機関より提示された価格によっております。

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）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

区分 種類

前連結会計年度（平成18年３月31日）

契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超（千円）

時価（千円）
評価損益
（千円）

市場取引以

外の取引

金利スワップ取引

受取変動・支払固定
1,000,000 1,000,000 △33,492 26,751

オプション取引

金利キャップ

買建

900,000 900,000 9,666 6,690

合計 1,900,000 1,900,000 △23,815 33,442

　（注）１　時価の算定方法

取引先金融機関より提示された価格によっております。

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　ストック・オプション等

 　　　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）

 

 　　　　ストック・オプションの内容

 平成13年ストック・オプション 平成14年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数
当社の取締役　　１名

当社従業員　　　24名

当社の取締役　　２名

当社従業員　　　70名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　 　7,623株 普通株式　 　9,900株

 付与日 平成13年６月28日 平成14年９月27日

 権利確定条件

 付与日（平成13年６月28日）以降、

権利確定日（平成15年10月１日）

まで継続して勤務していること。

 付与日（平成14年９月27日）以降、

権利確定日（平成16年10月１日）

まで継続して勤務していること。

 対象勤務期間
自平成13年６月28日～

至平成15年10月１日

自平成14年９月27日～

至平成16年10月１日

 権利行使期間

 権利確定後５年以内。ただし、権

利確定後退職した場合には、権利

は失権する。

 権利確定後５年以内。ただし、権

利確定後退職した場合には、権利

は失権する。

 権利行使価格（円） 12,024 19,001

 付与日における公正な評価単価（円） ― ―

 

 平成15年ストック・オプション 平成16年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数

当社の取締役　　４名　

当社に監査役　　４名

当社従業員　　 171名

当社の取締役　　５名

当社の監査役　　４名

当社従業員　　　21名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　　 8,250株 普通株式　 　1,980株

 付与日 平成16年５月28日 平成17年６月13日

 権利確定条件

 付与日（平成16年５月28日）以降、

権利確定日（平成17年10月１日）

まで継続して勤務していること。

 付与日（平成17年６月13日）以降、

権利確定日（平成18年10月１日）

まで継続して勤務していること。

 対象勤務期間
自平成16年５月28日～

至平成17年10月１日 

自平成17年６月13日～

至平成18年10月１日

 権利行使期間

 権利確定後５年以内。ただし、権

利確定後退職した場合には、権利

は失権する。

 権利確定後５年以内。ただし、権

利確定後退職した場合には、権利

は失権する。

 権利行使価格（円） 27,603 37,891

 付与日における公正な評価単価（円） ― ―
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 平成17年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数

当社の取締役　　５名

当社の監査役　　４名

当社従業員　　 255名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　　26,300株

 付与日 平成18年２月７日

 権利確定条件

 付与日（平成18年２月７日）以降、

権利確定日（平成19年10月１日）

まで継続して勤務していること。

 対象勤務期間
自平成18年２月７日～

至平成19年10月１日 

 権利行使期間

 権利確定後５年以内。ただし、権

利確定後退職した場合には、権利

は失権する。

 権利行使価格（円） 30,492

 付与日における公正な評価単価（円） ―
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⑤　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）　　　　　　　　　　　（単位：千円）

不動産販売
事業

ソリュー
ション事業

その他 計
消去又
は全社

連結

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 13,213,803 19,744,249 1,717,994 34,676,047 ― 34,676,047

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ― ― ―

計 13,213,803 19,744,249 1,717,994 34,676,047 ― 34,676,047

営業費用 12,064,861 17,822,915 1,951,788 31,839,564 250,119 32,089,684

営業利益又は営業損失（△） 1,148,941 1,921,334 △233,793 2,836,482 (250,119) 2,586,363

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）　　　　　　　　　　　（単位：千円）

不動産販売
事業

ソリュー
ション事業

その他 計
消去又
は全社

連結

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 13,820,925 11,995,648 1,592,995 27,409,568 ― 27,409,568

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ― ― ―

計 13,820,925 11,995,648 1,592,995 27,409,568 ― 27,409,568

営業費用 13,187,100 10,016,819 1,501,434 24,705,354 214,757 24,920,112

営業利益又は営業損失（△） 633,825 1,978,828 91,560 2,704,214 (214,757) 2,489,456

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）　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

不動産販売
事業

ソリュー
ション事業

その他 計
消去又
は全社

連結

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 31,681,285 27,760,498 3,241,984 62,683,768 ― 62,683,768

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ― ― ―

計 31,681,285 27,760,498 3,241,984 62,683,768 ― 62,683,768

営業費用 29,261,353 23,671,571 3,705,063 56,637,988 640,768 57,278,757

営業利益又は営業損失（△） 2,419,931 4,088,927 △463,078 6,045,780 (640,768) 5,405,011

　（注）１．事業区分の方法

事業は、当社の事業内容に基づく売上集計区分によっております。

２．各事業の主な内容

不動産販売事業・・・・居住用のマンション等の販売

ソリューション事業・・不動産の流動化促進ならびに付加価値の最大化を目指す事業

その他・・・・・・・・不動産賃貸・仲介事業、不動産管理事業、マンションIT化事業、プロバイダー事

業、不動産担保融資事業、リゾート施設運営事業等

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主な物は連結財務諸表提出会社の管理部

門にかかる費用であります。

 　　　　　   当中間連結会計期間　　　　214,757千円

 　　　　　　 前中間連結会計期間　　　　250,119千円

 　　　　　　 前連結会計年度　　　　　　640,768千円
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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）及び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）並びに前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な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）及び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）並びに前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 　　　 においては、海外売上高がないため、該当事項はありません。

（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 12,689円74銭

１株当たり中間純損失 1,717円92銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益
　　　―

１株当たり純資産額 15,467円81銭

１株当たり中間純利益  1,199円79銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益
354円00銭

１株当たり純資産額 15,099円61銭

１株当たり当期純損失 431円78銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
     ―

　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、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株当たり当

期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損失

が計上されているため記載しておりま

せん。
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　（注）　１株当たり中間（当期）純利益又は１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

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)

１株当たり中間（当期）純利益又は中間

（当期）純損失
   

中間（当期）純利益又は中間（当期）純

損失（△）（千円）
△1,398,468 1,220,867 △381,490

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（当期）純損失（△）（千円）
△1,398,468 1,220,867 △381,490

期中平均株式数 普通株式  814,044株 普通株式 1,017,561株 普通株式　883,536株

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（株） 　　　　　　　　 ― 2,431,141株     ― 

（うち新株引受権） 　　　　　　　 ― ― ―

（うち新株予約権） 　　　　　　　 ― （585,656株） ―

（うち新株予約権付社債） 　　　　　　　 ― （1,845,485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

 １  新株引受権  １  新株予約権 １  新株引受権
　平成13年６月28
日定時株主総会の
特別決議。新株引
受権の数 1,718株

２  新株予約権
 (1)  平成14年６月25

日定時株主総会の
特別決議。新株予
約権の数 94個

 (2)  平成15年６月24
日定時株主総会の
特別決議。新株予
約権の数 642個

３　円貨建転換社債型
新株予約権付社債
　平成17年２月22
日開催の取締役会
決議。新株予約権
の数 350個

 (1)  平成14年６月25日
定時株主総会の特別
決議。新株予約権の
数74個

 (2)  平成15年６月24日
定時株主総会の特別
決議。新株予約権の
数458個

 (3)  平成16年６月24日
定時株主総会の特別
決議。新株予約権の
数79個 

 (4)  平成17年６月21日
定時株主総会の特別
決議。新株予約権の
数24,938個  

  

　

  平成13年６月28日
定時株主総会の特別
決議。新株引受権の
数1,462株

 ２  新株予約権
 (1)  平成14年６月25日

定時株主総会の特別
決議。新株予約権の
数76個

 (2)  平成15年６月24日
定時株主総会の特別
決議。新株予約権の
数493個

 (3)  平成16年６月24日
定時株主総会の特別
決議。新株予約権の
数85個 

 (4)  平成17年６月21日
定時株主総会の特別
決議。新株予約権の
数26,300個  

 (5)  平成17年12月８日
開催の取締役会決議。
新株予約権の数400個

 ３  円貨建転換社債型新
株予約権付社債

 (1)  平成17年２月22日
開催の取締役会決議。
新株予約権の数50個

 (2)  平成17年12月８日
開催の取締役会決議。
新株予約権の数195個
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（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）

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　円貨建転換社債型新株予約権付社債

　　の転換

平成17年３月10日発行の円貨建転換社

債型新株予約権付社債は、当中間連結会計

期間後平成17年10月1日から平成17年11月

30日までに一部転換されております。その

概要は次のとおりであります。

 ―――――

 

当連結会計年度以降において、第２回無担

保転換社債型新株予約権付社債の一部転換

がありました。概要は以下のとおりであり

ます。

 １．銘柄

 　第２回無担保転換社債型新株予株予約

権付社債

 ２．行使期間

平成17年12月27日～平成20年12月25日

 ３．発行総額　

200億円

 ４．転換請求者　

ライブドア証券株式会社

 ５．転換行使日

平成18年５月26日

 ６．転換行使額面金額　

４億円

 ７．1株当たりの転換価額

12,863.5円

 ８．未行使額面残額　

191億円

 ９．転換により増加する交付株式数及び資本

金

交付株式数　　　　　 31,095株 

資本金増加額　　　199,995千円

 　　　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （1）平成17年９月30日現在残高

 3,500,000千円

 （2）転換による減少額

　　　2,000,000千円

 （3）資本金増加額

　　　999,999千円

 （4）資本準備金増加額

  　　999,999千円

 （5）増加した株式の種類及び数

 　 　普通株式　60,606.06株

 （6）新株の配当起算日

　　  平成17年４月１日

 

 ２　資本・事業提携契約の締結

     当社は、平成17年12月８日開催の当社

取締役会において、株式会社ライブドアの

グループ会社である株式会社ライブドア

ファイナンスとの間で資本・事業提携に関

する基本合意書を締結することを決議し、

同日、株式会社ライブドアファイナンスと

契約を締結いたしました。

 さらにこの契約に基づき、第三者割当の

方法により、ライブドア証券株式会社及び

ＥＦＣ投資事業組合に対し、平成17年12月

26日付にて第２回無担保転換社債型新株予

約権付社債及び第４回新株予約権を発行い

たします。（※ＥＦＣ投資事業組合とは、

株式会社ライブドアの100％子会社である

株式会社ライブドアファイナンスの組成す

るファンドです。）

   （資本・事業提携の内容）

 （1） 目的

 資本・事業提携によってライブドアグ

ループにおけるインターネットマーケティ

ングノウハウとファイナンス資源を含めた

経営資源を提供いただくことにより、当社

のコア事業であるマンション分譲事業並び

にソリューション事業を一層強化・拡大し、

収益性重視の経営推進を目指すものであり

ます。

 （2） 資本提携の内容

 当社は、第２回無担保転換社債型新株予

約権付社債及び第４回新株予約権をライブ

ドア証券株式会社及びＥＦＣ投資事業組合

に割当いたします。
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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）

（3） 事業提携の内容

  ① ネット広告等マーケティングの協同展開

 ネット広告等のインターネットマーケティ

ングにおける協同展開によって新規顧客獲得

及びネット成約率の向上による販売費の縮減

が可能となります。また、ライブドアグルー

プ各社とのコラボレートによる、購入者・入

居者への生活・情報・金融サービスに亘るラ

イフサポートにより、囲い込みと差別化を図

ります。

  ② 不動産ファイナンス事業の共同展開

  ライブドアグループのファイナンス事業部

を中核としたファイナンス事業のノウハウを

活かして、不動産証券化、不動産ローンと

いった新規事業展開を行うことを見込んでお

ります。また、今後ＳＰＣ等のオフバランス

の手法を活用することで在庫などの財務リス

クをヘッジすることに積極的に取り組んでい

く方向にある当社において、ライブドアグ

ループによる高度な金融手法・ネットワーク

のご助力により、事業収益とリスクのバラン

スに好影響を及ぼすことが期待されます。

（4）株式会社ライブドアファイナンスの概要

  　 住所　　　　　東京都港区六本木

  　 代表者　　　　代表取締役社長

 　　　　　　　 　 中村　長也

  　 資本金　　　　3,800万円

 　 事業の内容　　投資事業／金融サービス

　事業

（第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の

概要）

（1） 発行総額　200億円

（2） 発行価額　額面100円につき100円

（3） 利率　　 利息は付さない

（4） 払込期日及び発行日

 平成17年12月26日

（5） 割当先及び割当数

　第三者割当の方法により、ライブドア

証券株式会社及びＥＦＣ投資事業組合に

それぞれ100億円を割り当てる。

（6） 償還の方法及び期限

　平成20年12月26日に額面100円につき

金100円で償還する。なお、上記の満期

償還に加えて、当社は所定の条件に基づ

き繰上償還することができる。

（7）　担保　無担保

（8）  発行する新株予約権の総数　200個

（9）  新株予約権の目的とする株式の種類

　普通株式

（10） 新株予約権の当初転換価額

１株につき33,300円

（11） 転換価額の修正 

転換価額は時価に基づき定期的に修正さ

れる。　　　　　　上限　36,630円

　　　　　　　　　下限　 9,990円

（12） 新株予約権の行使請求期間

　平成17年12月27日から平成20年12月25日

（13）資金使途

　マンション販売事業の用地取得費用、

ソリューション事業の物件取得費用や不

動産流動化に伴うエクイティ出資に充当

する予定であります。
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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）

（第４回新株予約権）

　（1） 発行総額　50,000千円

（2） 発行価額　

　本新株予約権１個あたり金125,000円

（3） 払込期日及び発行日

平成17年12月26日

（4） 割当先及び割当数

　第三者割当の方法により、ライブド

ア証券株式会社及びＥＦＣ投資事業組

合にそれぞれ100億円を割り当てる。

（5） 発行する新株予約権の総数　400個

（6） 新株予約権の目的とする株式の種類

普通株式

（7） 新株予約権の行使請求期間

平成17年12月27日から平成20年12月25

日

（8） 新株予約権の行使により発行する株式

の発行総額　　　　　20,049,980千円

（9） 新株予約権の当初行使価額　

　　　　　　　　　　　　36,630円

（10）行使価額の修正

　行使価額は時価に基づき定期的に修正さ

れる。           上限　36,630円

下限　 9,990円

 （11）資金使途

　払込があった場合の資金使途につき

ましては、マンション販売事業の用地

取得費用、ソリューション事業の物件

取得費用や不動産流動化に伴うエクイ

ティ出資に充当する予定であります。
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５．発売、契約及び販売の状況

(1）発売実績

　当中間連結会計期間における不動産販売事業の新規発売物件の実績は、次のとおりであります。

 （単位：千円）

区分

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）

数量 金額

マンション  378戸  13,396,989

その他 ― ―

合計  378戸 13,396,989

　（注）１．金額は、販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）契約実績

　当中間連結会計期間における事業の種類別セグメントごとの新規契約物件の実績は、次のとおりであります。

 （単位：千円）

事業の種類別
セグメントの名称 

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

期首契約残高 当中間期中契約高 当中間期末契約残高

数量 金額 数量 金額 構成比(％) 数量 金額  構成比(％)

不動産販売

事業
分譲 71戸 2,435,231 383戸 14,896,260 54.2 82戸 3,510,566 82.0 

ソリュー

ション事業

 土地 ― ㎡ ― 1,852.91㎡ 5,404,381 19.7 174.13㎡ 770,000 18.0 

 建物 ― 棟 ― ２棟 7,156,695 26.1 ― 棟 ― ― 

合計  

71戸

― ㎡

― 棟

2,435,231

383戸

1,852.91㎡

２棟

27,457,337 100.0

82戸

174.13㎡

― 棟

4,280,566 100.0

（注）１．ソリューション事業につきましては、上記のほかにソリューション物件から生じる賃貸借契約があり、中間

　連結会計期間の契約額は204,571千円であります。

　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

営業収益の実績

　当中間連結会計期間における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。

 （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称 金額 構成比（％）

不動産販売事業 13,820,925 50.4

ソリューション事業 11,995,648 43.8

その他の事業 1,592,995 5.8

合計 27,409,568 100.0

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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