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１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 26,422 （△21.1) 2,444 (△12.3） 2,104 （　 5.5）

17年９月中間期 33,477 (　51.4) 2,786 ( 114.9) 1,995 ( 237.6)

18年３月期 60,475 5,815 4,084

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 1,277 (　  ―) 1,255 24

17年９月中間期 △1,312 (　  ―) △1,612 17

18年３月期 △306 △347 29

（注）①期中平均株式数 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

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）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 60,687 16,197 26.7 15,724 48

17年９月中間期 44,251 11,752 26.6 12,930 24

18年３月期 53,485 15,243 28.5 15,307 63

（注）①期末発行済株式数 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

　　　②期末自己株式数 18年９月中間期 12,557.44株 17年９月中間期 12,557株 18年３月期 12,557.44株

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

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

通　期 57,561  4,259  2,342  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　2,280円63銭

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 －  683.00  683.00

19年３月期（実績） － －
 705.00

19年３月期（予想） － 705.00

※　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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６．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度要約貸借対照表
（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 ※１  4,384,797   5,953,018   8,932,527  

２　受取手形  850,000   －   －  

３　売掛金  281,566   319,238   195,700  

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

５　流動用不動産 ※1,5  10,598,419   16,725,590   10,815,935  

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

７　短期貸付金  2,669,964   6,371,340   7,727,734  

８　貯蔵品  15,169   125,022   153,458  

９　その他 ※3  864,471   1,606,904   1,083,184  

　　貸倒引当金  △262,245   △360,086   △358,694  

流動資産合計  39,387,245 89.0  57,241,494 94.3  49,426,088 92.4

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産 ※2  708,115   667,471   682,505  

２　無形固定資産  5,642   75,647   5,426  

３　投資その他の資産          

　　（1）投資有価証券  2,794,243   1,922,450   2,429,651  

 （2）その他  1,966,406   1,704,344   1,856,013  

　 　 貸倒引当金  △36,966   △350,559   △341,404  

　 　 関係会社投資損　 
失引当金

 △573,032   △573,032   △573,032  

　　 投資その他の資産合計  4,150,649   2,703,203   3,371,227  

固定資産合計  4,864,408 11.0  3,446,321 5.7  4,059,159 7.6

資産合計  44,251,653 100.0  60,687,816 100.0  53,485,247 100.0

         

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

１　支払手形  3,763,306   3,876,547   5,715,637  

２　買掛金  156,192   240,190   118,725  

３　短期借入金 ※１  11,473,925   14,409,400   7,326,300  

４　未払費用  696,899   1,032,363   641,407  

５　未払法人税等  862,759   862,143   1,298,584  

６　前受金  291,294   275,036   183,633  

７　賞与引当金  51,666   59,661   51,764  

８　その他  ※３  428,358   248,937   304,344  

流動負債合計  17,724,401 40.0  21,004,280 34.6  15,640,397 29.2

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  10,830,375   3,503,875   2,190,625  

３　新株予約権   －   －   50,000  

４　預り敷金保証金  320,520   382,081   274,600  

５　その他固定負債  124,095   －   86,105  

固定負債合計  14,774,990 33.4  23,485,956 38.7  22,601,331 42.3

負債合計  32,499,392 73.4  44,490,237 73.3  38,241,728 71.5
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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
（％）

         

（資本の部）          

Ⅰ　資本金  4,526,604 10.2  ― ―  5,783,899 10.8

Ⅱ　資本剰余金          

１　資本準備金  4,361,204 9.9  ― ―  5,618,499 10.5

２　その他資本剰余金  374,093 0.8  ― ―  374,093 0.7

資本剰余金合計  4,735,298 10.7  ― ―  5,992,592 11.2

Ⅲ　利益剰余金          

１　任意積立金  750,000   ―   750,000  

２　中間（当期）未処分
利益

 2,025,692   ―   3,031,227  

利益剰余金合計  2,775,692 6.3  ― ―  3,781,227 7.1

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  11,752,261 26.6  ― ―  15,243,519 28.5

負債資本合計  44,251,653 100.0  ― ―  53,485,247 100.0

          

 （純資産の部）          

 Ⅰ　株主資本          

 １　資本金  ― ―  5,983,894 9.9  ― ―

 ２　資本剰余金          

 （1）資本準備金  ―   5,818,494   ―  

 （2) その他資本剰余金  ―   374,093   ―  

 資本剰余金合計  ― ―  6,192,587 10.2  ― ―

 ３　利益剰余金          

 　（1）その他利益剰余金          

 別途積立金  ―   750,000   ―  

 繰越利益剰余金  ―   3,628,378   ―  

 利益剰余金合計  ― ―  4,378,378 7.2  ― ―

 ４　自己株式  ― ―  △415,460 △0.7  ― ―

 株主資本合計  ― ―  16,139,399 26.6  ― ―

 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  ― ―

 純資産合計  ― ―  16,197,579 26.7  ― ―

 負債純資産合計  ― ―  60,687,816 100.0  ― ―
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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  33,477,834 100.0  26,422,039 100.0  60,475,645 100.0

Ⅱ　売上原価  27,449,193 82.0  21,282,805 80.5  48,565,175 80.3

売上総利益  6,028,640 18.0  5,139,233 19.5  11,910,470 19.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費   3,242,216 9.7  2,694,680 10.2  6,094,947 10.1

営業利益  2,786,424 8.3  2,444,552 9.3  5,815,522 9.6

Ⅳ　営業外収益          

１　受取利息 45,939   112,601   129,005   

２　受取手数料 12,550   12,440   25,302   

３　受取配当金 11,470   3,041   11,590   

４　その他 29,159 99,118 0.3 45,567 173,650 0.6 75,687 241,586 0.4

Ⅴ　営業外費用          

１　支払利息 562,232   193,811   843,207   

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 12,299 890,269 2.7 47,021 513,962 1.9 164,573 1,972,236 3.2

経常利益  1,995,273 5.9  2,104,241 8.0  4,084,872 6.8

Ⅵ　特別利益   28,470 0.1  34,966 0.1  28,470 0.0

Ⅶ　特別損失 ※１  2,805,139 8.3  27,435 0.1  2,971,201 4.9

税引前中間（当期）純
利益又は税引前中間純
損失（△）

 △781,395 △2.3  2,111,772 8.0  1,142,141 1.9

法人税、住民税及び事
業税

851,180   798,352   1,957,351   

法人税等還付税額 235,860   ―   235,860   

法人税等調整額 △84,336 530,983 1.6 36,129 834,481 3.2 △272,504 1,448,986 2.4

中間（当期）純利益又
は中間純損失（△）

 △1,312,379 △3.9  1,277,290 4.8  △306,845 △0.5

前期繰越利益  3,338,072   ―   3,338,072  

中間（当期）未処分利
益

 2,025,692   ―   3,031,227  

         

－ 4 －



　(3）中間株主資本等変動計算書

 

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本剰余
金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
5,783,899 5,618,499 374,093 750,000 3,031,227 △415,460 15,142,258

中間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     1,277,290  1,277,290

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）
199,995 199,995 ― ― 597,151 ― 997,141

平成18年９月30日　残高

（千円）
5,983,894 5,818,494 374,093 750,000 3,628,378 △415,460 16,139,399

評価・換算差額等

新株予約権 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 15,293,519

中間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     1,277,290

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額）

△76,391 △16,689 △93,081 ― △93,081

中間会計期間中の変動額合

計（千円）
△76,391 △16,689 △93,081 ― 904,059

平成18年９月30日　残高

（千円）
24,869 △16,689 8,179 50,000 16,197,579
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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）有価証券

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

①　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　子会社株式及び関連会社株式

同左

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

…中間決算期末日の市場価格

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おりま

す。）

②　その他有価証券

時価のあるもの

…中間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

により算定しております。）

②　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

により算定しておりま

す。）

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

「７その他財務諸表作成の

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

①　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

①　販売用不動産、流動用不動産

及び仕掛不動産

　　　　同左

　　　　　

(3）たな卸資産

①　販売用不動産、流動用不動産

及び仕掛不動産

　　　　同左

 　　　　　　　

②  貯蔵品

　移動平均法による原価法

②　貯蔵品

同左

②　貯蔵品

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、主な耐用年数は次のとお

りであります。

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

建物　　　　　　８～50年

車両運搬具　　　３～６年
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2）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　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　繰延資産の処理方法

 （1）　　　 　――

　　　　　

 

 （2）　　　　 ――

 

３　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　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　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、当期の負担額を計上

しております。

(3）関係会社投資損失引当金

　関係会社に対する投資により発

生の見込まれる損失に備えるため、

その資産内容等を検討して計上し

ております。

(3）関係会社投資損失引当金

　同左

(3）関係会社投資損失引当金　　

　　　　　　同左

５　リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

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

　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　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

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、固定資産にかかる

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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　

　当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会　平成14

年８月９日））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）

　

　当事業年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８

月９日））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、16,164,269千円であり

ます。

　なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表規則の改正に伴い、

改正後の中間財務諸表規則により作

成しております。

 ―――――

 

－ 9 －



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）

１ 「短期貸付金」は、前中間期まで、流動資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間期末にお

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、前中間期末の「短期貸付金」の金額は

2,115,536千円であります。

２ 「投資有価証券」は、前中間期まで、投資その他の資

産に含めて表示しておりましたが、当中間期末におい

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、前中間期末の「投資有価証券」の金額は

721,059千円であります。

 ―――――
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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　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。

※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。

※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 (イ）担保に供している資産 (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 8,226,293千円

仕掛不動産 12,984,075千円

計 21,210,369千円

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 10,140,720千円

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  16,233,995千円

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

130,029千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

       162,801千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

       146,339千円

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動資産のその他に含めて表示

しております。

※３　消費税等の取扱い

同左

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の未払消費税として表

示しております。

４　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

４　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

４　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

 （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。

一般顧客  1,651,900千円

 （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。

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。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。

※５　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。

※５　　　　　　　同左 ※５　　　　　　　　同左
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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　特別損失の内訳は以下の通りです。 ※１　特別損失の内訳は以下の通りです。 ※１　特別損失の内訳は以下の通りです。

固定資産除却損 固定資産除却損

建物 4,110千円

保険積立金解約損 11,975千円

ゴルフ会員権評価損 3,400千円

関係会社整理損 1,621千円

貸倒引当金繰入額 200,000千円

支払損害賠償金 11,000千円

関係会社株式評価損 2,000,000千円

関係会社投資損失引当金繰入額

573,032千円

　計 2,805,139千円

貸倒引当金繰入額  18,000千円

訴訟解決和解金  9,435千円

　計 27,435千円

建物他 10,303千円

保険積立金解約損   12,416千円

ゴルフ会員権評価損   3,400千円

関係会社整理損  2,941千円

貸倒引当金繰入額  300,000千円

支払損害賠償金  11,000千円

関係会社株式評価損 2,000,000千円

リース解約損  3,766千円

子会社株式評価損  10,000千円

投資有価証券評価損  15,000千円

匿名組合分配損  29,341千円

関係会社投資損失引当金繰入額

       573,032千円

　計 2,971,201千円

　２　減価償却実施額

有形固定資産

20,086千円

　２　減価償却実施額

有形固定資産

      16,462千円

 　　　無形固定資産

 7,649千円

　２　減価償却実施額

有形固定資産

      39,678千円

 　　　無形固定資産

 703千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 12,557.44 ― ― 12,557.44

合計 12,557.44 ― ― 12,557.44
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１.リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額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
91,225 37,850 53,375

ソフトウェア 80,800 15,276 65,523

合計 175,673 56,436 119,236

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）

期末残高

相当額

（千円）

車両運搬具 ― ― ―

工具、器具及

び備品
50,685 31,735 18,950

ソフトウェア 118,300 36,006 82,293

合計 168,985 67,742 101,243

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 34,289千円

１年超 86,001千円

合計 120,291千円

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       34,193千円

１年超        70,649千円

合計        104,843千円

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 19,083千円

減価償却費相当額 18,921千円

支払利息相当額 941千円

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       36,195千円

減価償却費相当額       34,804千円

支払利息相当額      1,697千円

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

②　有価証券

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）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

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）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　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） 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）

（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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７．役員の異動
　　  （1）代表者の異動

 該当事項はありません。

（2）その他の役員の異動 

 該当事項はありません。
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