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１． 19年 5月中間期の業績（平成 18年 6月 1日～平成 18年 11月 30日） 
(1)経営成績                                                         （単位：百万円未満切捨） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年 11 月中間期 
17 年 11 月中間期 

26,187   (  39.9) 
     18,720   (△35.2) 

        1,980  （  60.9）
        1,230 （△53.1）

        1,954  (  72.0) 
1,136 （△54.8）

18 年 5 月期 46,910    3,613   3,492 
 
 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 11 月中間期 
17 年 11 月中間期 

1,154   (  75.2) 
   658  （△54.0） 

            4,801    41   
         2,739    87 

－         － 
       －       － 

18 年 5 月期       1,961             8,160    17           －     － 
 (注)①持分法投資損益 18年 11月中間期 －百万円 17年 11月中間期   －百万円  18年 5月期   －百万円 

     ②期中平均株式数 18年 11月中間期 240,400株 17年 11月中間期   240,400株  18年 5月期    240,400株 
     ③会計処理の方法の変更   有 ・ 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 
 
 (2)財政状態                                                     （単位：百万円未満切捨）   
 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 11 月中間期 
17 年 11 月中間期 

27,215 
28,974 

12,972 
11,118 

47.7 
38.4 

     53,960   21 
     46,249   22 

18 年 5 月期 25,719 12,176 47.3      50,649   43 
(注)①期末発行済株式数  18 年 11 月中間期   240,400 株  17 年 11 月中間期 240,400 株  18 年 5 月期 240,400 株 
    ②期末自己株式数    18 年 11 月中間期    － 株  17 年 11 月中間期     －株  18 年 5 月期   －株 
 
(3)キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による         
キャッシュ･フロー 

投資活動による         
キャッシュ･フロー

財務活動による         
キャッシュ･フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年 11 月中間期 
17 年 11 月中間期 

        2,016 
△9,006 

 △2 
   7 

         540 
  3,809 

4,778 
1,782 

18 年 5 月期  △2,730 △33 △1,983 2,223 
 
２．19 年 5 月期の業績予想（平成 18 年 6 月 1 日～平成 19 年 5 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 57,000 4,566 2,602

 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   10,823 円 63 銭 

３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

 第 1四半期末 中間期末 第 3四半期末 期末 その他 年間 
18 年 5 月期 － 1,000.00 － 1,500.00  2,500.00 

19 年 5 月期（実績） － 1,000.00 ― ―  

19 年 5 月期（予想） ― ― － 1,500.00  

 

2,500.00 

 
 
 

 
※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な

要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後の様々な要因

によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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１．企業集団の状況 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社と当社の関係会社である住宅新興事業協同組合の２社によって

構成され、主に戸建住宅を中心とした不動産分譲事業を行なっております。 

当社の事業内容、当社と住宅新興事業協同組合との主に不動産分譲事業に係わる位置付けにつきましては次のとお

りであります。 

 

（１）不動産分譲事業 

当社の主な事業である不動産分譲事業においては、戸建住宅を中心とした不動産の分譲販売を行なっております。 

土地（戸建住宅用地）の仕入から、プロジェクトの企画、建物の設計、施工、販売及びアフターサービスに至るま

での一貫したシステムをもって、首都圏（東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県）・東海圏（愛知県）を中心に積極的な

事業展開を図っております。 

建物仕様の規格化、小規模なプロジェクトを中心として取扱棟数の増加等に努めることでスケールメリット（建物

製造原価の圧縮等）及びスピードメリット（在庫リスクの回避及び諸経費の削減等）を最大限に享受、品質面及び価

格面における競争力を高めております。 

 

（２）その他の事業 

その他の事業においては、戸建住宅を中心とした請負工事の受注、不動産（テナント）の賃貸等を行なっておりま

す。 

なお、これらについては、その効率性や採算性等を勘案して現在のところ積極的な事業展開を行なっておりません。 

 

上記（１）にて記載した事項を、標準的な事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

土
地
所
有
者
（
売
主
）

住宅新興事業協同組合 

顧

客
（
買
主
）

タクトホーム株式会社 

企 画 設 計 施 工 品質保証

(戸建用地仕入) (戸建住宅販売) 

 出資 

※２

※１

※１．建物の施工については、生産管理部（工事課）社員を現場監督として派遣、各工程は外部の専門施

工業者等へ発注をもって行なっております。 

※２．戸建住宅の販売については、その大半を地域不動産業者等への委託（仲介）によって行なっており

ます。 
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２．経営方針、経営成績及び財政状態 

（１）経営方針 

 ａ．会社の経営の基本方針 

「衣・食・住」の「衣」と「食」は満たされたと言われている現在でも、「住」については依然として高額である

ためなかなか手が届かないのが現状です。 

そこで、当社では「より良いもの（住まい）をより安く、より早く」をスローガンに掲げ、第一次取得者層の方々

に喜んでご購入いただける戸建住宅の提供を行なっております。 

住宅ニーズの根強い首都圏を中心として、「家づくり（品質）」そのものにはお客さまの声（ニーズ）を反映、そ

して「価格」面でも十分にご満足いただけるような企業努力を惜しまないことによって、高品質とそれに相反する

低価格の両立を実現してまいりました。 

今後においても、高品質で低価格な戸建住宅の提供といった本業中心の事業展開を見据え、当社の経営理念であ

る住まいづくりを通じた地域社会の発展に貢献してまいります。 

 

 ｂ．会社の利益配分に関する基本方針 

当社では、株主に対する利益の還元を経営上の重要な施策の一つとして位置付けております。 

将来における企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保しつつ、経営成績に応じた

株主への利益の還元を継続的に行なうことを基本方針としております。 

なお、配当性向については、約20.0％を目処としております。 

 

 ｃ．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社では、当社株式の流通の活性化、個人投資家層の拡充等を経営上の重要な施策の一つとして位置付けており

ます。 

今後については、投資単位や流動性等の状況を総合的に勘案しながら、必要に応じた投資単位の引下げを検討し

てまいります。 

 

 ｄ．目標とする経営指標 

① 経常利益率/販売費及び一般管理費構成比 

当社では、安定かつ継続した企業成長を目的として、安定かつ継続した利益体質の構築を重要な施策の一つと

して認識しております。 

少数精鋭組織の維持等によって販売費及び一般管理費の構成比は 7.5％以内を確保、経常利益率については

8.0％の達成を目標としてまいります。 

なお、当中間会計期間の販売費及び一般管理費の構成比は 7.8％（前中間会計期間：7.9％）、経常利益率につ

いては7.5％（前中間会計期間：6.1％）となっております。 

 

② たな卸資産回転率/短期借入金回転率 

当社では、利益体質の強化、健全なる財政状態の維持等を目的として「たな卸資産」と「短期借入金」におけ

る回転率の維持及び向上を重要な施策の一つとして認識しております。 

たな卸資産回転率は年2.0回以上、短期借入金回転率については年4.0回以上の確保を目標としております。 

なお、当中間会計期間におけるたな卸資産回転率は2.5回転（前中間会計期間：1.8回転）、短期借入金回転率

は12.9回転（前中間会計期間：4.1回転）となっております。 

（注）たな卸資産回転率及び短期借入金回転率の内容は、次のとおりであります。 

   なお、中間会計期間については、売上高を通期に換算（中間期売上高×２）して算出しております。 

    ・たな卸資産回転率＝売上高／（（期首たな卸資産＋期末たな卸資産）/２） 

    ・短期借入金回転率＝売上高／（（期首短期借入金残高＋期末短期借入金）/２） 

 

 ｅ．中長期的な会社の経営戦略 

当社では、第一次取得者の方々に喜んでご購入いただける高品質で低価格な戸建住宅の提供を中心として、地域

社会の発展に伴った更なる企業成長を目指してまいります。 

首都圏における営業基盤の拡充及び中部エリア、東北エリア等首都圏以外における営業基盤の構築、取扱棟数の

増加によるスケールメリットを活かした建物製造原価の圧縮、従業員教育の充実や適正な人員配置等による少数精
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鋭組織の維持等によって安定かつ継続した業績の拡大に努めてまいります。 

また、当社では昨年度、第23期（平成18年5月期）を初年度とした第26期（平成21年5月期）までの「４ヵ

年計画」を策定しております。（平成18年7月14日付、第23期決算短信（非連結）において、内容を一部修正し

ております。） 

この「４ヵ年計画」における主な内容については次のとおりであります。 

売 上 高：各事業年度における戸建住宅の取扱棟数増加率は約10.0％～15.0％を目処として、第26期（平成21

年5月期）には売上高90,000百万円（取扱棟数：約3,300棟）の達成を目標としております。 

利 益 率：売上総利益率の改善、販売費及び一般管理費の削減等に努めることで、第24期（平成19年5月期）

以降については経常利益率8.0％の確保を目指してまいります。 

経営基盤：新規営業所の開設は首都圏を中心として各事業年度約３店舗、第26期（平成21年5月期）における

本店を含めた支店及び営業所の総数は概ね40店舗を目標としてまいります。 

そ の 他：業績拡大を支えるべく優秀なる人材の積極的な確保に努めることで、第26期（平成21年5月期）に

おける従業員数は約300名となる見込であります。 

      なお、当社にとって業績を拡大するために必要となる設備投資は、主に販売設備（支店及び営業所）

の取得であります。 

      これらについては主に賃借をもって対応しておりますが、今後出店予定の「仙台南営業所」「鎌ヶ谷営

業所」につきましては、自社所有物件で総額約180百万円の設備投資予定であります。 

      なお、設備投資資金につきましては、全額自己資金で調達予定でありますが、この設備投資が今期の

業績予想に与える重大な影響は、ありません。 

 

 ｆ．会社の対処すべき課題 

日本経済全体的には、企業収益の改善、個人所得の増加等穏かな景気拡大を示しております。 

また、不動産及び住宅産業界についても、雇用者所得の増加、住宅税制の継続等により首都圏を中心に安定した

需要が引き続き期待できるものの、消費者ニーズの多様化や企業間競争の激化等によって売上高及び利益の確保が

難しい事業環境が予想されます。 

このような厳しい環境の中において、当社では、本業である戸建住宅を中心とした不動産分譲事業による更なる

業績の拡大を図るべく、次の課題に取組んでまいります。 

 

① 経営基盤の拡充 

今後において、安定かつ継続して魅力のある戸建住宅を提供していくためには、安定かつ継続して優良な土地

仕入情報を確保することが重要となってまいります。 

当社では、住宅ニーズの根強い首都圏（東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県）を中心とした営業基盤の拡充を

図るとともに、東海圏（愛知県）、仙台圏（宮城県）等首都圏以外における営業基盤の構築に努めてまいります。 

 

② 高品質で低価格な戸建住宅の提供 

今後において、魅力のある高品質で低価格な戸建住宅を提供していくためには、仕入物件の厳選化、物件取扱

棟数の増加によるスケールメリットを活かした建物製造原価の圧縮及び工程管理の強化等によるプロジェクト期

間（土地仕入から施工及び販売まで）の短縮に努めてまいります。 

 

③ 経営管理体制の強化 

今後において、安定かつ継続した企業成長を図るためには、そのドライバーとなる優秀な人材の確保に取り組

むとともに、従業員教育の充実及びフラットな組織による適正な人員配置等によって効率的かつ有機的な少数精

鋭組織の維持構築に努めてまいります。 

また、パブリックカンパニーとしての責務を果たすべく、コンプライアンス、リスクマネジメント体制の強化、

アカウンタビリティを含めたディスクロージャー体制の充実にも積極的に取組んでまいります。 

 

 ｇ．親会社等に関する事項 

当社では、親会社等を有していないため、記載すべき事項はありません。 
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ｈ．その他、会社の経営上の重要な事項 

当社では、その他の会社経営上における重要な事項がないため、記載すべき事項はありません。 
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（２）経営成績及び財政状態 

 ａ．経営成績 

当中間会計期間の日本経済は、企業収益の改善が進み、民間設備投資が増加する等堅調に推移いたしました。 

また、個人消費も雇用環境の改善効果等により増加基調で推移し、全般的に景気は穏かに拡大しております。 

不動産及び住宅産業界では、雇用者所得の増加、政府の住宅政策の継続などを背景に、需要は引き続き堅調に推

移しております。しかしながら、都心部では地価の上昇、郊外では土地仕入や販売における他社との競合激化等厳

しい状況にあります。 

このような環境において、当社では「より良いものをより安く、より早く」の信念のもと、徹底した原価管理と

品質向上に努め、良質な戸建分譲住宅を提供してまいりました。 

また、営業面におきましては、平成18年7月に千住営業所（東京都足立区）・立石営業所（東京都葛飾区）・町田

営業所（神奈川県相模原市）・蓮田営業所（埼玉県蓮田市）を、平成18年8月には西船橋営業所（千葉県船橋市）・

大泉営業所（東京都練馬区）を開設し、営業力の強化をはかってまいりました。 

この結果、当中間会計期間の業績は、売上高26,187,157千円（前中間会計期間比39.9％増）、経常利益1,954,000

千円（前中間会計期間比72.0％増）、中間純利益1,154,259千円（前中間会計期間比75.2％増）となりました。 

なお、事業部門別の状況については、当中間会計期間も本業である戸建住宅を中心とした不動産分譲事業に経営

資源を集中した結果、不動産分譲事業の売上高は25,966,128 千円（前中間会計期間比40.1％増）で売上高構成比

99.2％、その他事業の売上高は221,028千円（前中間会計期間比19.2％増）で売上高構成比0.8％となっておりま

す。 

  

当中間会計期間の業績は概ね計画通り進捗していることから、通期の売上高、経常利益及び当期利益につきまし

ては、前回の予想を据え置くことにいたしました。 

 

○事業部門別売上高 

事業部門別 品 目 売 上 高 構 成 比 前年同期比 

  千円 ％ ％

不動産分譲事業 戸 建 住 宅 25,523,428 97.5 39.9 

 宅 地 分 譲 442,700 1.7 53.3 

 マンション － － － 

 （小  計） 25,966,128 99.2 40.1 

そ の 他 請 負 工 事 154,823 0.6 36.2 

 賃 貸 7,005 0.0 16.7 

 そ の 他 59,199 0.2 △9.8 

 （小  計） 221,028 0.8 19.2 

合 計 26,187,157 100.0 39.9 
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 ｂ．財政状態 

① 資産、負債及び資本の状況 

（資産の状況） 

当中間会計期間末における資産の合計は27,215,257千円（前事業年度末比5.8％増）となりました。 

これは主に、12月の仕入決済増加に対応すべく資金手当てを行なったことによって、現預金が増加したことに

よるものであります。 

また、当事業年度末における見通しについては、更なる業績の拡大を目的とした積極的な土地仕入の促進を図

ることによってたな卸資産を中心に増加する見込みであります 

 

（負債の状況） 

当中間会計期間末における負債の合計は14,243,222千円（前事業年度末比5.2％増）となりました。 

これは主に、12月の仕入増加に対応すべく短期借入金の調達を増やしたためによるものであります。 

また、当事業年度末における見通しについては、業績の拡大を目的としたたな卸資産の増加に伴った短期借入

金の増加等によって増加する見込みであります。 

 

（純資産の状況） 

当中間会計期間末における純資産の合計は12,972,035千円（前事業年度末比6.5％増）となりました。 

これについては、中間純利益の計上によって利益剰余金が増加したことによるものであります。 

また、当事業年度末における見通しについても、当期純利益の計上による利益剰余金によって増加する見込で

あります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における「現金及び現金同等物」（以下、「資金」という。）は、主に営業活動によるキャッシュ・

フローでの獲得によって前事業年度末から2,554,394千円増加して4,778,307千円となりました。 

当中間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等については次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間における営業活動の結果、獲得した資金は2,016,490千円（前中間会計期間は9,006,550千円

の使用）となりました。 

これは主に、税引前中間純利益の増加、及び積極的な販売促進によるたな卸資産の減少等によるものでありま

す。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間における投資活動の結果、使用した資金は2,495千円（前中間会計期間は7,749千円の獲得）

となりました。 

これは主に、有形固定資産の売却による収入があったものの、有形固定資産の取得及び投資有価証券等の取得

等による支出があったことによるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間における財務活動の結果、獲得した資金は540,400千円（前中間会計期間は3,809,240千円の

獲得）となりました。 

これは主に、12月の仕入決済増加に対応すべく、短期借入金の調達を増やしたために短期借入金の残高が増加

したことによるものであります。 

 

当事業年度通期におけるキャッシュ・フローの状況（資金）の見通しについては、翌事業年度以降における業

績の拡大を目的としてたな卸資産の増加が見込まれるため、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて使用す

る資金は増加することとなりますが、このうち土地（戸建住宅用地）仕入資金は短期借入金を中心とした財務活

動によるキャッシュ・フローにて調達の見込であります。 

なお、投資活動によるキャッシュ・フローについては、仙台南営業所等の出店により有形固定資産の取得によ

る支出が見込まれるため、使用する資金は増加することになりますが、キャッシュ・フロー全体に与える影響は
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僅少と見込んでおります。 

 

また、当社におけるキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（平成17年11月期）

当中間会計期間 

（平成18年11月期） 

前事業年度 

（平成18年5月期）

自己資本比率（％） 38.4 47.7 47.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 107.9 85.7 80.2 

債務償還年数（年） － － － 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ（倍） － 58.6 － 

（注）１．各指標の内容については、次のとおりであります。 

     自己資本比率：純資産／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 

   ２．債務償還年数について、中間会計期間（平成17年11月期、平成18年11月期）は記載しておりません。 

     また、平成18年5月期の債務償還年数については、営業キャッシュ・フローが使用（マイナス）である 

     ため記載しておりません。 

   ３．平成17年11月期及び平成18年5月期のインタレスト・ガバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・

フローが使用（マイナス）であるため記載しておりません。 

   ４．営業キャッシュ・フローについては、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。 

     有利子負債については、貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている負債（短期借入金、

１年内償還予定社債、社債）を対象としております。 

     また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書における利息の支払額を使用しております。 
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３．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11月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年5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  1,782,568   4,789,307   2,231,913   

２.たな卸資産 ※３ 25,211,398   20,269,817   21,287,935   

３.その他  ※４ 282,721   477,361   493,490   

流動資産合計   27,276,688 94.1  25,536,486 93.8  24,013,338 93.4

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 1,208,824   1,155,661   1,214,672   

２．無形固定資産  9,348   7,610   8,479   

３．投資その他の資産 ※２ 480,113   515,499   483,019   

固定資産合計   1,698,287 5.9  1,678,771 6.2  1,706,171 6.6

資産合計   28,974,975 100.0  27,215,257 100.0  25,719,510 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債          

１．支払手形  3,079,736   2,569,220   2,640,660  

２．営業未払金  1,761,695   2,510,545   2,723,434  

３．短期借入金 ※3,5 10,802,300   4,651,000   3,500,000  

４．１年内償還予定 

社債  
 500,000   500,000   500,000  

５．未払法人税等  462,702   904,663   1,124,464  

６．その他 ※４ 542,022   869,980   586,421  

流動負債合計   17,148,457 59.2  12,005,409 44.1  11,074,979 43.1

Ⅱ 固定負債           

１．社債  500,000   2,000,000   2,250,000  

２．退職給付引当金  52,031   56,137   51,832  

３．役員退職慰労引当
金  147,900   173,400   158,300  

４．その他  8,275   8,275   8,275  

固定負債合計   708,207 2.4  2,237,813 8.2  2,468,408 9.6

負債合計   17,856,664 61.6  14,243,222 52.3  13,543,387 52.7
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前中間会計期間末 

（平成17年11月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年5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   1,429,020 4.9  －  －

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  1,493,085   －   －   

資本剰余金合計   1,493,085 5.2  －  －

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  41,186   －   －   

２．任意積立金  298   －   －   

３．中間（当期）未処
分利益  8,136,069   －   －   

利益剰余金合計   8,177,554 28.2  －  －

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   18,652 0.1  －  －

資本合計   11,118,311 38.4  －  －

負債資本合計   28,974,975 100.0  －  －

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本      

  １．資本金   －  1,429,020 5.2  1,429,020 5.6

   ２．資本剰余金     

    資本準備金  －  1,493,085 1,493,085 

  資本剰余金合計   －  1,493,085 5.5  1,493,085 5.8

  ３．利益剰余金  －   

  (1)利益準備金    41,186 41,186 

    (2)その他利益剰余金     

    特別償却準備金  －  140 140 

       繰越利益剰余金  －  9,992,526 9,198,867 

  利益剰余金合計   －  10,033,852 36.9  9,240,193 35.9

  株主資本合計   －  12,955,957 47.6  12,162,298 47.3

Ⅱ 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価     

  差額金  －  16,077 13,824 

  評価・換算差額等合計   －  16,077 0.1  13,824 0.0

  純資産合計   －  12,972,035 47.7  12,176,122 47.3

  負債及び純資産合計   －  27,215,257 100.0  25,719,510 100.0
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（２）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年6月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年6月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年6月１日 
至 平成18年5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   18,720,247 100.0  26,187,157 100.0  46,910,937 100.0

Ⅱ 売上原価   16,003,091 85.5  22,164,627 84.6  39,970,058 85.2

売上総利益   2,717,156 14.5  4,022,530 15.4  6,940,878 14.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   1,486,800 7.9  2,042,323 7.8  3,327,216 7.1

営業利益   1,230,355 6.6  1,980,206 7.6  3,613,661 7.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  4,867 0.0  5,822 0.0  58,755 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  98,866 0.5  32,028 0.1  179,654 0.4

経常利益   1,136,356 6.1  1,954,000 7.5  3,492,762 7.4

Ⅵ 特別利益   －  166 0.0  5,500 0.0

Ⅶ 特別損失   375 0.0  58 0.0  37,023 0.0

税引前中間（当期）
純利益   1,135,980 6.1  1,954,108 7.5  3,461,239 7.4

法人税、住民税及
び事業税  439,499   876,627   1,528,169   

法人税等調整額  37,815 477,314 2.6 △76,777 799,849 3.1 △28,634 1,499,535 3.2

中間（当期）純利
益   658,665 3.5  1,154,259 4.4  1,961,704 4.2

前期繰越利益   7,477,403   －   －  

中間配当額   －   －   －  

中間（当期）未処
分利益   8,136,069   －   －  
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（３）中間株主資本等変動計算書 

 

   当中間会計期間（自 平成18年6月1日 至 平成18年11月30日）     

 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 

剰余金 

 

資本金 
資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 特別 

償却 

準備金 

繰越 

利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

株主 

資本 

合計 

平成18年5

月 31 日残

高   ( 千 

円)  

1,429,020 1,493,085 1,493,085 41,186 140 9,198,867 9,240,193 12,162,298

中間会計期

間中の変動

額 

   

剰余金の

配当 
  △360,600 △360,600 △360,600

中間純利 

益 
  1,154,259 1,154,259 1,154,259

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) 

－ － － －

 

－ 793,659 793,659 793,659

平成 18 年

11 月 30 日  

残    高 

(千 円) 

1,429,020 1,493,085 1,493,085 41,186 140 9,992,526 10,033,852 12,955,957
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評価・換算差額等  

その他有価証券評価差

額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産 

合計 

平成18年5

月31日残高  

(千 円) 

13,824 13,824 12,176,122

中間会計期

間中の変動

額 

剰余金の

配当 
△360,600

中間純利 

益 
1,154,259

株主資本

以外の項

目の中間

会計期間

中の変動

額(純額) 

2,253 2,253 2,253

中間会計期

間中の変動

額 合 計 

(千 円) 

2,253 2,253 795,912

平成 18 年

11 月 30 日

残 高 

(千 円) 

16,077 16,077 12,972,035
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（４）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間 

 （自 平成17年6月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
 （自 平成18年6月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 
 （自 平成17年6月１日 
至 平成18年5月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー     

税引前中間（当期）純利益  1,135,980 1,954,108 3,461,239 

減価償却費  29,645 19,092 61,375 

賞与引当金の減少額  △113,648 △86,936 △26,712 

退職給付引当金の増加額  11,378 4,305 11,179 

役員退職慰労引当金の増
加額  10,400 15,100 20,800 

貸倒引当金の減少額  － － △5,500 

受取利息及び受取配当金  △2,838 △2,762 △6,114 

支払利息及び社債利息  72,967 32,028 118,478 

有形固定資産除却損   375 58 375 

有形固定資産売却益  － △166 － 

たな卸資産の減少額 

（△増加額） 
 △8,772,497 1,018,118 △4,849,034 

その他の資産の減少額 

（△増加額） 
 40,116 103,006 △114,864 

仕入債務の増加額 

（△減少額） 
 △596,141 △284,329 △73,478 

その他の負債の増加額 

（△減少額） 
 15,363 371,656 △22,607 

小計  △8,168,899 3,143,280 △1,424,861 

利息及び配当金の受取額  2,857 2,761 6,132 

利息の支払額  △65,147 △34,387 △103,027 

法人税等の支払額  △775,360 △1,095,164 △1,209,156 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  △9,006,550 2,016,490 △2,730,912 
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前中間会計期間 

 （自 平成17年6月１日 
 至 平成17年11月30日）

当中間会計期間 
 （自 平成18年6月１日 
 至 平成18年11月30日）

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 
 （自 平成17年6月１日 
至 平成18年6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     

定期積金の預入による支
出  △12,000 △3,000 △15,000 

定期積金の払戻による収
入  41,000 － 41,000 

投資有価証券等の取得に
よる支出  △30 △18,000 － 

投資有価証券等の売却に
よる収入   10 － － 

出資金の取得による支出  － △90 △60 

出資金の売却による収入  － － 10 

有形固定資産の取得によ
る支出  △17,230 △29,984 △55,793 

有形固定資産の売却によ
る収入  － 48,578 － 

無形固定資産の取得によ
る支出  △4,000 － △4,000 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  7,749 △2,495 △33,843 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー     

短期借入金の純増加額（△
減少額）  3,391,300 1,151,000 △3,911,000 

長期借入金の返済による
支出  △125,300 － △125,300 

社債の発行による収入   1,000,000 － 3,000,000 

社債の償還による支出  － △250,000 △250,000 

配当金の支払額  △456,760 △360,600 △697,160 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  3,809,240 540,400 △1,983,460 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額
（△減少額）  △5,189,560 2,554,394 △4,748,216 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残
高  6,972,129 2,223,913 6,972,129 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高 

※ 1,782,568 4,778,307 2,223,913 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年6月１日 
 至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年6月1日 
  至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年6月1日 
 至 平成18年5月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定） 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

      中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定） 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

 時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

販売用不動産、仕掛販売用不

動産及び未成工事支出金 

個別法による原価法 

(2）たな卸資産 

同左 

(2）たな卸資産 

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 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備は除く）については、定額法。

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

(1）有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備は除く）については、定額法。

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

(1)有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備は除く）については、定額法。

      なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

  
建物 11～50年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ３～20年

  

 
建物 11～50年

工具器具備品 ３～20年

 

  

建物 11～50年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ３～20年

 
 (2）無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

 



 

 16  

 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年6月1日 
  至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年6月1日 
  至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年6月1日 
 至 平成18年5月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については、個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2)役員賞与引当金 

－ 

(2)役員賞与引当金 

役員に対する賞与支払いに備えて、

役員賞与支給見込額の当中間会計期

間負担額を計上しております。 

(2)役員賞与引当金 

 役員に対する賞与支払いに備えて、

役員賞与支給見込額の当期負担額を

計上しております。 

 (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、退職給付会計に関する実務指

針（中間報告）（日本公認会計士

協会 会計制度委員会報告第13

号）に定める簡便法により、自己

都合退職による中間会計期間末

要支給額から中小企業退職金共

済事業団からの給付金相当額を

控除した金額を計上しておりま

す。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、退職給付会計に関する実務指

針（中間報告）（日本公認会計士

協会 会計制度委員会報告第13

号）に定める簡便法により、自己

都合退職による期末要支給額か

ら中小企業退職金共済事業団か

らの給付金相当額を控除した金

額を計上しております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金規程に

基づく中間会計期間末要支給額

を計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金規程に

基づく期末要支給額を計上して

おります。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

同左 同左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フロ

ー計算書）における資金の

範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

①税抜方式によっております。

②控除対象外消費税等は、固定資

産に係るものは投資その他の資

産の「その他」に計上し５年間で

均等償却を行っており、それ以外

は発生年度の期間費用としてお

ります。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

(1)消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間会計期間 

（自 平成17年6月１日 

 至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年6月１日 

至 平成18年11月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年6月１日 

至 平成18年5月31日） 

（役員賞与に関する会計基準） 

当中間会計期間より、「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準第4号 平成17年11月29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。 

－ （役員賞与に関する会計基準） 

当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第4号 平成17年11月29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） 

 当事業年度より、「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

12,176,122千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年

度における貸借対照表の純資産の部については、

改正後の財務諸表等規則により作成しておりま

す。 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間会計期間より、「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。 

 



 

 18  

 

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11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度末 
（平成18年5月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  265,729千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

       196,758千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

       296,590千円

※２ 投資その他の資産に係る貸倒引当金 

  5,500千円 

※２       － 

 

※２        － 

     

※３ 担保資産及び担保付債務 

 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。 

※３       － ※３        － 

(1) 担保に供している資産   

 
担保権の設定が留保されているたな卸

資産（土地及び建物）が95,074千円ありま

す。 

 

   

(2) 上記に対する債務   

 
短期借入金 56,000千円 

  

  

  

  

     

※４ 消費税等の取扱 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

※４ 消費税等の取扱 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

※４        － 

※５ 当社では、土地仕入資金の効率的な調達

を目的として、取引銀行3行と当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。これら契約に基づく当中間会

計期間末の借入未実行残高は次のとおり

であります。  

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

  10,000,000千円 

借入実行残高    8,159,500千円 

差引額    1,840,500千円 
 

※ ５ 当社では、土地仕入資金等の効率的な

調達を目的として、取引銀行5行と当座

貸越契約を締結しております。この契約

に基づく当中間会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

 

 

  

当座貸越極度額   12,500,000千円

借入実行残高    3,680,000千円

差引額    8,820,000千円
  

※５ 当社では、土地仕入資金の効率的な調達

を目的として、取引銀行3行と当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。これら契約に基づく当事業年

度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。  

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

  10,000,000千円

借入実行残高    3,200,000千円

差引額    6,800,000千円
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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6月１日 
 至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年6月１日 
 至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年6月１日 
至 平成18年5月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

 
受取利息 98千円 

受取配当金    2,739千円 

  

  

 
受取利息  29千円

受取配当金 2,732千円

  

 
受取利息 104千円

受取配当金  6,009千円

安全協力会収受金  50,583千円

  
※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

 
支払利息   72,967千円 

  

 
支払利息   24,411千円

  

 
支払利息 112,647千円

  
 ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額 

 
有形固定資産 28,776千円 

無形固定資産 868千円 

  

 
有形固定資産 18,223千円

無形固定資産  868千円

  

 
有形固定資産 59,637千円

無形固定資産 1,738千円

  
 

 

（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6月1日 至 平成18年11月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 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） 

発行済株式     

  普通株式 240,400 － － 240,400

合計 240,400 － － 240,400

 

 

２．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 8 月 28 日 

定時株主総会 
普通株式 360,600 1,500 平成 18 年 5 月 31 日 平成 18 年 8 月 29 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当中間会計期間末後となるもの 

決議 株式の種類
配当金の総額 

（千円） 
配当の原資 

1株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年1月12日 

取締役会 
普通株式 240,400 利益剰余金 1,000 平成18年11月30日 平成19年2月13日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年6月１日 
 至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年6月１日 
 至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年6月１日 
至 平成18年5月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に記載されている科目の金額

との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に記載されている科目の金額

との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に記載されている科目の金額との関係

（平成17年11月30日現在） （平成18年11月30日現在） （平成18年5月31日現在）

 
現金及び預金勘定 1,782,568千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期積金 
－千円

現金及び現金同等物 1,782,568千円

  

 
現金及び預金勘定 4,789,307千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期積金 
△11,000千円

現金及び現金同等物 4,778,307 千円

  

 
現金及び預金勘定  2,231,913千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期積金 
△8,000千円

現金及び現金同等物  2,223,913千円

  
 

 

 

 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 
 （自 平成17年6月１日 
 至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
 （自 平成18年6月１日 
 至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
 （自 平成17年6月１日 
至 平成18年5月31日） 

 リース取引については、いずれも事業内容に

照らして重要性が乏しく、また、リース契約１

件当たりの金額が少額なため、記載を省略して

おります。 

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 

 事業内容に照らして重要性が乏しく、また、リ

ース契約１件当たりの金額が少額なため、記載

を省略しております。 

    

 ２．オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年内 12,165千円

１年超 15,154千円

合計 27,320千円

  リース取引については、いずれも事業内容に

照らして重要性が乏しく、また、リース契約１

件当たりの金額が少額なため、記載を省略して

おります。 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年11月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 26,061 57,510 31,448 

合計 26,061 57,510 31,448 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 169,750 

 

当中間会計期間末（平成18年11月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 26,061 53,170 27,108 

合計 26,061 53,170 27,108 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 187,750 

 

前事業年度（平成18年5月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

株式 26,061 49,370 23,308 

合計 26,061 49,370 23,308 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 169,750 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成17年6月１日 至 平成17年11月30日）、当中間会計期間（自 平成18年6月１日 

 至 平成18年11月30日）及び前事業年度（自 平成17年6月１日 至 平成18年5月31日） 

 

当社はデリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 
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（持分法損益等） 

前中間会計期間 
 （自 平成17年6月1日 
  至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
 （自 平成18年6月1日 
  至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
 （自 平成17年6月１日 
至 平成18年5月31日） 

 関連会社に対する投資の重要性が乏しいた

め、記載を省略しております。 

同左 同左 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年6月1日 
   至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
 （自 平成18年6月1日 
 至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
 （自 平成17年6月1日 
 至 平成18年5月31日） 

 
１株当たり純資産額     46,249円22銭 

１株当たり中間純利益

金額 
 2,739円87銭 

  

 
１株当たり純資産額    53,960円21銭

１株当たり中間純利益

金額 
   4,801円41銭

  

 
１株当たり純資産額     50,649円43銭

１株当たり当期純利益

金額 
     8,160円17銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

   

 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

 (自 平成17年6月1日 
   至 平成17年11月30日)

当中間会計期間 
 (自 平成18年6月1日 
   至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
 (自 平成17年6月1日 
  至 平成18年5月31日)

中間（当期）純利益（千円） 658,665 1,154,259 1,961,704 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （－） 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 658,665 1,154,259 1,961,704 

普通株式の期中平均株式数（株） 240,400 240,400 240,400 

 

      （重要な後発事象） 

前中間会計期間 
 （自 平成17年6月1日 
  至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
 （自 平成18年6月1日 
  至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
 （自 平成17年6月１日 
至 平成18年5月31日） 

 平成17年12月2日開催の当社取締役会におい

て、第3回無担保社債の発行を決議いたしまし

た。 

その概要については、次のとおりであります。 

１．発行金額    金2,000,000千円 

２．各社債の金額  金100,000千円の1種 

３．発行価額    額面100円につき100円 

４．償還金額    額面100円につき100円 

５．利率      年0.21％ 

６．期限及び償還方法 

  社債発行日より3年間、満期一括償還 

７．発行日     平成17年12月29日 

８．財務代理人   株式会社東京三菱銀行 

９．登録機関    株式会社東京三菱銀行 

10．資金使途    事業資金 

－ － 
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４．生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

第24期中間会計期間 

（自 平成18年6月１日 至 平成18年11月30日） 事業部門別 品 目 

件 数（棟） 金 額（千円） 前年同期比（％） 

戸建住宅 794 23,114,356 △25.3
不動産分譲 

マンション － － －

合 計 794 23,114,356 △25.3

（注）１．上記の金額は、販売価格によっております。 

   ２．件数欄については、戸建住宅の棟数を表示しております。 

   ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）受注実績 

当社では見込み生産を行なっているため、該当事項はありません。 

 

（３）販売実績 

 当中間会計期間における事業部門別の販売実績は、次のとおりであります。     （単位：千円未満切捨、％） 

第24期中間会計期間 

（自 平成18年6月1日 至 平成18年11月30日） 事業部門別 品 目 

件 数（棟） 金 額（千円） 前年同期比（％） 

戸建住宅 938 25,523,428 39.9 

宅地分譲 

マンション 

17 

－ 

442,700 

－ 

53.3 

－ 
不動産分譲 

（小 計） 955 25,966,128 40.1 

請負工事 14 154,823 36.2 

賃 貸 － 7,005 16.7 

そ の 他 － 59,199 △9.8 
そ の 他 

（小 計） － 221,028 19.2 

合 計 － 26,187,157 39.9 

 

また、不動産分譲事業における地域別の販売実績は、次のとおりであります。    （単位：千円未満切捨、％） 

地 域 件 数（棟） 金 額（千円） 前年同期比（％） 

東 京 都 177 6,328,088 94.3 

埼 玉 県 228 5,450,679 △4.7 

神奈川県 130 4,120,565 16.5 

千 葉 県 365 8,871,852 86.4 

群 馬 県 － － － 

茨 城 県 21 273,842 197.4 

愛 知 県 34 921,099 △18.8 

合 計 955 25,966,128 40.1 

（注）１．件数欄については、戸建住宅及び宅地分譲の棟数を表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ３．前年同期における群馬県での販売実績は、2件 32,701千円であります。 

 

以上 


