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１．平成19年５月中間期の連結業績（平成18年６月１日～平成18年11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 ％

19年５月中間期 17,415 ( 24.4 ) 1,131  ( 102.3 ) 866  ( 177.7 )

18年５月中間期 14,003 (  0.8 ) 559 ( △3.0 ) 312 ( △9.0 )

18年５月期 31,795 1,515 1,081

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

19年５月中間期 485 ( 174.5 ) 8,533 01 － －

18年５月中間期 177 ( △1.5 ) 3,155 56 － －

18年５月期 582 10,376 03 － －

（注）①持分法投資損益 19年５月中間期 ７百万円 18年５月中間期 －百万円 18年５月期 －百万円
　　　②期中平均株式数（連結） 19年５月中間期 56,947株 18年５月中間期 56,100株 18年５月期 56,100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

19年５月中間期 30,047 4,799 16.0 78,555 69

18年５月中間期 16,980 2,863 16.9 51,043 98

18年５月期 22,453 3,242 14.4 57,790 13

（注）期末発行済株式数（連結） 19年５月中間期 61,100株 18年５月中間期 56,100株 18年５月期 56,100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

19年５月中間期 △6,850 △725 7,144 360

18年５月中間期 △875 148 779 852

18年５月期 △1,461 △3,613 5,067 792

(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 2社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） １社 （除外） －社

２．平成19年５月期の連結業績予想（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 37,715 1,978 1,115

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  　18,900円32銭

※　なお、当社は、平成18年10月31日付で公募増資を実施しており、その影響を加味して、期中平均株式数により、1株当

たり予想当期純利益（通期）を算出しております。 

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、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
当社グループは、当社（株式会社インテリックス）、連結子会社２社（株式会社インテリックス空間設計、株式会社イ

ンテリックス住宅販売）及び持分法適用関連会社１社（株式会社住環境ジャパン）により構成されております。

当社グループは、東京都区内及び神奈川県横浜市内を中心とした首都圏エリアにおいて、中古マンションを個人あるい

は法人から仕入れ、良質な中古マンションに再生し販売する「中古マンション再生流通事業（リノヴェックスマンション

事業）」を主たる事業としております。豊富に存在する既存マンション（住宅ストック）をリノヴェイト（再生）するこ

とにより、その住宅の質と価値を向上させ、中古マンションの円滑な流通を促進することを目的としております。

当社グル－プが提供する「リノヴェックスマンション」の特長は、従来から流通している中古マンションのような簡易

的な内装工事（表面的な内装）に止まらず、給配水管といった水周り等の目に見えない部分を含め老朽化・陳腐化した設

備を更新し再生（リノヴェイト）することにより商品価値を高めて販売する点にあります。また、施工した全ての物件に

「アフターサービス保証」を備え、購入時に抱える不安要素（永住性や資産性など）を払拭し、顧客満足度の高い住宅の

供給を行っている点にあります。

仕入及び販売は、主として大手不動産仲介会社及び各地域の不動産仲介会社とのネットワークを通じて展開しておりま

す。

また、「中古マンション再生流通事業（リノヴェックスマンション事業）」の付帯業務として、土地・戸建・ビルの売

買及び不動産賃貸事業を営んでおります。

 

当社グループ事業の系統図は以下のとおりであります。
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２．経営方針
(1) 会社の経営の基本方針

日本におけるマンションは、昭和40年代後半から大都市を中心に急速に普及し、現在約500万戸のストックを有し、

飛躍的な増加を示してまいりました。また、最近における不動産業界においては、高層マンションをはじめとする新

築住宅の供給に注目が集まりがちですが、一方でマンションを含めた中古住宅に対する再生と流通への関心も年々高

まっております。これは、これまでの新築住宅の建設・供給に力点が置かれた住宅政策によって量的な整備がほぼ充

足されたことから、住宅の「量から質への転換」が求められるようになってきたことや「高齢化社会の到来・環境問

題等の面」からも、住宅そのものの寿命を延ばすなどの循環型住宅市場の形成に向けた中古住宅の活性化策の必要性

が認識されるようになってきたことがその背景にあるものと思われます。

欧米先進国においては、すでに新築住宅の供給よりも中古住宅の流通が主流となっており、中古住宅は、貴重な社

会のストックとして絶えず手が加えられ活用されている状況であり、当社は近い将来、日本の住宅市場も欧米型に移

行するであろうと予想し、循環型住宅市場に向けたビジネスモデルを研究、構築してまいりました。

 バブル経済の崩壊以後これまで、不動産価値が下落の一途を辿るなかにあって、平成７年に設立した当社は、取扱

件数及び取扱高を年々増やしながら、設立以来その事業規模を順調に拡大してまいりました。このように当社が事業

規模を拡大できた要因は、常に社会のニーズに合致した品質の高いリノヴェイト（再生）した中古マンションをタイ

ムリーかつ安定的に供給できた結果であると考えております。そして、貴重な住宅ストックを有効に再生するこのビ

ジネスモデルは、今後、ますます社会において必要性を高めていくものと実感しております。

 当社は、今後「新築住宅の供給中心の市場」から「中古住宅の流通中心の市場」へと大きく構造変化するであろう

日本の住宅市場にあって、とりわけ得意とする中古マンションの再生流通分野において、これまで培った経験を踏ま

え、さらにこのビジネスモデルを強化しつつ、常に社会から強く求められ、評価される企業集団を構築することを基

本方針として、経営を推進してまいります。

 

 (2) 会社の利益配分に関する基本方針

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと考えており、将来の事業拡大のための財務体質の強化と

内部留保の充実を図りつつ、積極的に株主に対する利益還元を行う業績連動型配当政策を導入いたしております。具

体的には、剰余金の配当について、中期的な目標配当性向を30％として、業績等を勘案しながら適宜配当性向を向上

させていく方針であります。

当期の中間配当及び期末配当予想につきましては、当初１株当たりそれぞれ1,200円の予定でありましたが、業績

の伸張を鑑み、中間配当を１株当たり2,000円に増配し、また、期末配当予想も2,000円に修正いたします。これによ

り年間配当金予想は１株当たり4,000円となり、当該期の配当性向は、前期の12.9％から23.3％となる予定でありま

す。

 

 (3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

投資単位の引き下げにつきましては、当社株式の流動性の向上と個人を中心とした投資家の皆様により投資しやす

い環境を整えるため、また株式の流動性をより高めるための有効な施策のひとつであると考えます。

当社は、株価動向や当社グループの業績などを注視しながら、実施の必要性及びその時期について適宜検討してま

いります。

 

 (4) 目標とする経営指標

経営の健全化を重視し、自己資本比率、経常利益率、１株当たり当期純利益などの指標の向上に努めてまいります。

当中間期における各経営指標の実績につきましては、連結自己資本比率は前中間期の16.9％に対して16.0％、連結経

常利益率は前中間期の2.2％に対して当期は5.0％、連結１株当たり中間純利益が前中間期の3,155.56円に対して当中

間期8,533.01円となっております。当社グループといたしましては、連結経常利益率５％を中期的目標数値として掲

げており、当中間期にその目標値に到達することができました。今後も、その目標数値の維持向上に向けて、更に収

益力を高めてまいりたいと考えております。
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 (5) 会社の対処すべき課題と中長期的な経営戦略

当社グループを取り巻く経営環境は、既存マンションのストックの確実な増加とともに、今後、中古マンション流

通市場が欧米並みに形成されていくことが予測され、市場規模の拡大は必然であると考えております。当社グループ

は、中古マンション再生流通事業のリーディング・カンパニーとして、当該事業が社会的な認知を受け、消費者の

ニーズに応えた高品質なリノヴェックスマンションを提供していくことが、社会的責務であり、また市場の活性化に

寄与できるものと考えております。

当社の具体的な取り組みとしましては、当該事業の営業力の強化に向け、新店舗の開設を含めた首都圏営業エリア

の拡大を引き続き推進してまいります。また、内装工事に関する設計施工能力の向上及び品質等の商品力の向上によ

り、ブランド力の醸成に努めてまいります。特に、設計施工を担当する子会社株式会社インテリックス空間設計の施

工体制の強化が、重要な経営課題であると認識しております。そのために同社の設計施工監理部門の人員増強、人材

育成を継続的に行うとともに、施工協力会社との連携を強化することにより、今後も拡大する事業規模に対応する施

工体制の強化を図ってまいります。

また、収益力の向上に向けて、経営効率の改善及び利益管理の徹底並びに経営基盤をより強固なものとするための

経営管理体制の強化に努めてまいります。

以上の取り組みに加え、社会から高い信頼を寄せていただける企業となるべく、引き続きグループを挙げてコーポ

レート・ガバナンスの充実及びコンプライアンスの徹底に努めてまいります。

 

 (6）親会社等に関する事項

  該当事項はありません。

 

(7) 内部管理体制の整備・運用状況 

  当該事項につきましては、別途開示しておりますコーポレート・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」をご参照ください。

 

 (8）その他、会社の経営上の重要な事項

 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) 経営成績

 ① 当中間連結会計期間の概況

 当中間連結会計期間（平成18年６月1日～平成18年11月30日）におけるわが国経済は、企業の旺盛な設備投資を背景

に内需が堅調に推移し、景気は持続的に回復する傾向にありました。しかしながら、雇用情勢の改善が進展するもの

の、賃金の伸び悩みや、企業業績の好調さを織り込みきれない力強さに欠ける株価動向と相まって、個人消費が回復

基調に至っていない、といった先行きの不透明感が残るものとなりました。

 不動産業界におきましては、景気回復による堅調なオフィス需要や投資マネーの流入を背景に、都心部を中心とし

て地価上昇の動きが広がってまいりました。また、中古マンション流通市場では、価格及び流通量が引き続き前年を

上回る水準で堅調に推移しました。

 このような状況のもと、当社グループは、中古マンション再生流通事業（リノヴェックスマンション事業）を柱に

積極的に事業を展開してまいりました。当社は、株式上場１年を経過し知名度、信頼性が向上し、「リノヴェックス

マンション」ブランドの醸成が進展してきたこと、そして、セカンダリー（中古）マンション市場が活況を呈してき

たことにより、仕入物件情報が大幅に増加し、より好条件の物件仕入が可能となりました。その結果、物件販売件数

も順調に推移しつつ、物件当たりの収益率が大幅に改善いたしました。加えて、前期より重点的に取り組んでまいり

ましたオーナーチェンジ物件（賃借人付物件）の取得、及び中長期保有を目的としたオフィスビル等の収益物件の取

得を進めたことにより、当該物件による賃貸収入が増加し、業績に寄与いたしました。オーナーチェンジ物件は、賃

貸中の分譲物件を当社が取得することで、賃貸借期間中は安定した賃料収入を確保し、賃借人の退出後は、当社の得

意とするリノヴェックス内装工事を経て物件販売を行う事業モデルであり、ストック収益とフロー収益の融合的ビジ

ネスであります。

 一方、当期の重点方針であります施工体制の強化に向けて、子会社株式会社インテリックス空間設計のスタッフの

人員増強、及び人材育成に継続して努めております。

 また、営業面では、市場の拡大が見込まれる神奈川エリアの基盤強化を図るため、平成18年９月に湘南藤沢店を開

設し、また、多摩・城西エリア物件の深耕を図るため、同年11月に吉祥寺店を開設いたしました。

 財務面においては、積極的な仕入によるたな卸資産及び固定資産の増加に伴ない総資産が拡大し、当期第１四半期

末で連結自己資本比率が12.9％に低下しました。当社としましては、財務上の健全性を図るため、平成18年10月に公

募増資（調達資金1,111百万円）を実施いたしました。これにより、当中間期末における連結自己資本比率は16.0％と

なりました。

 これらの結果、当社グループの当中間連結会計期間における連結業績は、売上高17,415百万円（前年同期比24.4％

増）、営業利益1,131百万円（同102.3％増）、経常利益866百万円（同177.7％増）、中間純利益485百万円（同

174.5％増）となりました。また、経常利益率は、前中間期の2.2％から5.0％に大幅に向上いたしました。

 

 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

 

 （中古マンション再生流通事業 〔リノヴェックスマンション事業〕）

当事業部門におきまして、物件販売売上は、販売件数が637件（前年同期比28.2％増）と増加したことにより、売上

高が15,336百万円（同21.2％増）となりました。また、オーナーチェンジ物件による賃貸収入売上は、物件数の増加

により売上高が168百万円（同70.5％増）に伸長しました。加えて、その他収入売上につきましては、子会社インテ

リックス住宅販売の不動産仲介手数料等により43百万円（同39.4％増）となりました。これらの結果、当事業部門の

売上高が15,548百万円（同21.6％増）、営業利益は1,119百万円（同56.5％増）となりました。 

 

 （その他不動産事業）

当事業部門におきましては、戸建、土地、ビル等のその他不動産の物件販売売上が1,562百万円（前年同期比

39.0％増）、賃貸収入売上が294百万円（同401.1％増）、その他収入売上が8百万円（同76.0％減）となりました。

これらの結果、当事業部門の売上高は1,866百万円（同53.0％増）、営業利益は273百万円（同206.2％増）となりま

した。
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 ② 当連結会計年度（平成18年６月1日～平成19年５月31日）の見通し

 当連結会計年度の見通しにつきましては、企業収益の持続的な回復基調、設備投資の増加が引き続き牽引役となる

ことが想定され、景気は引き続き堅調に推移していくことが期待されます。

 このような状況におきまして、当社グループは、業容の拡大と将来を見据えた事業基盤の強化を引き続き推進して

まいります。業績の見通しとしましては、中古マンション再生流通事業〔リノヴェックスマンション事業〕において、

下期に住宅需要期を迎え、リノヴェックスマンションの販売件数が堅調に推移し、また、物件当たりの収益率が上期

と同様に改善し、推移することが想定され、加えて、アセット物件（オーナーチェンジ物件及び長期保有収益物件）

の保有高の拡大により賃貸収入の増加が見込まれることから、当初の通期業績予想（平成18年７月19日発表）を次の

とおり上方修正いたしました。平成19年５月期の連結売上高は、前期比18.6%増の37,715百万円を見込み、また、経

常利益につきましては、前期比83.0%増の1,978百万円、そして当期純利益は、前期比91.6%増の1,115百万円を見込ん

でおります。なお、平成19年５月期の単独業績につきましては、連結と同様の前提条件で、業績予想を下記のとおり

見込んでおります。

（連結業績予想）   （単独業績予想）  

 売上高  37,715百万円 （前期比18.6％増）　   売上高  37,612百万円 （前期比19.0％増）　

 経常利益  1,978百万円 （前期比83.0％増）　   経常利益  1,800百万円 （前期比98.7％増）　

 当期純利益  1,115百万円 （前期比91.6％増）　   当期純利益  1,014百万円 （前期比112.5％増）　

 

 また、配当につきましては、積極的に株主に対する利益還元を行う業績連動型配当を導入することにより、中期的

な目標配当性向30％に向け、業績等を勘案しながら適宜配当性向を向上させていく方針であります。平成19年５月期

の1株当たりの配当金は、当初、中間配当金1,200円、期末配当金1,200円の合わせて2,400円を予定しておりましたが、

業績の伸長を鑑み、中間配当を１株当たり2,000円に増配し、また、期末配当予想も2,000円に修正いたしました。こ

れにより年間配当金予想は１株当たり4,000円となり、当期の配当性向は、前期の12.9％から23.3％となる予定であ

ります。

 

(2) 財政状態 

 ① 財政状態の分析

 当中間連結会計期間末の資産合計は、30,047百万円となり、前連結会計年度末の22,453百万円から7,593百万円の増

加となりました。

 ＜流動資産＞

流動資産につきましては、24,059百万円となり、前連結会計年度末の17,289百万円から6,769百万円の増加となり

ました。これは、主として業容拡大に向けた物件の仕入高の増加により、たな卸資産が7,048百万円増加したことに

よるものであります。

 ＜固定資産＞

固定資産につきましては、5,987百万円となり、前連結会計年度末の5,163百万円から824百万円の増加となりまし

た。これは、主として中長期的な保有を目的とした賃貸用不動産を取得したこと等により、有形固定資産が798百万

円増加したことによるものであります。 

 ＜流動負債＞

流動負債につきましては、15,145百万円となり、前連結会計年度末の11,978百万円から3,167百万円の増加となり

ました。これは、主として物件購入資金等として調達した短期借入金が2,646百万円増加、一年内返済予定長期借入

金が687百万円増加した一方で、未払法人税等が60百万円減少したことによるものであります。

 ＜固定負債＞

固定負債につきましては、10,101百万円となり、前連結会計年度末の7,232百万円から2,868百万円の増加となり

ました。これは、主として社債が830百万円増加したこと及び長期借入金が1,909百万円増加したことによるもので

あります。

 ＜純資産＞

純資産につきましては、4,799百万円となり、前連結会計年度末の3,242百万円から1,557百万円の増加となりまし

た。これは、主として公募増資により資本金が555百万円、資本剰余金が555百万円それぞれ増加したこと及び中間

純利益を485百万円計上したことによるものであります。
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 ② キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における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末に比べ492百

万円減少し360百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります 

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比較して5,975百万円減少し、

6,850百万円の支出超過となりました。主なキャッシュ・フロー減少要因は、業容拡大に向けた物件の仕入高の増加に

より、たな卸資産の増加額が958百万円から7,048百万円に6,090百万円増加した一方で、税金等調整前中間純利益が

320百万円から869百万円に549百万円増加したこと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）

当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比較して874百万円減少し、725

百万円の支出超過となりました。主なキャッシュ・フロー減少要因は、前中間連結会計期間に比べ、定期預金の払戻

による収入が126百万円増加した一方で、固定資産の取得による支出が833百万円増加したこと及び固定資産の売却に

よる収入が173百万円減少し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）

当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比較して6,365百万円増加し、

7,144百万円の収入超過となりました。キャッシュ・フローの増加要因は、前中間連結会計期間に比べ、短期借入金の

純増加額が1,891百万円増加、固定資産の取得に伴う増加を含め、長期借入れによる収入が2,756百万円増加、社債の

発行による収入が989百万円増加、公募増資により株式の発行による収入が1,105百万円増加した一方で、長期借入金

の返済による支出が341百万円増加したことによるものであります。

 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成18年５月期 平成19年５月期

中間 期末 中間

自己資本比率（％） 16.9 14.4 16.0

時価ベースの自己資本比率（％） 97.8 54.2 52.1

債務償還年数（年） － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 　－ － －

 (注) １．各指標の基準は下記のとおりで、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。

 自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

 ３．平成18年5月期及び平成19年5月期中間連結会計期間の債務償還年数とインタレスト・カバレッジ・レシオにつ

きましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため表示しておりません。
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(3) 事業等のリスク

 以下において、当社グル－プの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しております。

また、必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資者の投資判断上重要と考えられる事項につい

ては、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。なお、当社グル－プは、これらのリスクの発

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方針でありますが、当社株式に対する投資

判断は、本項以外の記載事項も併せて、慎重に検討した上で行なわれる必要があると考えております。なお、本文中

における将来に関する事項は、当中間決算短信提出日(平成19年１月15日)現在において当社グループが判断したもの

であります。

 

① 競合及び価格競争について

 　　　当社グループの主な営業エリアである東京都区内及び神奈川県横浜市内は、一般に人気の高い地域であるため、今

後、競合他社の参入状況によって仕入件数あるいは販売件数が減少した場合、又は価格競争等によって物件の仕入価

格が上昇したり販売価格が下落して採算が悪化した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

② 不動産市況及び住宅関連税制等の影響について

当社グループの事業は景気動向、金利動向、地価動向及び住宅税制等の影響を受けやすい傾向にあり、雇用情勢の

悪化、金利の上昇、地価の騰落等が生じた場合等においては、購買者の購入意欲が減退し、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。

 

③ 在庫リスクについて

　当社グループでは事業の拡大に伴って、販売件数の増加に対応した積極的な物件の仕入を行っているため、たな卸

資産が総資産に占める割合は概して高水準にあり、平成19年５月中間期末で75.7％となっております。

  販売状況に応じて物件の仕入を調節するなど、在庫水準の適正化に努めておりますが、何らかの理由により販売状

況が不振となり、その間に不動産の市場価格が下落した場合には、たな卸資産に評価損が発生すること等により、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 不動産物件の引渡し時期及び物件の内容等による業績の変動について

当社グループの不動産販売の売上計上方法は、売買契約を締結した時点ではなく、物件の引渡しを行った時点で計

上する引渡基準によっております。そのため、物件の引渡し時期及び物件の内容（個別物件の利益率等）等により、

当社グループの上期及び下期又は四半期ごとの業績に変動が生じる可能性があります。

 

⑤ 法的規制等について

当社グル－プは不動産業及び建設業に属し、「宅地建物取引業法」、「不当景品類及び不当表示防止法」、「不動

産の表示に関する公正競争規約」、「建設業法」等の法令により規制を受けております。これらの法律等の改廃又は

新たな法的規制が今後生じた場合には、当社グル－プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 また、当社グル－プの主要な事業活動の継続には下表に掲げる許認可等が前提となりますが、当該許認可等には有

効期間があり、その円滑な更新のため、当社グル－プでは「企業行動憲章」及び「コンプライアンス規程」を制定し

不祥事の未然防止に努めております。現時点においては、当該許認可等の取消し又は更新拒否の事由に該当する事実

はありませんが、将来、何らかの理由により、当該許認可等が取消され又はそれらの更新が認められない場合には、

当社グル－プの主要な事業活動に支障をきたすとともに、業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

 （許認可等の状況）

会社名 許認可等の名称 許認可等の内容 有効期間
許認可等の取消し又は

更新拒否の事由

 ㈱インテリックス 宅地建物取引業者免許 
国土交通大臣(1)

第6392号 

平成15年2月4日から

平成20年2月3日まで

宅地建物取引業法

第5条及び第66条

 ㈱インテリックス

住宅販売
宅地建物取引業者免許 

国土交通大臣(1)

第6493号 

平成15年8月29日から

平成20年8月28日まで

宅地建物取引業法

第5条及び第66条 

 ㈱インテリックス　　

空間設計
一般建設業許可 

東京都知事許可

(般－15)第120531号

内装仕上工事業 

平成15年8月25日から

平成20年8月24日まで

建設業法第8条及び

第29条 
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 ⑥ 有利子負債への依存について

当社グループの不動産取得費は主に金融機関からの借入金によって調達しております。このため、総資産額に占め

る有利子負債の割合が高く、経済情勢等によって市場金利が上昇した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす

こととなります。また、何らかの理由により借入が行えなくなった場合には、当社グループの事業に重大な影響を及

ぼす可能性があります。

                                                                                              （単位：千円）

 平成17年5月期 平成18年5月期 平成19年5月期中間

 期末有利子負債残高 (A) 12,369,813 17,481,589 23,569,862

 期末総資産額 (B) 16,125,920 22,453,102 30,047,019

 有利子負債依存度 (A/B) 76.7％ 77.9％ 78.4％

 

 ⑦ 代表者への依存について

当社グループの事業推進者は代表取締役である山本卓也であります。同氏は昭和61年に東京城南地区を営業エリア

として不動産仲介業を専業とする㈱セントラルプラザを設立し、魅力ある物件の商品化の研究を繰り返し、中古マン

ション流通事業を推進いたしました。その後、事業の本格的な推進のため、平成7年に不動産事業に加え室内装飾の

設計及び施工を事業目的の一つに掲げた㈱ブレスタージュ（現㈱インテリックス）を設立いたしました。同氏は、取

扱物件の情報管理のための「総合管理システム」を自ら開発する等、当社グループにおいて重要な役割を果たしてお

ります。

当社グループは、営業体制、内装工事体制、及び管理体制等、企業集団全般にわたる経営基盤の強化に取り組んで

おりますが、何らかの理由により、同氏が当社グループの代表者を退任するような事態になった場合には、当社グ

ループの業績に重大な影響を与える可能性があります。

 

 ⑧ 訴訟等について

当社グループは、現時点において業績に重要な影響を及ぼす訴訟を提起されている事実はありません。しかしなが

ら、当社グループが販売、施工、管理する不動産物件において、瑕疵の発生、又は内装工事期間中における近隣から

の騒音クレームの発生等があった場合、これらに起因する訴訟その他の請求が発生する可能性があります。これらの

訴訟等の内容及び結果によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 (4) 時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績

 平成18年10月31日に実施した時価発行公募増資（調達金額1,111百万円）の資金使途計画及び充当実績は、以下の

とおりであります。

 

 ① 資金使途計画及び資金充当実績

 調達資金につきましては、全額を中古マンション再生流通事業及びその他不動産事業における物件取得資金とする

使途計画でありました。

 

 ② 資金充当実績

 当該資金使途計画に則り、全額を中古マンション再生流通事業及びその他不動産事業における物件取得資金に充当

いたしております。
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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11月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年11月30日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   1,001,411   400,720  △600,690  943,920  

２．売掛金   13,980   11,088  △2,891  7,956  

３．たな卸資産 ※１  14,128,455   22,730,850  8,602,395  15,682,139  

４．前渡金   205,098   504,394  299,295  361,121  

５．繰延税金資産   95,528   136,657  41,129  158,060  

６．その他   116,541   277,099  160,558  137,238  

　貸倒引当金   △694   △1,772  △1,078  △658  

流動資産合計   15,560,320 91.6  24,059,039 80.1 8,498,718  17,289,778 77.0

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物及び構
築物

※１ 498,698   1,709,720    1,318,094   

減価償却累
計額

 44,149 454,549  88,996 1,620,723  1,166,174 61,714 1,256,379  

(2）土地 ※１  622,814   3,270,732  2,647,918  2,841,561  

(3）その他  88,018   94,294    87,398   

減価償却累
計額

 59,743 28,274  68,361 25,933  △2,341 66,324 21,073  

有形固定資産
合計

  1,105,638 6.5  4,917,389 16.4 3,811,750  4,119,013 18.4

２．無形固定資産   10,063 0.1  482,718 1.6 472,654  476,360 2.1

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

  －   262,303  262,303  255,756  

(2）繰延税金資
産

  38,138   50,039  11,900  45,498  

(3）その他   268,831   281,448  12,616  270,675  

　貸倒引当金   △2,916   △5,919  △3,003  △3,980  

投資その他の
資産合計

  304,054 1.8  587,871 1.9 283,817  567,950 2.5

固定資産合計   1,419,756 8.4  5,987,979 19.9 4,568,222  5,163,323 23.0

資産合計   16,980,077 100.0  30,047,019 100.0 13,066,941  22,453,102 100.0

            

－ 10 －



  
前中間連結会計期間末
（平成17年11月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年11月30日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   213,319   270,414  57,094  300,711  

２．短期借入金 ※１  8,381,800   11,936,100  3,554,300  9,289,400  

３．一年内返済予
定長期借入金

※１  1,066,367   1,805,432  739,065  1,118,045  

４．一年内償還予
定社債

  290,000   250,000  △40,000  235,000  

５．未払法人税等   135,510   376,717  241,206  437,178  

６．前受金   124,800   86,000  △38,800  116,480  

７．その他   285,349   421,178  135,828  481,471  

流動負債合計   10,497,148 61.8  15,145,843 50.4 4,648,694  11,978,286 53.4

Ⅱ　固定負債            

１．社債   260,000   1,010,000  750,000  180,000  

２．長期借入金 ※１  3,173,493   8,568,329  5,394,835  6,659,144  

３．役員退職慰労
引当金

  82,631   104,917  22,286  96,207  

４．その他   103,236   418,176  314,940  297,438  

固定負債合計   3,619,361 21.3  10,101,423 33.6 6,482,061  7,232,789 32.2

負債合計   14,116,510 83.1  25,247,266 84.0 11,130,756  19,211,076 85.6

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   535,650 3.2  － － △535,650  － －

Ⅱ　資本剰余金   644,498 3.8  － － △644,498  － －

Ⅲ　利益剰余金   1,683,418 9.9  － － △1,683,418  － －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  － －  － － －  － －

資本合計   2,863,567 16.9  － － △2,863,567  － －

負債、少数株主
持分及び資本合
計

  16,980,077 100.0  － － △16,980,077  － －

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   －   1,091,512  1,091,512  535,650  

２．資本剰余金   －   1,200,361  1,200,361  644,498  

３．利益剰余金   －   2,512,706  2,512,706  2,066,047  

株主資本合計   － －  4,804,580 16.0 4,804,580  3,246,195 14.4

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  －   △4,827  △4,827  △4,169  

評価・換算差額
等合計

  － －  △4,827 △0.0 △4,827  △4,169 △0.0

純資産合計   － －  4,799,752 16.0 4,799,752  3,242,026 14.4

負債純資産合計   － －  30,047,019 100.0 30,047,019  22,453,102 100.0

            

－ 11 －



(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   14,003,424 100.0  17,415,286 100.0 3,411,862  31,795,795 100.0

Ⅱ　売上原価   12,194,133 87.1  14,601,840 83.8 2,407,707  27,499,932 86.5

売上総利益   1,809,290 12.9  2,813,446 16.2 1,004,155  4,295,862 13.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  1,249,914 8.9  1,681,648 9.7 431,733  2,780,656 8.7

営業利益   559,376 4.0  1,131,797 6.5 572,421  1,515,206 4.8

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  36   149    185   

２．受取配当金  61   3,331    61   

３．受取違約金  1,776   6,200    4,926   

４．デリバティブ
利益

 4,986   2,535    10,883   

５.持分法による投
資利益

 －   7,657    －   

６．その他  2,918 9,778 0.0 8,581 28,455 0.2 18,676 4,445 20,502 0.0

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  191,683   247,984    374,774   

２．支払手数料  63,520   24,941    76,705   

３．新株発行費  －   6,636    －   

４．社債発行費  －   10,068    －   

５．その他  1,772 256,976 1.8 3,666 293,297 1.7 36,320 3,020 454,501 1.4

経常利益   312,178 2.2  866,955 5.0 554,777  1,081,206 3.4

Ⅵ　特別利益            

１．固定資産売却
益

※２ 9,001   3,197    14,360   

２．投資有価証券
売却益

 41   －    41   

３．貸倒引当金戻
入益

 226 9,269 0.1 － 3,197 0.0 △6,071 262 14,664 0.0

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産処分
損

※３ 823 823 0.0 346 346 0.0 △477 2,130 2,130 0.0

税金等調整前
中間（当期）
純利益

  320,624 2.3  869,807 5.0 549,183  1,093,741 3.4

法人税、住民
税及び事業税

 133,346   366,634    568,427   

法人税等調整
額

 10,250 143,597 1.0 17,243 383,877 2.2 240,280 △56,781 511,645 1.6

中間(当期)純
利益

  177,026 1.3  485,929 2.8 308,902  582,095 1.8

            

－ 12 －



(3）中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   644,498

Ⅱ　資本剰余金中間期末残高   644,498

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,528,831

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．中間純利益  177,026 177,026

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  22,440 22,440

Ⅳ　利益剰余金中間期末残高   1,683,418

    

－ 13 －



(4) 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６月１日　至平成１８年１１月３０日）　　　　　　　　　　　　　　

株主資本  評価・換算差額等

 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年5月31日残高

　　　　　　　　  　（千円）
535,650 644,498 2,066,047 3,246,195 △4,169 △4,169 3,242,026

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 555,862 555,862  1,111,725   1,111,725

剰余金の配当   △39,270 △39,270   △39,270

中間純利益   485,929 485,929   485,929

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）
    △658 △658 △658

中間連結会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　（千円）
555,862 555,862 446,659 1,558,384 △658 △658 1,557,726

平成18年11月30日残高

                    （千円）
1,091,512 1,200,361 2,512,706 4,804,580 △4,827 △4,827 4,799,752

 

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成１７年６月１日　至平成１８年５月３１日）　　　　　　　　　

　　　　　

株主資本  評価・換算差額等

 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成17年5月31日残高

　　　　　　　　  　（千円）
535,650 644,498 1,528,831 2,708,980 △24 △24 2,708,955

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △44,880 △44,880   △44,880

当期純利益   582,095 582,095   582,095

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
    △4,144 △4,144 △4,144

連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　　　　（千円）
－ － 537,215 537,215 △4,144 △4,144 533,070

平成18年5月31日残高

                    （千円）
535,650 644,498 2,066,047 3,246,195 △4,169 △4,169 3,242,026

－ 14 －



(5）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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

対前中間期比

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）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間(当
期)純利益

 320,624 869,807 549,183 1,093,741

減価償却費  20,249 35,677 15,428 46,946

持分法による投資損
益

 － △7,657 △7,657 －

のれん(連結調整勘
定)償却額

 291 － △291 436

デリバティブ損益  △4,986 △2,535 2,450 △10,883

繰延消費税等償却額  324 324 － 649

貸倒引当金の増加
又は減少(△)額

 730 3,052 2,322 1,758

役員退職慰労引当金
の増加又は減少(△)
額

 16,123 8,709 △7,414 29,700

社債発行費  － 10,068 10,068 －

新株発行費  － 6,636 6,636 －

受取利息及び受取配
当金

 △97 △3,480 △3,382 △246

支払利息  191,683 247,984 56,300 374,774

投資有価証券売却益  △41 － 41 △41

固定資産売却益  △5,030 △3,197 1,832 △14,360

固定資産処分損  823 346 △477 2,130

売上債権の増加(△)
又は減少額

 △399 △3,132 △2,732 5,624

たな卸資産の増加
(△)又は減少額

 △958,108 △7,048,710 △6,090,602 △2,511,793

前渡金の増加(△)
又は減少額

 △8,000 △143,273 △135,272 △164,023

仕入債務の増加
又は減少(△)額

 47,465 △30,296 △77,762 134,856

未収消費税等の増加
(△)又は減少額

 25,623 △68,133 △93,756 11,300

未払消費税等の増加
又は減少(△)額

 32,345 △11,835 △44,180 16,286

その他資産の増加
(△)又は減少額

 △50,342 △23,654 26,688 △50,112

その他負債の増加
又は減少(△)額

 △23,117 40,978 64,095 373,540

小計  △393,841 △6,122,321 △5,728,480 △659,714

利息及び配当金の受
取額

 97 2,000 1,902 246

利息の支払額  △170,933 △303,183 △132,250 △358,071

法人税等の支払額  △310,371 △427,024 △116,653 △443,784

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △875,048 △6,850,529 △5,975,480 △1,461,324

－ 15 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

対前中間期比

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）
増減

（千円）
金額（千円）

      

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

定期預金の預入によ
る支出

 △22,809 △14,505 8,304 △44,423

定期預金の払戻によ
る収入

 － 126,125 126,125 18,609

固定資産の取得によ
る支出

 △12,571 △845,863 △833,291 △3,528,832

固定資産の売却によ
る収入

 181,772 8,585 △173,187 199,542

投資有価証券の取得
による支出

 － － － △262,786

投資有価証券の売却
による収入

 1,045 － △1,045 1,045

貸付けによる支出  － △10,000 △10,000 －

貸付金の回収による
収入

 1,449 10,180 8,730 3,236

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 148,886 △725,477 △874,364 △3,613,606

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
又は減少(△)額

 755,150 2,646,700 1,891,550 1,662,750

長期借入れによる収
入

 1,786,500 4,542,700 2,756,200 6,702,800

長期借入金の返済に
よる支出

 △1,604,801 △1,946,127 △341,325 △2,983,773

社債の発行による収
入

 － 989,931 989,931 －

社債の償還による支
出

 △135,000 △155,000 △20,000 △270,000

株式の発行による収
入

 － 1,105,088 1,105,088 －

配当金の支払額  △22,440 △38,864 △16,424 △44,092

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 779,408 7,144,427 6,365,019 5,067,683

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加又は減少(△)額

 53,246 △431,579 △484,826 △7,247

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 799,514 792,266 △7,247 799,514

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※１ 852,760 360,687 △492,073 792,266

      

－ 16 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　　２社

連結子会社の名称

㈱インテリックス空間設計

㈱インテリックス住宅販売

(1）連結子会社の数　　　　２社

連結子会社の名称

同左

(1）連結子会社の数　　　　２社

連結子会社の名称

同左

 (2）非連結子会社はありません。 (2）　　　　　同左 (2)   　　　 同左　

２．持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。 (1）持分法適用関連会社の数１社

㈱住環境ジャパン

なお、㈱住環境ジャパンにつき

ましては、同社が自己株式を取

得したことにより㈱インテリッ

クス空間設計の議決権比率が増

加したため、当中間連結会計期

間より持分法適用の関連会社に

含めることといたしました。

(2）持分法適用関連会社の中間決算

日は８月31日であるため、同社

の中間会計期間に係る財務諸表

を使用し、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行って

おります。

　該当事項はありません。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　各連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しております。

同左 　各連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

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

イ．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの　

　中間連結決算日の市場価格

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

よる原価法により算定）を採

用しております。

イ．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格

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

による原価法により算定）を

採用しております。

イ．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結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る

原価法により算定）を採用し

ております。

 時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 ロ．デリバティブ

　時価法

ロ．デリバティブ

同左

ロ．デリバティブ

 同左

 ハ．たな卸資産

①　販売用不動産

　個別法による原価法

ハ．たな卸資産

①　販売用不動産

同左

ハ．たな卸資産

①　販売用不動産

 同左

 ②　仕掛販売用不動産

　個別法による原価法

②　仕掛販売用不動産

同左

②　仕掛販売用不動産

 同左

－ 17 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ．有形固定資産

　定率法を採用しております。た

だし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法を採用し

ております。

　なお、耐用年数は次のとおりで

す。

建物及び構築物　　３～60年

その他　　　　　　２～20年

イ．有形固定資産

同左

イ．有形固定資産

 同左

 ロ．無形固定資産

　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）に基づく定額法を採用し

ております。

ロ．無形固定資産

同左

ロ．無形固定資産

 同左

 ハ．長期前払費用

　均等償却によっております。

ハ．長期前払費用

同左

ハ．長期前払費用

 同左

(3）重要な引当金の計上基

準

イ．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

可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

イ．貸倒引当金

同左

イ．貸倒引当金

 同左

 ロ．役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当中間連結

会計期間末要支給額を計上してお

ります。

ロ．役員退職慰労引当金

同左

ロ．役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当連結会計

年度末要支給額を計上しておりま

す。

(4）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）重要なヘッジ会計の方

法

イ．ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしている場合は、

特例処理を採用しております。

イ．ヘッジ会計の方法

同左

イ．ヘッジ会計の方法

 同左

 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ取引

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

 同左

 ヘッジ対象：借入金

 ハ．ヘッジ方針

　当社の社内規定に基づき、個別

案件ごとにヘッジ対象を明確にし、

当該ヘッジ対象の金利変動リスク

をヘッジすることを目的として実

施することとしております。

ハ．ヘッジ方針

同左

ハ．ヘッジ方針

 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 ニ．ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしているため、

ヘッジ有効性の判定を省略してお

ります。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

同左

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

 同左

(6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

　ただし、控除対象外消費税等のう

ち固定資産に係る部分は投資その他

の資産の「その他」に計上し（５年

償却）、それ以外は、全額発生連結

会計年度の期間費用として処理して

おります。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

 同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能かつ価値の変

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
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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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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」（平成14年8月

9日　企業会計審議会）及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（平成15年10月

31日　企業会計基準委員会　企業会計基準適

用指針第６号）を適用しております。これに

よる損益への影響はありません。

 

 　当中間連結会計期間より次の会計基準を適

用しております。

 　当連結会計年度より次の会計基準を適用し

ております。

(1)　役員賞与に関する会計基準

「役員賞与に関する会計基準」（平成17

年11月29日　企業会計基準委員会　企業

会計基準第4号）

(2)　貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準

「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（平成17年12月9日　企業

会計基準委員会　企業会計基準第5号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（平成17

年12月9日　企業会計基準委員会　企業

会計基準適用指針第8号）

 なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は4,799,752千円であり、中

間連結財務諸表規則の改正により、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、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。

(3)　株主資本等変動計算書に関する会計基準

「株主資本等変動計算書に関する会計基

準」（平成17年12月27日　企業会計基準

委員会　企業会計基準第6号）及び「株

主資本等変動計算書に関する会計基準の

適用指針」（平成17年12月27日　企業会

計基準委員会　企業会計基準適用指針第

9号）

(4)　1株当たり当期純利益に関する会計基準

「1株当たり当期純利益に関する会計基

準」（平成18年1月31日　企業会計基準

委員会　改正企業会計基準第2号）、

「1株当たり当期純利益に関する会計基

準の適用指針」（平成18年1月31日　企

業会計基準委員会　改正企業会計基準適

用指針第4号）及び「1株当たり当期純利

益に関する実務上の取扱い」（平成18年

1月31日　企業会計基準委員会　改正実

務対応報告第9号）

 　　なお、上記の会計基準の適用による損益

に与える影響はありません。

(1)　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」（平成14年8月9日　企

業会計審議会）及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（平成15年10

月31日　企業会計基準委員会　企業会計

基準適用指針第6号）

(2)　役員賞与に関する会計基準

「役員賞与に関する会計基準」（平成17

年11月29日　企業会計基準委員会　企業

会計基準第4号）

(3)　貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準

「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（平成17年12月9日　企業

会計基準委員会　企業会計基準第5号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（平成17

年12月9日　企業会計基準委員会　企業

会計基準適用指針第8号）

 なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は3,242,026千円であり、連

結財務諸表規則の改正により、当連結会

計年度における連結貸借対照表の「純資

産の部」については、改正後の連結財務

諸表規則により作成しております。

(4)　株主資本等変動計算書に関する会計基準

「株主資本等変動計算書に関する会計基

準」（平成17年12月27日　企業会計基準

委員会　企業会計基準第6号）及び「株

主資本等変動計算書に関する会計基準の

適用指針」（平成17年12月27日　企業会

計基準委員会　企業会計基準適用指針第

9号）

(5)　1株当たり当期純利益に関する会計基準

「1株当たり当期純利益に関する会計基

準」（平成18年1月31日　企業会計基準

委員会　改正企業会計基準第2号）、

「1株当たり当期純利益に関する会計基

準の適用指針」（平成18年1月31日　企

業会計基準委員会　改正企業会計基準適

用指針第4号）及び「1株当たり当期純利

益に関する実務上の取扱い」（平成18年

1月31日　企業会計基準委員会　改正実

務対応報告第9号）

 　　なお、上記の会計基準の適用による損益

に与える影響はありません。
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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11月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年11月30日）

前連結会計年度末
（平成18年５月31日）

※１　担保資産及び担保付債務 ※１　担保資産及び担保付債務 ※１　担保資産及び担保付債務

(1）担保に提供している資産は次のとおり

であります。

(1）担保に提供している資産は次のとおり

であります。

(1）担保に提供している資産は次のとおり

であります。

販売用不動産 3,478,469千円

仕掛販売用不動産 46,637千円

建物及び構築物 　　407,044千円

土地 616,355千円

計 4,548,506千円

販売用不動産 8,502,736千円

仕掛販売用不動産 3,397,138千円

建物及び構築物 962,608千円

土地 3,266,092千円

計 16,128,576千円

販売用不動産 5,603,397千円

仕掛販売用不動産 1,733,231千円

建物及び構築物 1,207,724千円

土地 2,835,102千円

計 11,379,456千円

(2）担保付債務は次のとおりであります。 (2）担保付債務は次のとおりであります。 (2）担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 1,558,600千円

一年内返済予定長期

借入金
633,034千円

長期借入金 1,559,827千円

計 3,751,461千円

短期借入金 6,051,700千円

一年内返済予定長期

借入金
1,256,779千円

長期借入金 7,053,006千円

計 14,361,485千円

短期借入金 4,893,100千円

一年内返済予定長期

借入金
622,912千円

長期借入金 5,030,494千円

計 10,546,506千円

（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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

販売仲介手数料 332,791千円

給与手当 294,899千円

役員退職慰労引当金繰

入額
16,123千円

貸倒引当金繰入額  956千円

販売仲介手数料 445,385千円

給与手当 388,437千円

役員退職慰労引当金繰

入額
15,895千円

貸倒引当金繰入額 3,869千円

販売仲介手数料 763,211千円

給与手当 636,918千円

役員退職慰労引当金繰

入額
29,700千円

貸倒引当金繰入額 2,020千円

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 8,195千円

その他(車両運搬具)  805千円

建物及び構築物 3,197千円

  

建物及び構築物

その他(車両運搬具)

13,555千円

805千円

※３　固定資産処分損の内容は次のとおりで

あります。

※３　固定資産処分損の内容は次のとおりで

あります。

※３　固定資産処分損の内容は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 274千円

その他(車両運搬具)  185千円

その他(工具器具備品) 363千円

その他(工具器具備品他) 346千円 建物及び構築物 1,175千円

その他(工具器具備品他) 954千円
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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6月1日　至　平成18年11月30日）

1．発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

　　 普通株式（株） 56,100 5,000 － 61,100

 （変動事由の概要）

発行済株式総数の増加は、公募による新株式の発行による増加であります。

 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24日

 定時株主総会
普通株式 39,270 700  平成18年5月31日  平成18年8月25日

 

 （2）基準日が当中間連結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連結会計期間末後となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）

1株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

 平成19年1月15日

 取締役会
 普通株式  利益剰余金 122,200 2,000 平成18年11月30日 平成19年2月5日

 

 

（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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１．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

※１．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

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

（平成17年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）

（千円） （千円） （千円）

現金及び預金勘定 1,001,411

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△148,650

現金及び現金同等物 852,760

現金及び預金勘定 400,720

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△40,033

現金及び現金同等物 360,687

現金及び預金勘定 943,920

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△151,653

現金及び現金同等物 792,266
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

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）

その他（工具
器具備品）

162,090 75,902 86,188

合計 162,090 75,902 86,188

 

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）

その他（工具
器具備品）

157,639 51,736 105,902

合計 157,639 51,736 105,902

 

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）

その他（工具
器具備品）

162,090 95,833 66,257

合計 162,090 95,833 66,257

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年内 33,932千円

１年超 54,077千円

合計 88,010千円

１年内 36,776千円

１年超 70,884千円

合計 107,661千円

１年内 26,613千円

１年超 41,342千円

合計 67,955千円

３．支払リース料、減価償却費相当額、支払

利息相当額及び減損損失

３．支払リース料、減価償却費相当額、支払

利息相当額及び減損損失

３．支払リース料、減価償却費相当額、支払

利息相当額及び減損損失

支払リース料 19,444千円

減価償却費相当額 17,719千円

支払利息相当額 1,667千円

支払リース料 17,434千円

減価償却費相当額 15,967千円

支払利息相当額 1,522千円

支払リース料 41,263千円

減価償却費相当額 37,650千円

支払利息相当額 3,425千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

ゼロとする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

　　　同左

４．減価償却費相当額の算定方法

　　　同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額の総額とし、各

期への配分方法については、利息法によっ

ております。

５．利息相当額の算定方法

　　　同左

５．利息相当額の算定方法

　　　同左

（減損損失について）

当中間期において減損損失はありません。

（減損損失について）

当中間期において減損損失はありません。

（減損損失について）

当期において減損損失はありません。
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年11月30日）

　該当事項はありません

当中間連結会計期間末（平成18年11月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 159,100 150,960 △8,140

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 159,100 150,960 △8,140

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

　非上場株式 103,686

 

前連結会計年度末（平成18年５月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 159,100 152,070 △7,030

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 159,100 152,070 △7,030

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

　非上場株式 103,686
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成17年11月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

 　　金利
スワップ取引

受取変動・支払固定
700,000 △10,415 △10,415

合計 700,000 △10,415 △10,415

（注）１．上記デリバティブ取引における契約額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すもの

ではありません。

２．時価の算定方法は、契約を締結している取引銀行から提示された価額に基づき算定しております。

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、上記記載から除いております。

当中間連結会計期間末（平成18年11月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

 　　金利
スワップ取引

受取変動・支払固定
600,000 △1,982 △1,982

合計 600,000 △1,982 △1,982

（注）１．上記デリバティブ取引における契約額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すもの

ではありません。

２．時価の算定方法は、契約を締結している取引銀行から提示された価額に基づき算定しております。

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、上記記載から除いております。

前連結会計年度末（平成18年５月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

　 　金利
スワップ取引

受取変動・支払固定
700,000 △4,518 △4,518

合計 700,000 △4,518 △4,518

（注）１．上記デリバティブ取引における契約額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すもの

ではありません。

２．時価の算定方法は、契約を締結している取引銀行から提示された価額に基づき算定しております。

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、上記記載から除いております。
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（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６月１日　至　平成17年11月30日）

 
中古マンショ
ン再生流通事
業（千円）

その他不動産
事業（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 12,783,076 1,220,347 14,003,424 － 14,003,424

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 12,783,076 1,220,347 14,003,424 － 14,003,424

営業費用 12,067,746 1,131,194 13,198,940 245,106 13,444,047

営業利益 715,329 89,153 804,483 △245,106 559,376

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称

事業区分は、事業内容を勘案して次のとおりに区分しております。

(1）中古マンション再生流通事業……中古マンションを購入し再生させて販売する事業。

(2）その他不動産事業……戸建・土地・ビルの売買及び不動産賃貸等の不動産関連事業。

２．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金額は245,106千円であり、その主なもの

は連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）

 
中古マンショ
ン再生流通事
業（千円）

その他不動産
事業（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 15,548,647 1,866,638 17,415,286 － 17,415,286

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 15,548,647 1,866,638 17,415,286 － 17,415,286

営業費用 14,429,479 1,593,624 16,023,103 260,384 16,283,488

営業利益 1,119,167 273,014 1,392,182 △260,384 1,131,797

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称

事業区分は、事業内容を勘案して次のとおりに区分しております。

(1）中古マンション再生流通事業……中古マンションを購入し再生させて販売する事業。

(2）その他不動産事業……戸建・土地・ビルの売買及び不動産賃貸等の不動産関連事業。

２．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金額は260,384千円であり、その主なもの

は連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用であります。
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前連結会計年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

 
中古マンショ
ン再生流通事
業（千円）

その他不動産
事業（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 27,789,365 4,006,429 31,795,795 － 31,795,795

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 27,789,365 4,006,429 31,795,795 － 31,795,795

営業費用 26,198,404 3,577,874 29,776,279 504,309 30,280,589

営業利益 1,590,961 428,554 2,019,515 △504,309 1,515,206

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称

事業区分は、事業内容を勘案して次のとおりに区分しております。

(1）中古マンション再生流通事業……中古マンションを購入し再生させて販売する事業。

(2）その他不動産事業……戸建・土地・ビルの売買及び不動産賃貸等の不動産関連事業。

２．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金額は504,309千円であり、その主なもの

は連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用であります。

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６月１日　至平成17年11月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成18年６月１日　至平成18年11月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成17年６月１日　至平成18年５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６月１日　至平成17年11月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成18年６月１日　至平成18年11月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

－ 27 －



（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（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 51,043.98円

１株当たり中間純利

益金額
3,155.56円

１株当たり純資産額 78,555.69円

１株当たり中間純利

益金額
8,533.01円

１株当たり純資産額 57,790.13円

１株当たり当期純利

益金額
10,376.03円

　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、希薄化効果を

有している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、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　当社は、平成17年９月15日付で株式

１株につき５株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間連結会計

期間及び前連結会計年度における１株

当たり情報については、以下のとおり

となります。

 － 　当社は、平成17年９月15日付で株式

１株につき５株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前連結会計年度

における１株当たり情報については、

以下のとおりとなります。

前中間連結会計期
間

前連結会計年度

１株当たり純資産
額

１株当たり純資産
額

35,341.19円 48,287.98円

１株当たり中間純
利益金額

１株当たり当期純
利益金額

3,698.77円 8,012.61円

　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。

 

1株当たり純資産額 48,287.98円

 1株当たり当期純利益  8,012.61円

 潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
 －円

　

　

 

　（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。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日)

前連結会計年度
(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） 177,026 485,929 582,095

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

（千円）
177,026 485,929 582,095

期中平均株式数（株） 56,100 56,947 56,100

希薄化効果を有していないため潜在株式

調整後1株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

－

 平成17年8月25日定時株

主総会決議ストックオプ

ション(新株予約権)

  普通株式　1,214株

 平成17年8月25日定時株

主総会決議ストックオプ

ション(新株予約権)

  普通株式　1,233株

－ 28 －



５．生産、受注及び販売の状況

（1）生産実績

 　　該当事項はありません。

 

（2）仕入実績

 　　当中間連結会計期間における仕入実績の内訳は、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメント 仕入件数
前年同期比

（％）

仕入高

（千円）

前年同期比

（％）

 中古マンション再生流通事業 747 136.3 13,685,219 140.3

 その他不動産事業 29 161.1 4,961,700 400.9

合　計 776 137.1 18,646,919 169.6

 （注）1.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

 　　当中間連結会計期間における販売の内訳は、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント
販売件数

前年同期比

（％）

販売高

（千円）

前年同期比

（％）  内訳

 中古マンション

再生流通事業

物件販売 637 128.2 15,336,410 121.2

賃貸収入 ― ― 168,894 170.5

 その他収入 ― ― 43,343 139.4

小　計 637 128.2 15,548,647 121.6

 その他不動産事業

物件販売 17 154.5 1,562,920 139.0

賃貸収入 ― ― 294,853 501.1

 その他収入 ― ― 8,864 24.0

小　計 17 154.5 1,866,638 153.0

合　計 654 128.7 17,415,286 124.4

 

 （注）1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 　　　2.その他不動産事業は、土地・戸建・ビルに係る売上高を計上しております。

 　　　3.当社は、引渡し基準により売上高を計上しております。

 

（4）契約実績

 　　当中間連結会計期間における中古マンション再生流通事業の契約実績の内訳は、次のとおりであります。

事業の種類別

セグメント
内訳 期首契約残高 期中契約件数 期中引渡件数 期末契約残件数

 中古マンション再生流通事業 59 637 637 59

 合　計 59 637 637 59

 （注）契約残件数は、不動産売買契約を締結したもののうち、引渡しがなされていないものであります。
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