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平成 19 年 5 月期    中間決算短信（連結）                  平成 19 年 1 月 15 日 

上 場 会 社 名         株式会社ゼクス              上場取引所     東証第一部 
コ ー ド 番 号           ８９１３                               本社所在都道府県  東京都 
（ＵＲＬ  http://www. zecs.co.jp） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長   氏名 平山 啓行 
問合せ先責任者 役職名 常務取締役経理部長 氏名 増田 達哉   ＴＥＬ (03)5510－1120(代表) 
決算取締役会開催日 平成 19 年 1 月 15 日 
親会社等の名称   無    （コード番号： ―  ）     親会社等における当社の議決権所有比率  ― ％ 
米国会計基準採用の有無  無                                           
 
１． 18 年 11 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 11 月中間期 
17 年 11 月中間期 

  17,352   （113.4）
8,130    （32.1）

     2,653   （99.0）
     1,333   （63.2）

     1,327    （31.5）
     1,009    （65.8）

18 年 5 月期 23,058    （83.5）     3,092  （58.3）     2,255   （46.5）
 
 

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 

1,301      (250.5) 
371       (49.3)

6,975          30 
4,458    50

6,367          20 
4,202       69

18 年 5 月期 928       (26.7) 10,653        83 9,251        17
(注)①持分法投資損益     18 年 11 月中間期 16 百万円  17 年 11 月中間期 2 百万円 18 年 5 月期 60 百万円 

②期中平均株式数(連結) 18年11月中間期 186,613株  17年11月中間期 83,289株  18年5月期 87,120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、対前期増減率 
⑤平成 18 年 6 月 1日をもって、普通株式 1株を 2株に分割しております。 

(2)連結財政状態             （注）記載金額は百万円未満を切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 11 月中間期 
17 年 11 月中間期 

140,110     
71,359   

13,575     
5,489   

6.5       
7.7    

48,493    13 
63,853    54 

18 年 5 月期 99,306 12,097 8.2  87,069      85 

(注)期末発行済株式数(連結) 18年11月中間期 186,670株 17年11月中間期 85,965株 18年5月期 93,232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 

 
18年11月中間期 
17年11月中間期 

百万円 
△17,065    
△1,688    

百万円
△8,969   
△5,540   

百万円 
26,499    
6,719    

百万円
6,831   
1,539   

18年5 月期       △3,678           △23,730             31,224               6,201   
(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  25 社  持分法適用非連結子会社数  ―社  持分法適用関連会社数  6 社 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   2 社 (除外)   2 社    持分法 (新規)   5 社 (除外)  ―社 
２．19 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 59,000               3,100                1,400 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）7,499 円 87 銭 

※上記の業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績はさま

ざまな重要な要因によって、上記予想数値とは大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記連結業績予想に関する

事項は添付資料 9ページをご参照ください。 
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１．企業集団の状況 

 

当社グループは、当社及び当社の連結子会社 25 社で構成されており、グループ事業は、3 セグメント、

すなわち、「不動産コンサルティング事業」、「シニアハウジング＆サービス事業」及び「その他施設運営

事業」からなっております。 

①不動産コンサルティング事業 

不動産コンサルティング事業は、コンサルティング・ＣＭ部門、ディベロップメント部門、インベスト

メント・ＡＭ部門からなっております。 

コンサルティング・ＣＭ部門 

当社グループは、収益性の低い不動産を所有する顧客に対して、当該不動産の収益性を改善するため、

不動産の収益性改善のための事業計画の策定、事業化後の収益の予測、基本設計等の提供、用途変更の

提案等のコンサルティングサービスを提供しております。 

また、当社グループは、土地所有者またはディベロッパーの不動産投資コストを抑えるため、彼らに

代わって、建築工事コストのマネジメントを行います。具体的には、当社グループは、1 つの請負業者

に発注するのではなく、建築工事別にコストパフォーマンスの勝る請負業者に発注し、また建築資材、

設備及び備品を何種類も比較検討し、高品質でより安い建築資材、設備及び備品を調達しております。 

ディベロップメント部門 

当社グループは、顧客から不動産を購入し、事業主として、顧客の意向及び当該不動産の特性を踏ま

えて、当該不動産の開発を行っております。当社グループは、事業企画の策定に特化しており、開発後

の販売業務は外部に委託しております。 

インベストメント・ＡＭ部門 

銀行による不良債権処理、企業再生及び企業の財務体質改善の結果、近時増加している不動産売却に

対応して、当社会社グループは、当社会社グループによる収益性の改善により高収益を上げることが可

能な不動産に投資し、収益を改善し、収益増加を実現するためにこれを保有しております。当社グルー

プは、ビジネスホテル、商業用ビル、賃貸マンション、商業用施設及び高齢者住宅等を保有しておりま

す。 

また、当社グループは、顧客が特別目的会社に所有不動産を譲渡し、かかる収益不動産を用い、不動

産流動化スキームを通じて金融商品化することで、顧客が資金を調達する不動産流動化に従事しており

ます。かかる不動産流動化において、当社グループは、ノンリコースローンの調達のアレンジメント及

び特別目的会社に譲渡された不動産に改装又は用途変更により付加価値を与えるという役割を果たして

おります。 
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②シニアハウジング＆サービス事業 

当社グループでは、高齢化社会に対応し、高齢者が安全で快適に生活できる住居空間とコミュニティ

の提供を目的として、高齢者用各種住宅の企画、開発及び運営を行っております。株式会社ゼクスコミ

ュニティにて、介護が必要な高齢者である居住者に対してケアサービスを行う高齢者向け施設を運営し

ております。また、株式会社ゼクスアクティブ・エイジ、株式会社チャーミング・エイジ研究所及び株

式会社チャーミング・コミュニティにて、健常高齢者向けの住宅を運営し、介護サービスを提供してお

ります。さらに、高齢者向け住宅事業の付加価値事業として、株式会社ジーメドを設立し、医療関連サ

ービスの提供を行っております。 

③その他施設運営事業 

当社グループは、施設運営事業として様々な付加価値施設の運営を行っております。株式会社チャー

ミング・リゾーツにおいて当社グループ所有のゴルフ場及びリゾートホテルの運営を行い、株式会社チ

ャーミング・リゾート那須、株式会社チャーミング･リゾート藤岡、株式会社チャーミング・リゾート

関越、株式会社チャーミング･リゾートワイルドダック及び株式会社チャーミング・リゾート都ゴルフ

倶楽部5社がリゾートホテル及びゴルフ場を所有しております。また、株式会社チャーミング･リゾート

沖縄においてビジネスホテル、株式会社チャーミング･リゾートすんぷにおいて静岡県における大型レ

クリエーション施設の運営をそれぞれ行っております。さらに、株式会社ゼクスペットコミュニティが、

総合ペット施設及びペットスクール２校の運営を行っております。 
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上記事項を事業系統図により示すと次頁の通りとなります。 
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２．経営方針 
 

（1）経営の基本方針 
当社グループは、「不動産の価値創造を通じて、心の豊かさにつながるホスピタリティサービス

を提供する」というグループミッションに基づき、不動産価値創造において事業モデルを限定せず

に最適なソリューションを提供する「不動産コンサルティング事業」と、運営サービスを中核とし

た「シニアハウジング＆サービス事業」「その他施設運営事業」を行い、更に各社の事業展開に際

してグループ全体のシナジーを追求する事で、グループの企業価値の最大化を目指しております。 
      

（2）利益分配に関する基本方針 
当社は、株主への長期的利益還元を経営の重要な課題と位置付けております。 

配当政策については企業体質の強化と将来の事業展開の為に内部留保の充実を図るとともに、業績

に応じた配当を継続的に行う事を基本方針としております。 
 

（3） 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等  
     当社では、株式の流動性を高めるため、また投資家層の拡大を図るべく、平成 18 年 5 月 31 日

を基準日とし、平成 18 年 6 月 1 日付けで、1 株につき 2 株の割合をもって株式分割を実施してお

ります。今後においても投資単位の引下げは、経営上の重要な事項と認識し、慎重に検討を進め

てまいります。 
 
（4）目標とする経営指標 

当社グループは成長性を重視し、経常利益の拡大を目指しております。また、中長期的に、売

上高経常利益率の向上を重視して経営に取り組んでまいります。 
 

（5）中長期的な会社の経営戦略 
    現在は時価会計制度導入を始めとする企業の資産オフバランスニーズの増大などを背景に、Ｒ

ＥＩＴや不動産ファンドの資産残高も飛躍的に増加している状況にあります。不動産価格が全体

的に高騰してくる状況下では、更に収益価値を高める不動産ノウハウのニーズが高まるものと考

えられます。また、社会環境において少子高齢社会が到来する状況で、高齢者に対する様々なサ

ービスが出てくるものと考えられます。 
    このような環境のもと、当社グループでは不動産価値の創造を目的とした「不動産コンサルテ

ィング事業」をコアスキルとして、シニアハウジングの開発・運営や、ライフスタイルの提案と

して、遊びや健康を提供するゴルフ場やホテル等の運営事業にも注力していきます。更に、各事

業のシナジー効果を追求することで、当社グループの安定的な業績向上を図る方針であります。    
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（6）会社の対処すべき課題 
当社グループでは次の３つの項目を経営課題と認識し事業を行っております。 

① 人材の育成 
当社グループの不動産コンサルティング事業は、不動産・金融・建設に対する広範囲のスキ

ルが必要な為、優秀なスタッフの充実が不可欠です。またシニアハウジング＆サービス事業や

その他施設運営事業を継続的に拡大するには、施設の展開力に加えて、運営の質の向上が重要

な成功要因となり、その為には運営に携わる優秀なスタッフが必要です。その為に、各事業に

おいて新卒・中途採用を積極的に進め、ＯＪＴ（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）制度に加

え研修制度の充実を図り、優秀な人材の獲得・育成に注力していきます。 
② 事業企画力の強化 

当社グループのコアスキルである不動産コンサルティング事業では、オフィスビル、賃貸マ

ンション、分譲マンション(ファミリー・ワンルームタイプ)、シニアハウジング（高齢者用住

宅）、ビジネスホテル、商業施設、娯楽・文化施設等、運営まで含めた多岐にわたる不動産プロ

ジェクトを実行しておりますが、そのノウハウを活用し更なる収益性向上の追求と、新たな事

業モデルの検討を進めていく事で事業企画力を強化し、競争力を向上させる方針です。 

③ 内部統制システムの強化 
当社グループでは、企業価値を高めるために、ＣＳＲ重視の経営を進めておりますが、コー

ポレート・ガバナンス充実の一環として会社法が求める内部統制システムの構築につきまして

も、さらにその運用の充実を図ることが必要と判断しております。その取組として、経営の意

思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り、経営体制を強化する人事異

動を行いました。 

 
（7）親会社等に関する事項 

当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 
 

（8）その他、会社の経営上の重要な事項 
該当事項はございません。 
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３．経営成績及び財政状態 
 

（1）経営成績 
当中間連結会計期間における日本経済は、輸出拡大に加え、企業収益の回復に支えられた設備投

資の増加や雇用環境や所得の改善等により、11 月までの景気拡大の期間はいざなぎ景気を超える戦

後最長となりました。しかしながら、米国経済の減速、個人消費の鈍化等、景気の先行きにも不透

明感が表れてきております。 

不動産業界におきましては、都心部の空室率改善及び賃料上昇等を背景に、ＲＥＩＴ、私募ファ

ンドの運用総額の増加は続いており、不動産投資市場は引き続き拡大しております。 

しかしながら、大都市圏への集中した投資による不動産価格の高騰、景気回復に伴う金利上昇懸

念等により、不動産需要の先行きにも不透明感が表れ始めております。 

このような事業環境のもと、当社グループは土地の特性に適合した不動産価値創造ビジネスを中

核とした不動産コンサルティング事業に加え、高齢者を対象としたシニアハウジング＆サービス事

業、その他施設運営事業を展開してまいりました。 

その結果、当中間連結会計期間の売上高は 17,352 百万円（前年同期比 113.4％増）、経常利益は

1,327 百万円（前年同期比 31.5％増）となり、中間純利益は 1,301 百万円 (前年同期比 250.5％増)

と前期に比べ増収増益となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。 

     ① 不動産コンサルティング事業 

ＲＥＩＴ向け不動産事業、大手企業向け不動産事業のコンサルティングおよび、コンバージ

ョンにおけるコンストラクションマネジメント、不動産証券化関連プロジェクト等を行いまし

た。その結果、売上高は 11,513 百万円（前年同期比 157.8％増）、営業利益 4,101 百万円（前

年同期比 179.6％増）となりました。 

② シニアハウジング＆サービス事業 

      当中間連結会計期間においては、要介護者を対象としたアシステッドリビング（介護付き有

料老人ホーム）「ボンセジュール」シリーズを３棟オープンする等、引き続きシニアハウジン

グ事業を積極展開した結果、減価償却費、広告宣伝費が増加し、売上高は 2,541 百万円（前年

同期比 27.9％増）、営業損失 97 百万円（前年同期は営業利益 252 百万円）となりました。 

③ その他施設運営事業 

  既存のゴルフ場 5 施設の運営、総合ペット施設ならびにペットスクール 2 校の運営に加え、

新たに沖縄県でビジネスホテル、静岡県で大型レクリエーション施設の運営を開始しました。

また、シニア向住宅優待申込権付ゴルフ＆リゾート会員権「C-stage membership」の販売を開

始いたしました。その結果、売上高は 3,298 百万円（前年同期比 96.6％増）、営業利益 193 百

万円(前年同期比 51.5％減)となりました。 
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（2）財政状態 

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、たな卸資産及び

有形固定資産の取得による支出があったものの、借入れ及び社債の発行等により収入が増加した結

果、前中間連結会計期間に比べ、52 億 92 百万円増加し、68 億 31 百万円となりました。 

 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロ－） 

営業活動の結果使用した資金は、170 億 65 百万円（前年同期比 910.5％増）と前中間連結会計期

間に比べ 153 億 76 百万円増加しました。これは主として、分譲マンション事業等不動産コンサルテ

ィング事業にかかる土地等たな卸資産の取得及び利息の支払い等の支出が大幅に増加したことによ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロ－） 

投資活動の結果使用した資金は、89 億 69 百万円（前年同期比 61.9％増）と前中間連結会計期間

に比べ 34 億 28 百万円増加しました。これは主として、シニアハウジング＆サービス事業における

用地取得及び建物建築等有形固定資産取得等の支出が増加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－） 

財務活動の結果得られた資金は、264 億 99 百万円（前年同期比 294.4％増）と前中間連結会計期

間に比べ 197 億 80 百万円増加しました。これは主として、不動産コンサルティング事業及びシニア

ハウジング＆サービス事業におけるたな卸資産及び有形固定資産取得のために、借入れ及び社債の

発行による資金調達を行ったことによるものであります。 

 

  財政状態に関する指標のトレンドは以下のとおりであります。 
第9期 

平成17年5月 

第10期 

平成18年5月 

第11期 

平成 19 年 5 月 
 

中 間 期 末 中 間 期 末 中 間 

自己資本比率  6.6％ 9.3％ 7.7％ 8.2％ 6.5％ 

時価ベースの自己資本比率 48.1％ 55.2％ 51.4％ 46.0％ 27.1％ 

債務償還年数 6.9 年 6.5 年 ― ―      ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 14.1 倍 7.7 倍 ― ―      ― 

・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 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行株式数のより算出しております。 

※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・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、

有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、

利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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（3）通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、景気の先行きについては未だ不透明感が完全には払拭されてはおり

ませんが、不動産流動化市場の安定的な増大や、高齢社会の到来等といった当社のビジネスに関連す

る事業機会はさらに拡大するものと思われます。 
このような環境の中で、当社グループでは３セグメントを展開し、不動産流動化ニーズや、不動産

価値向上に関する様々なニーズに対応した「不動産コンサルティング事業」を積極的に展開するとと

もに、「シニアハウジング＆サービス事業」とのシナジー効果を追求した「その他施設運営事業」に

ついての積極的な展開も図っていく事で業績の拡大を目指してまいります。 

なお、通期の業績につきましては連結売上高 590 億円、連結経常利益 31 億円、連結当期純利益 14

億円を見込んでおります。 

 
（4）事業等のリスク 

当社グループの事業その他（投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を含む。）

について影響を及ぼす可能性が考えられる事項には以下のようなものがあります。 

   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、発生の回避と発生した場合の対応

に努力する方針であります。なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在に

おいて当社が合理的に判断したものであり、将来発生するすべてのリスク及びその可能性について網

羅したものではありません。 

   

① 経済環境におけるリスク 

わが国の経済情勢が急速に悪化した場合、そのファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)の悪化が

不動産市場に悪影響を与える可能性があります。不動産市場が悪化した場合、不動産価格の下落や

不動産取引の停滞などによって、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。   

  ② 有利子負債におけるリスク 

当社グループの事業に係る土地、建物の取得費及び建築費等は、主に金融機関からの借入金によ

って調達しているため、総資産に占める有利子負債の比率が高くなっております。将来において、

金利が上昇した場合には資金調達コストが増加する事により当社グループの経営成績や財務状況

に影響を及ぼす可能性があります。資金調達については特定の金融機関に依存することなく、案件

ごとに複数の金融機関と交渉しておりますが、突発的な内外部環境の変化等により、資金調達が出

来なかった場合には、当社グループの資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。 

  ③ 不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク 

    不動産には、権利、地盤、地質、構造などに関して欠陥、瑕疵等が存在している可能性がありま

す。当社グループは、当社技術部を中心にこれらの品質チェックを行って事業を推進しております

が、欠陥、瑕疵等の状態によっては、資産価値の低下を防ぐ為に、予定外の費用を負担せざるを得

ない場合があり、当社の業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  ④ 災害等によるリスク 

将来において、火災、地震、津波、暴風雨、洪水、落雷、竜巻、戦争、暴動、騒乱、テロ等が発

生した場合には、グループとして保有・運営する不動産が滅失、劣化又は毀損する可能性がありま
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す。このような被害を受けた場合、その修復の為に建物の使用が一定期間不能となり、賃料収入の

減少や資産価値の低下等によって、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  ⑤ 法的規制に関するリスク 

当社グループは、不動産の収益性改善に関する事業を行う過程で、不動産の取得、開発、賃貸借

等を行っており、宅地建物取引業法、建築基準法、都市計画法等の法的規制を受けながら事業を行

っております。また、シニアハウジング＆サービス事業においては、介護福祉法、老人福祉法等に

よる規制を受けながら、事業を行っております。今後、法令等の制定・改正や規制の変更が行なわ

れた場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  ⑥ 減損会計について 

当社は各セグメントにおいて固定資産を所有しており、各所有不動産は当社のＣＭ機能を活用し

たリノベーション、コンバージョンにより収益性の維持を図っております。しかし今後の景気動向

などにより当社グループ所有不動産の収益性が悪化し、投資額の回収が見込めなくなった場合、帳

簿価格を減損する必要性が生じるため、地価の動向及び当社の収益状況によっては、当社グループ

の財政状況及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  ⑦ 運営事業全体について 

当社グループはグループ会社において、シニアハウジング＆サービス事業及びその他施設運営事

業を行っております。シニアハウジング事業等の施設運営事業は、高齢化社会の進展に伴い、様々

な企業の参入が予測されます。今後の新規参入や競争の激化に伴って、当社グループの業績に影響

を与える可能性があります。また、運営において万一、事故が発生し当社グループの管理責任を問

われた場合、また顧客情報の漏洩により当社が個人情報保護法違反を問われた場合、当社グループ

の業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  ⑧ シニアハウジング＆サービス事業について 

（イ）入居者の安全管理・健康管理について 

当社グループが運営する施設の入居者は平均年齢75歳以上の高齢者であり更にケア付高齢者住

宅では、ほぼ全員が要介護認定を受けており、入居者の転倒等によって重大な事故に発展する可能

性があります。また、食事や入浴等を共有する集団生活が行なわれている事から入居者の食中毒・

集団感染等の危険度は相対的に高いと考えられます。当社は、十分な人員体制によって万全の安全

管理・健康管理を行なっており、過去に重大な事故や食中毒等を起こした事は有りませんが、万一

事故等が発生した場合には、当社グループの業績や当該事業展開に支障をきたす可能性があります。 

（ロ）施設の売上計上に関して 

当社グループの各施設への入居に際して、入居者は入居時費用として入居一時金と、月額利用料

が必要となります。入居一時金は、将来に支払われるべき施設の家賃を入居時に前払い家賃分とし

て支払うものであります。従って当該一定期間内に契約が解除された場合には、入居一時金の内、

入居経過年数に応じて償却された残預額（未償却分）が入居者に返還される事となります。その為、

中途解約が発生した場合当社から資金が流出することとなります。 

なお、当施設からの売上高は、入居一時金の償却分と、月々の家賃及び管理費の合計から構成さ



                     ― ― - 11 -

れております。会計上、入居一時金は「長期前受収益」勘定とし、その償却分を売上計上するとい

う処理を行っております。また、入居一時金の償却は、アシステッドリビング（要介護者向け住宅）

「ボンセジュール」シリーズは5年、シニアレジデンス「チャーミング」シリーズは各施設毎に償

却年数が定められており、「チャーミング・コート溝の口」と「チャーミング・スクウェア舞子」

は20年4ヶ月、「チャーミング・スクウェア本郷」は16年で終了するスケジュールとなっております

ので、償却終了年以降は入居一時金の償却による売上は発生せず、施設の売上高としては、月々の

家賃と管理費のみが計上されることとなります。 

そのため、何らかの理由により、当社施設の入居者の入替えがスムーズに行なわれない場合（①

入替え新規入居者が募集できない場合 ②既存入居者が償却スケジュール以上の期間入居されて

いる場合）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。 

⑨ 退職給付会計について 

  当社の連結子会社である株式会社中央コーポレーションは、厚生年金基金制度と適格退職年金制

度を採用しておりますが、年金資産に相当量の市場性のある株式が含まれており、かつ退職給付会

計で簡便法を採用しているため、株価が大幅に下落した場合には年金資産の減少が生じ、その結果

退職給付費用の計上額が増加する恐れがあり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 
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４. 中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結財務諸表 

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) 

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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   1,593,126 6,841,489  6,339,181

２ 受取手形及び売掛金   1,481,733 2,043,321  965,667

３ 販売用不動産 ※2,6  2,154,815 9,823,537  2,791,737

４ 仕掛販売用不動産 ※２  1,210,495 27,906,675  15,336,025

５ 仕掛品 ※2,4  1,820,227 1,248,345  1,401,180

６ その他のたな卸資産   730,643 779,191  759,121

７ その他   1,601,725 7,266,630  2,468,905

 貸倒引当金   △217,775 △17,613  △22,619

流動資産合計   10,374,991 14.5 55,891,579 39.9  30,039,200 30.3

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 
※1,2,
 5,6

17,569,799 34,505,131 19,542,434 

(2) 土地 ※2,5,6 24,860,583 30,236,147 29,338,848 

(3) 建設仮勘定 ※２ 2,887,729 1,313,420 4,962,592 

(4) その他 ※１,6 550,117 45,868,231 64.3 931,394 66,986,094 47.8 511,334 54,355,209 54.7

２ 無形固定資産   680,741 0.9 1,624,919 1.2  1,574,254 1.6

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※2,9 7,560,600 7,180,332 6,876,711  

(2) 長期貸付金  2,692,689 1,309,979 1,049,133 

(3) 差入保証金  2,417,535 3,906,926 3,119,284 

(4) その他 ※２ 1,226,923 1,996,504 1,312,383 

貸倒引当金  △81,478 13,816,271 19.4 △58,150 14,335,593 10.2 △63,150 12,294,363 12.4

固定資産合計   60,365,243 84.6 82,946,607 59.2  68,223,827 68.7

Ⅲ 繰延資産    

１ 開業費   619,214 1,271,928  1,042,530

２ 創立費   － 782  1,342

繰延資産合計   619,214 0.9 1,272,711 0.9  1,043,872 1.0

資産合計   71,359,449 100.0 140,110,897 100.0  99,306,900 100.0
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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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金   881,512 2,517,690  2,377,022

２ 営業外支払手形   4,417,350 ―  1,155,000

３ 短期借入金 ※２  14,956,257 31,257,074  20,273,823

４ 不動産事業前受金   170,409 2,269,433  1,747,001

５ 賞与引当金   ― 99,182  34,984

６ 未払法人税等   ― 1,501,516  731,286

７ その他 ※９  2,191,065 8,411,206  3,408,205

流動負債合計   22,616,594 31.7 46,056,103 32.9  29,727,322 29.9

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   428,000 260,000  344,000

２ 新株予約権付社債   4,405,000 6,155,000  2,175,000

３ 長期借入金 ※２  18,858,470 55,426,786  37,610,454

４ 長期前受収益 ※７  9,248,917 11,434,489  10,657,703

５ 預り保証金 ※２  5,539,338 5,357,867  5,348,738

６ 退職給付引当金   7,198 ―  ―

７ その他   1,263,400 1,845,213  1,346,423

固定負債合計   39,750,324 55.7 80,479,356 57.4  57,482,320 57.9

負債合計   62,366,919 87.4 126,535,460 90.3  87,209,643 87.8

(少数株主持分)    

少数株主持分   3,503,335 4.9 ― ―  ― ―

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,558,489 2.2 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   1,324,028 1.9 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金   2,021,707 2.8 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  665,679 0.9 ― ―  ― ―

Ⅴ 自己株式   △80,711 △0.1 ― ―  ― ―

資本合計   5,489,194 7.7 ― ―  ― ―

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  71,359,449 100.0 ― ―  ― ―
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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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 2,687,076 1.9  2,675,976 2.7

２ 資本剰余金   ― ― 2,452,557 1.8  2,441,478 2.5

３ 利益剰余金   ― ― 3,546,928 2.5  2,557,705 2.6

４ 自己株式   ― ― △89,582 △0.1  △89,582 △0.1

株主資本合計   ― ― 8,596,980 6.1  7,585,577 7.7

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― 455,231 0.3  532,119 0.5

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 455,231 0.3  532,119 0.5

Ⅲ 新株予約権   ― ― 11,610 0.0  ― ―

Ⅳ 少数株主持分   ― ― 4,511,616 3.3  3,979,560 4.0

純資産合計   ― ― 13,575,437 9.7  12,097,257 12.2

負債・純資産合計   ― ― 140,110,897 100.0  99,306,900 100.0
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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
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   8,130,614 100.0 17,352,600 100.0  23,058,025 100.0

Ⅱ 売上原価   5,419,894 66.7 11,802,957 68.0  16,167,820 70.1

売上総利益   2,710,719 33.3 5,549,643 32.0  6,890,204 29.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,377,345 16.9 2,895,707 16.7  3,797,954 16.5

営業利益   1,333,374 16.4 2,653,935 15.3  3,092,250 13.4

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  55,490 62,866 76,189 

２ 受取配当金  ― 18,588 7,614 

３ 債権譲渡益  749 ― 1,529 

４ 持分法による投資利益  2,292 16,823 60,008 

５ その他  32,441 90,974 1.1 73,297 171,576 1.0 200,901 346,242 1.5

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  315,342 1,114,246 888,423 

２ 支払融資手数料  ― 247,596 100,199 

３ 開業費償却  30,159 102,077 115,554 

４ その他  69,278 414,781 5.1 33,632 1,497,552 8.6 79,025 1,183,203 5.1

経常利益   1,009,567 12.4 1,327,959 7.7  2,255,289 9.8
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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
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※２ ― 2,369,760 307 

２ 投資有価証券売却益  ― 209,295 223,688 

３ 関係会社株式売却益  ― 15,392 ― 

４ その他  ― ― ― 11,205 2,605,653 15.0 337,055 561,051 2.4

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※３ ― ― 2,842 

２ 固定資産除却損 ※４ 2,750 1,002 60,148 

３ 投資有価証券評価損  1,999 172,547 1,999 

４ 特別退職金  335,000 ― 335,416 

５ その他  ― 339,750 4.2 138,055 311,605 1.8 256,021 656,428 2.8

匿名組合損益分配前税金
等調整前中間(当期)純利
益 

  669,816 8.2 3,622,007 20.9  2,159,912 9.4

匿名組合損益分配額   ― 18,826 0.1  △55,500 △0.3

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  669,816 8.2 3,640,834 21.0  2,104,411 9.1

法人税、住民税 
及び事業税 

 290,076 1,465,022 1,017,169 

法人税等調整額  12,815 302,891 3.7 226,051 1,691,073 9.8 9,579 1,026,748 4.5

少数株主利益又は 

少数株主損失（△）  
  △4,421 △0.1 648,077 3.7  149,496 0.6

中間(当期)純利益   371,346 4.6 1,301,682 7.5  928,165 4.0
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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  815,626

Ⅱ 資本剰余金増加高  

  増資による新株式の発行  490,785

  自己株式処分差益  17,615 508,401

Ⅲ 資本剰余金中間期末残高  1,324,028

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,716,166

Ⅱ 利益剰余金増加高  

  中間純利益  371,346 371,346

Ⅲ 利益剰余金減少高  

  配当金  65,805 65,805

Ⅳ 利益剰余金中間期末残高  2,021,707
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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) 

（単位：千円） 

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５月31日残高 2,675,976 2,441,478 2,557,705 △89,582 7,585,577 

中間連結会計期間中の変動額   

 新株の発行 11,099 11,079 22,179 

 剰余金の配当  △93,232 △93,232 

 中間純利益  1,301,682 1,301,682 

連結範囲の変動  △219,226 △219,226 

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 11,099 11,079 989,223 ― 1,011,402 

平成18年11月30日残高 2,687,076 2,452,557 3,546,928 △89,582 8,596,980 

 

評価・換算 

差額等 
 

その他有価証券

評価差額金 

新株予約権 
少数株主 

持分 
純資産合計 

平成18年５月31日残高 532,119 ― 3,979,560 12,097,257

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行  22,179

 剰余金の配当  △93,232

 中間純利益  1,301,682

連結範囲の変動  △219,226

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) 
△76,887 11,610 532,055 466,777

中間連結会計期間中の変動額合計 △76,887 11,610 532,055 1,478,180

平成18年11月30日残高 455,231 11,610 4,511,616 13,575,437
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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) 

（単位：千円） 

株主資本 
評価・換算

差額等 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

少数株主 

持分 

平成17年５月31日残高 1,067,698 815,626 1,716,166 △154,291 3,445,200 613,651 32,433

連結会計年度中の変動額    

 新株の発行 1,608,278 1,608,235 3,216,513  

 剰余金の配当  △65,805 △65,805  

 当期純利益  928,165 928,165  

 自己株式の取得  △98,520 △98,520  

自己株式の処分  17,615 163,229 180,845  

連結子会社の増加  △20,821 △20,821  

株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額 

(純額) 
  △81,531 3,947,127

連結会計年度中の変動額 

合計 
1,608,278 1,625,851 841,539 64,709 4,140,376 △81,531 3,947,127

平成18年５月31日残高 2,675,976 2,441,478 2,557,705 △89,582 7,585,577 532,119 3,979,560
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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) 

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) 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 

 669,816 3,640,834 2,104,411

２ 減価償却費  230,089 765,143 604,411

３ 持分法による投資損益  ― △16,823 △60,008

４ 貸倒引当金の減少額  ― △10,005 △213,484

５ 受取利息及び 
  受取配当金 

 △56,218 △81,454 △83,803

６ 支払利息  315,342 1,114,246 888,423

７ 投資有価証券売却益  ― △224,687 △223,688

８ 投資有価証券評価損  ― 172,547 1,999

９ 固定資産売却損益  ― △2,369,760 2,535

10 固定資産除却損  ― 1,002 60,148

11 売上債権の増減額 
  (△増加) 

 △496,635 △1,953,078 19,429

12 たな卸資産の増減額 
  (△増加) 

 △810,445 △12,114,966 △10,056,528

13 繰 延 資 産 の 増 減 額
(△は増加) 

 ― △229,197 △736,002

14 仕入債務の増減額 
  (△減少) 

 33,698 △3,056,030 1,534,458

15 不動産事業前受金の 
  増減額(△減少) 

 117,523 ― 1,694,115

16 長期前払費用の増減額  ― △686,770 ―

17 匿名組合出資金の 
  増減額(△増加) 

 △1,538,181 △458,838 △62,962

18 長期前受収益の増減額 
  (△減少) 

 834,626 776,785 2,243,412

19 預り保証金の増減額 
  (△減少) 

 68,952 △177,379 △121,646

20 前払費用の増減額 
  (△減少) 

 ― △729,776 ―

21 預り金の増減額 
  (△減少) 

 ― 832,912 ―

22 その他  △219,162 △438,063 413,329

小計  △850,592 △15,243,360 △1,991,447

23 利息及び配当金の 
  受取額 

 36,890 81,016 98,051

24 利息の支払額  △330,952 △1,167,406 △901,928

25 法人税等の支払額  △544,156 △735,802 △883,120

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,688,810 △17,065,553 △3,678,444
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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) 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 
  純増減額(△は増加) 

 △18,600 93,817 △103,172

２ 有形固定資産の 
  取得による支出 

 △1,370,976 △13,636,623 △18,205,724

３ 有形固定資産の 
  売却による収入 

 ― 4,469,000 9,773

４ 投資有価証券の 
  取得による支出 

 △448,717 △171,618 △994,407

５ 投資有価証券の 
  売却による収入 

 2,050 317,265 405,575

６ 連結の範囲の変更を 
  伴う子会社株式の取得 
  による純受入額 
  (△支出額) 

 △3,161,616 ― △3,161,616

７ 関係会社株式の 
  追加取得による支出 

 △240,000 △5,000 △1,012,953

８ 関係会社株式の 
  売却による収入 

 ― 50,000 ―

９ 貸付けによる支出  △1,017,000 △1,004,067 △1,706,030

10 貸付金の回収による 
  収入 

 1,147,070 1,616,296 2,423,093

11 差入保証金の差入額  △356,006 △588,205 △738,317

12 その他  △77,080 △110,203 △646,269

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △5,540,877 △8,969,340 △23,730,048

 
Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

 

１ 短期借入れの純増減額 
  (△減少) 

 1,793,850 2,339,100 2,961,550

２ 長期借入れによる収入  4,323,568 30,315,529 33,534,323

３ 長期借入金の 
  返済による支出 

 △3,331,114 △10,437,646 △9,107,020

４ 社債の発行による収入  180,000 ― 180,000

５ 貸し株による預り 
金の純増減額 

 ― 475,081 ―

６ 新株予約権付社債の 
  発行による収入 

 3,975,431 3,995,063 3,965,257

７ 社債の償還による支出  △254,000 △84,000 △338,000

８ 株式の発行による収入  24,193 13,790 11,593

９ 自己株式の取得・売却 
  による純収支 

 73,580 ― 82,245

10 株主への配当金の 
支払額 

 ― △93,232 ―

11 少数株主への配当金の
支払額 

 ― △23,875 ―

12 その他  △65,805 ― △65,805

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 6,719,702 26,499,810 31,224,143

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  増減額(△は減少) 

 △509,985 464,916 3,815,649

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 2,049,112 6,201,508 2,049,112

Ⅵ 新規連結及び連結除外に
伴う現金及び現金同等物
の増減額 

 ― 165,064 336,746

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 1,539,126 6,831,489 6,201,508
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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 

 

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 18社 

連結子会社の名称 

㈱ゼクスコミュニティ 

 ㈱ゼクスアクティブ・

エイジ 

 ㈱チャーミング・エイ

ジ研究所 

 ㈱ゼクスペットコミュ

ニティ 

 ㈱チャーミング・リゾ

ート那須 

 ㈱ジーメド 

 ㈱チャーミング・コミ

ュニティ 

 ㈱チャーミング・コミ

ュニティ芦屋 

 ㈱チャーミング・リゾ

ート沖縄 

 ㈱チャーミング・リゾ

ート藤岡 

 ㈱チャーミング・リゾ

ート関越 

㈱チャーミング・リゾ

ートすんぷ 

ゼクス不動産投資顧問

㈱ 

㈱チャーミング・コミ

ュニティ白金 

㈱チャーミング・リゾ

ートワイルドダック 

㈱チャーミング・リゾ

ーツ 

更生会社㈱チャーミン

グ・リゾート都ゴルフ倶

楽部 

中央毛織㈱ 

 

 

(1)連結子会社の数 25社 

連結子会社の名称 

㈱ゼクスコミュニティ 

 ㈱ゼクスアクティブ・

エイジ 

 ㈱チャーミング・エイ

ジ研究所 

 ㈱ゼクスペットコミュ

ニティ 

 ㈱チャーミング・リゾ

ート那須 

 ㈱ジーメド 

 ㈱チャーミング・コミ

ュニティ 

 ㈱チャーミング・コミ

ュニティ芦屋 

 ㈱チャーミング・リゾ

ート沖縄 

 ㈱チャーミング・リゾ

ートすんぷ 

㈱チャーミング・リゾ

ーツ 

㈱中央コーポレーショ

ン 

       他13社 

 

(1)連結子会社の数 25社 

連結子会社の名称 

㈱ゼクスコミュニティ 

㈱チャーミング・エイ

ジ研究所 

㈱ゼクスペットコミュ

ニティ 

㈱ジーメド 

㈱チャーミング・リゾ

ート那須 

㈱チャーミング・コミ

ュニティ 

㈱チャーミング・リゾ

ーツ 

中央毛織㈱ 

㈱チャーミング・リゾ

ート藤岡 

㈱チャーミング・リゾ

ート関越 

他15社
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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) 

 なお、㈱チャーミン

グ・リゾーツは新たに設

立したことにより、また

更生会社㈱チャーミン

グ・リゾート都ゴルフ倶

楽部及び中央毛織㈱は株

式の取得により新たに子

会社となったことから、

当中間連結会計期間より

連結の範囲に含めており

ます。 

また、㈱チャーミン

グ・リゾート藤岡、㈱チ

ャーミング・リゾート関

越及び㈱チャーミング・

リゾートワイルドダック

は、平成17年８月24日に

それぞれ㈱チャーミン

グ・リゾート藤岡ゴルフ

倶楽部、㈱チャーミン

グ・リゾート関越ハイラ

ンドゴルフクラブ及び㈱

チャーミング・リゾート

ワイルドダッククラブよ

り商号を、㈱チャーミン

グ・リゾートすんぷは、

平成17年10月11日に㈲チ

ャーミング・リゾートす

んぷより組織及び商号を

変更しております。 

 

 

 なお、㈲ゼット投信及

び他１社は、重要性が増

したこと等により、当中

間連結会計期間より連結

の範囲に含めておりま

す。 

また、NSBサポート・

ファンド㈲及び他１社は

匿名組合契約への出資比

率の減少等により、当中

間連結会計期間より連結

の範囲から除外し、持分

法適用の範囲に含めてお

ります。 

 また、㈱中央コーポレ

ーションは、平成18年10

月１日に中央毛織㈱より

商号を変更しておりま

す。 

 

なお、㈱チャーミン

グ・リゾーツ、㈱チャ

ーミング・リゾートフ

ァイナンス、㈱チャー

ミング・コミュニティ

豊洲、㈱チャーミン

グ・コミュニティ小金

井及び㈲カヌチャ・ゼ

ットは新たに設立した

ことにより、また、㈱

チャーミング・リゾー

ト都ゴルフ倶楽部、中

央毛織㈱は株式の取得

により新たに子会社と

なったことにより、NSB

サポート・ファンド

㈲、㈲RZ ONE、及び㈲

すんぷ夢ひろばは昨今

の情勢変化に鑑み、当

連結会計年度より連結

の範囲に含めておりま

す。 

 

 また、㈱チャーミング・

リゾート藤岡、㈱チャーミ

ング・リゾート関越及び㈱

チャーミング・リゾートワ

イルドダックは、平成17年

８月24日にそれぞれ㈱チャ

ーミング・リゾート藤岡ゴ

ルフ倶楽部、㈱チャーミン

グ・リゾート関越ハイラン

ドゴルフクラブ及び㈱チャ

ーミング・リゾートワイル

ドダッククラブより商号

を、㈱チャーミング・リゾ

ートすんぷは、平成17年10

月11日に㈲チャーミング・

リゾートすんぷより組織及

び商号を変更しております
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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) 

  (2)非連結子会社名 

中央興産㈱ 

中央リース㈱ 

柏平繊維工業㈱ 

中央ケアサービス㈱ 

 

連結の範囲から除いた理

由 

非連結子会社は、いずれ

も小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、中間純

損益及び利益剰余金(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、連結の範囲から除外し

ております。 

 (2)非連結子会社名 

中央興産㈱ 

中央リース㈱ 

柏平繊維工業㈱ 

中央ケアサービス㈱ 

       他６社 

連結の範囲から除いた理

由 

非連結子会社は、いずれ

も小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、中間純

損益及び利益剰余金（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、連結の範囲から除外し

ております。 

 (2) 非連結子会社名 

中央興産㈱ 

中央リース㈱ 

柏平繊維工業㈱ 

中央ケアサービス㈱ 

       他15社 

連結の範囲から除いた理

由 

  非連結子会社のうち4社

は、財務及び営業又は事業

の方針を決定する機関に対

する支配力が一時的である

と認められることから、ま

た非連結子会社のうち15社

は、いずれも小規模会社で

あり、合計の総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰

余金(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしてい

ないため、連結の範囲から

除外しております。 
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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) 

２ 持分法の適用に

関する事項 

(1)持分法を適用した関連

会社数      １社 

 関連会社の名称 

 東西アセット・マネジ

メント㈱ 

 

  なお、東西アセット・
マネジメント㈱は株式の
取得により新たに関連会
社となったことから、当
中間連結会計期間より持
分法を適用しておりま
す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)持分法を適用した関連

会社数      ６社 

 関連会社の名称 

 東西アセット・マネジ

メント㈱ 

 ㈲RZ ONE 

   NSBサポート・ファンド
㈲ 
㈲ゼット・スター 

 チャーミング・アセッ

ト溝の口特定目的会社 

 レオ・アセット特定目

的会社 

 

  なお、NSBサポート・

ファンド㈲及び他１社 

は、上記「１ 連結の範

囲に関する事項」に記載

のとおり、当中間連結会

計期間よりそれぞれ連結

の範囲から除外し、持分

法適用の範囲に含めてお

ります。 

  また、チャーミング・

アセット溝の口特定目的

会社及び他２社は、新規

設立等に伴い、当中間連

結会計期間より持分法適

用の範囲に含めておりま

す。 

(1)持分法を適用した関連

会社数      １社 

 関連会社の名称 

 東西アセット・マネジメ

ント㈱ 

 

  なお、東西アセット・
マネジメント㈱は株式の
取得により新たに関連会
社となったことから、当
連結会計年度より持分法
を適用しております 
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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) 

   (2)持分法を適用しない非連
結子会社及び関連会社名 
オリンピックイン㈱ 
中央興産㈱ 

   中央リース㈱ 
   柏平繊維工業㈱ 
   中央ケアサービス㈱ 
   ㈲ゼット・ワン 

 
 
 

持分法を適用しない理由 

  持分法非適用会社のう

ち㈲ゼット・ワンは、財

務及び営業又は事業の方

針を決定する機関に対す

る影響力が一時的である

と認められることから、

また、オリンピックイン

㈱他4社はそれぞれ中間純

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

適用から除外しておりま

す。 

 

(2)持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社名 

 オリンピックイン㈱ 

中央興産㈱ 

 中央リース㈱ 

 柏平繊維工業㈱ 

 中央ケアサービス㈱ 

        他８社 

 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、

それぞれ中間純損益（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、持分法の適用か

ら除外しております。 

(2)持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社名 

中央興産㈱ 

  中央リース㈱ 

  柏平繊維工業㈱ 

  中央ケアサービス㈱ 

         他17社 

 

 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社のうち

４社は、財務及び営業又は

事業の方針を決定する機関

に対する影響力が一時的で

あると認められることか

ら、また、持分法非適用会

社のうち17社はそれぞれ当

期純損益（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

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、持分法の適用から除外

しております。 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必要

があると認められる事項 

 持分法適用会社である

東西アセット・マネジメ

ント㈱の中間決算日は６

月30日であります。中間

連結財務諸表の作成にあ

たり、中間連結決算日現

在で実施した仮決算に基

づく中間財務諸表を使用

しております。 

 

 

 

 

 

 

 

(3)持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必要が

あると認められる事項 

  持分法適用会社のう

ち、東西アセット・マネ

ジメント㈱の中間決算日

は６月30日、NSBサポー

ト・ファンド㈲及び㈲ゼ

ット・スターの中間決算

日はそれぞれ３月31日で

あります。中間連結財務

諸表の作成にあたり、中

間連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく中間

財務諸表を使用しており

ます。 

㈲RZ ONEの中間決算日

は９月30日であります。

中間連結財務諸表の作成

にあたり、同日現在の中

間財務諸表を使用してお

ります。 

(3)持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必要

があると認められる事項 

 持分法適用会社である

東西アセット・マネジメ

ント㈱の決算日は12月31

日であります。連結財務

諸表の作成にあたり、連

結決算日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。 

 

 

 

 

 

 



―  ― 28

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) 

 ３ 連結子会社の中間 

   決算日(事業年度) 

   等に関する事項 

中間決算日が中間連結決

算日と異なる場合の内容等

連結子会社のうち中央毛

織㈱の中間決算日は６月30

日であります。中間連結財

務諸表の作成にあたり、中

間連結日現在で実施した仮

決算に基づく中間財務諸表

を使用しております。 

中間決算日が中間連結決

算日と異なる場合の内容等

連結子会社のうち、㈲Z･

ONE及び㈲すんぷ夢ひろば

の中間決算日は、それぞれ

１月31日及び２月28日であ

ります。中間連結財務諸表

の作成にあたり、中間連結

決算日現在で実施した仮決

算に基づく中間財務諸表を

使用しております。 

また、㈲ゼット投信の決

算日は９月30日でありま

す。中間連結財務諸表の作

成にあたり、同日現在で実

施した仮決算に基づく中間

財務諸表を使用しておりま

す。 

なお、その他の連結子会

社の中間決算日は、中間連

結決算日と一致しておりま

す。 

決算日が連結決算日と異

なる場合の内容等 

連結子会社のうち、㈲

すんぷ夢ひろば及び㈲RZ 

ONEの決算日は、それぞれ

２月28日、３月31日であ

ります。 

連結財務諸表の作成に

あたっては、同日現在の

財務諸表を使用し、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。 

また、NSBサポートファ

ンド㈲の決算日は、９月

30日であります。連結財

務諸表の作成にあっては

連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。 

なお、その他の連結子会

社の決算日は、連結決算日

と一致しております。 

なお、中央毛織㈱につい

ては、当連結会計年度より

決算日を５月31日に変更し

ております。 
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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) 

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 

  その他有価証券 

 〈時価のあるもの〉 

  中間連結会計期間末日

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)②匿

名組合出資金の会計処

理」に記載しておりま

す。 

 ② デリバティブ 

  時価法 

 ③ たな卸資産 

  販売用不動産、仕掛 

販売用不動産、仕掛 

品 

   個別法による原価法

  その他のたな卸資産 

   主として移動平均法

による原価法 

 

(1)重要な資産の評価基準

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〉 

   中間連結会計期間末

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。 

  〈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)②匿名組合出

資金の会計処理」に

記載しております。

  ② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

   販売用不動産、仕掛

販売用不動産、仕掛

品 

同左 

   その他のたな卸資産 

同左 

 

(1)重要な資産の評価基準

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〉 

  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。） 

 

 〈時価のないもの〉 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

② デリバティブ 

同左 

③ たな卸資産 

  販売用不動産、仕掛

販売用不動産、仕掛

品 

同左 

  その他のたな卸資産 

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) 

 (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(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)

は定額法)を採用してお

ります。 

   ただし、定期借地権

を設定し賃借した土地

にある建物 について

は、残存価額を０円と

して、使用期限を耐用

年数とした定額法を採

用しております。 

  なお、取得価額10万円

以上20万円未満の少額

減価償却資産について

は、３年間均等償却を

採用しております。 

 

 

   主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び 

構築物 
２～65年

機械装置 

及び運搬具 
２～12年

有形固定資
産(その他) 

３～20年
 

 (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(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)は定額法)を採用し

ております。 

   ただし、定期借地権

を設定し賃借した土地

にある一部の建物(建物

附属設備を含む)につい

ては、残存価額を０円

として、使用期限を耐

用年数とした定額法を

採用しております。 

  なお、取得価額10万 

円以上20万円未満の少 

額減価償却資産につい 

ては、３年間均等償却 

を採用しております。 

  主な耐用年数は以下 

のとおりであります。 

建物及び構築

物 
２～60年

機械装置及び

運搬具 
２～15年

工具器具備品

 
３～20年

 

(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(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)

は定額法)を採用してお

ります。 

   ただし、定期借地権

を設定し賃借した土地

にある建物について

は、残存価額を０円と

して、使用期限を耐用

年数とした定額法を採

用しております。 

なお、取得価額10万

円以上20万円未満の少

額減価償却資産につい

ては、３年間均等償却

を採用しております。 

 

主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び構

築物 

２～60年

機械装置及

び運搬具 

２～12年

工具器具備

品 

３～20年

 

 ② 無形固定資産 

  定額法を採用してお

ります。 

   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 

 (3) 重要な繰延資産の処理

方法 

① 開業費 

  開業後、商法施行規則

に規定する最長期間(５

年)による均等償却 

 

② 社債発行費 

  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 開業費 

   開業後、効果の発現

する期間(５年間)にわ

たり月数を基準とした

均等償却 

② 社債発行費 

同左 

 

③ 創立費 

    設立後、効果の発現

する期間(５年間)にわ

たり月数を基準とした

均等償却 

(3) 重要な繰延資産の処理

方法 

① 開業費 

開業後、効果の発現す

る期間（５年間）にわた

り均等償却 

 

② 社債発行費 

同左 

 

③ 創立費 

設立後、効果の発現す

る期間（５年間）にわた

り均等償却 
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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) 

 (4) 重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備え

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。 

 

 

 

 

 

 

 

② 退職給付引当金 

  一部の新規連結子会社

については、従業員の退

職給付に備えるため、当

中間連結会計期間末にお

ける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき

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 

 

 

 

 

 

 

 

② 賞与引当金 

  一部の連結子会社に

ついては、従業員に対

して支給する賞与に充

てるため、支給見込み

額に基づき計上してお

ります。 

③ 退職給付引当金 

   一部の連結子会社に

ついては、従業員の退

職給付に備えるため、

当中間連結会計期間末

における退職給付債務

及び年金資産の見込額

に基づき計上しており

ます。ただし、当中間

連結会計期間末におい

ては、年金資産が退職

給付債務を超えている

ため、投資その他の資

産「その他」として計

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 

 

 

 

 

 

 

 

② 賞与引当金 

同左 

 

 

 

 

 

③  退職給付引当金 

   一部の連結子会社につ

いては、従業員の退職給

付に備えるため、当連結

会計年度末における退職

給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上して

おります。ただし、当期

末においては、年金資産

が退職給付債務を超えて

いるため、投資その他の

資産「その他」として計

上しております。 
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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) 

 (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

に係る方法に準じた会計

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 

 (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップのうち特

例処理の要件を満たして

いるものについては、特

例処理を採用しておりま

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 

当中間連結会計期間

にヘッジ会計を適用し

たヘッジ手段とヘッジ

対象は以下のとおりで

あります。 

  ａ ヘッジ手段 

     …金利スワップ

  ｂ ヘッジ対象 

 …借入金 

③ ヘッジ方針 

   借入金の金利変動リ

スクを回避 する目的

で、デリバティブ取引

を行っており、ヘッジ

対象の識別は個別契約

ごとに行っ ておりま

す。 

④ ヘッジ有効性評価の

方法 

   個別取引ごとに、有

効性を判断することと

しております。なお、

特例処理によっている

金利スワップについて

は、有効性の評価を省

略しております。 

 

② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

 

④ ヘッジ有効性評価の

方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  当連結会計年度にヘッ

ジ会計を適用したヘッジ

手段とヘッジ対象は以下

のとおりであります。 

  ａ ヘッジ手段 

     …金利スワップ

  ｂ ヘッジ対象 

     …借入金 

 

③ ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

 

④ ヘッジ有効性評価の

方法 

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) 

    (7) その他中間連結財務諸

表作成のための基本とな

る重要な事項 

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための基本とな

る重要な事項 

(7) その他連結財務諸表作

成のための基本となる重

要な事項 

 

 

 

① 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。 

 

 

 

 

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

の財産の持分相当額を

「投資有価証券」として

計上しております。匿名

組合への出資時に「投資

有価証券」を計上し、匿

名組合が獲得した純損益

の持分相当額について

は、「営業損益」に計上

するとともに、同額を

「投資有価証券」に加減

し、営業者からの出資金

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。 

① 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、一部の連結子

会社は税込方式によって

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

財産の持分相当額を「投資

有価証券」として計上して

おります。匿名組合への出

資時に「投資有価証券」を

計上し、匿名組合が獲得し

た純損益の持分相当額につ

いては、「営業損益」に計

上し、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。 

① 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。 

 

 

 

 

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額を

「投資有価証券」として

計上しております。匿名

組合への出資時に「投資

有価証券」を計上し、匿

名組合が獲得した純損益

の持分相当額について

は、「営業損益」に計上

するとともに、同額を

「投資有価証券」に加減

し、営業者からの出資金

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 

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 

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

る短期投資からなっており

ます。 

同左 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

期投資からなっておりま

す。 
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会計方針の変更 

 

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から「固定

資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年８月９日))

及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業

会計基準適用指針第６号)を適用

しております。 

  これにより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）

  当連結会計年度から「固定資産

の減損に係る会計基準」(「固定

資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」(企業会計審議

会 平成14年８月９日))及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」(企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準

適用指針第６号)を適用しており

ます。 

  この結果、売上原価が2,357千

円減少し、販売費及び一般管理費

が2,659千円減少し、営業利益及

び経常利益は5,016千円増加、特

別損失が174,760千円増加し、税

金等調整前当期純利益が169,743

千円減少しております。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に

基づき、各資産の金額から直接控

除しております。 

 

（連結貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準） 

  当連結会計年度より「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。

  なお、従来の資本の部の合計に

相当する金額は、8,117,696千円

であります。 

また、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

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。 
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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) 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ストック・オプション等に関する

会計基準等） 

 当連結会計年度から「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準第８

号）及び「ストック・オプション

等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準適用指針

第11号）を適用しております。 

  なお、これによる損益に与える

影響はありません。 
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表示方法の変更 

 

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) 

（中間連結貸借対照表） 

  前中間連結会計期間において固定資産の「投資そ

の他の資産（その他）」に含めて表示しておりまし

た「投資有価証券」については、当中間連結会計期

間において資産総額の100分の5を超えることとなっ

たため、当中間連結会計期間より区分掲記すること

といたしました。 

  なお、前中間連結会計期間の「投資有価証券」

は、267,399千円であります。 

  また、「証券取引法等の一部を改正する法律」

（平成16年法律第97号）により、証券取引法第2条第

2項において、一定の匿名組合契約上の権利を証券取

引法上の有価証券とみなすこととされたことに伴

い、前中間連結会計期間まで投資その他の資産の

「その他」として表示していたみなし有価証券（前

中間連結会計期間1,267,768千円）を当中間連結会計

期間より投資その他の資産の「投資有価証券」とし

て表示しております。なお、当中間連結会計期間の

投資有価証券に含まれる当該出資の額は、3,105,177

千円であります。 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(中間連結貸借対照表) 

  前中間連結会計期間において流動負債の「その

他」に含めて表示しておりました「未払法人税等」

については、当中間連結会計期間において流動負債

の総額の100分の1を超えることとなったため、当中

間連結会計期間より区分掲記することといたしまし

た。 

 なお、前中間連結会計期間の「未払法人税等」は、

308,501千円であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(中間連結損益計算書) 

 前中間連結会計期間において営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりました「受取配当金」に

ついては、当中間連結会計期間において営業外収益

の総額の100分の10を超えることとなったため、当中

間連結会計期間より区分掲記することといたしまし

た。 

 なお、前中間連結会計期間の「受取配当金」は、

728千円であります。 

 

  また、前中間連結会計期間において営業外費用の

「その他」に含めて表示しておりました「支払融資手

数料」についても、当中間連結会計期間において営業

外費用の総額の100分の10を超えることとなったた

め、当中間連結会計期間より区分掲記することといた

しました。 

  なお、前中間連結会計期間の「支払融資手数料」

は、33,487千円であります。 
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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) 

― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

 (1) 前中間連結会計期間において営業活動によるキ

ャッシュ・フローの小計区分前の｢その他｣に含め

ておりました｢前払費用の増減額｣、｢預り金の増減

額｣については、重要性が増したため、当中間連結

会計期間より区分掲記しております。 

    なお、前中間連結会計期間の｢前払費用の増減

額｣と｢預り金の増減額｣は、それぞれ△15,872千円

と381,664千円であります。 

(2)  前中間連結会計期間において営業活動によるキ

ャッシュ・フローの小計区分前の｢不動産事業前受

金の増減額｣と｢その他｣に含めておりました｢前受

金｣は、当中間連結会計期間より明瞭な表示の観点

から、｢売上債権の増減額｣に含めて掲記しており

ます。 

  なお、当中間連結会計期間の｢不動産事業前受金

の増減額｣は△447,567千円であります。 

  また、前中間連結会計期間と当中間連結会計期

間の｢前受金の増減額｣は、それぞれ△9,727千円と

△427,259千円であります。 

(3)  前中間連結会計期間において財務活動によるキ

ャッシュ・フローの｢その他｣に含めておりました

｢株主への配当金の支払額｣については、重要性が

増したため、当中間連結会計期間より区分掲記し

ております。 

   なお、前中間連結会計期間の｢株主への配当金の

支払額｣は、△65,805千円であります。 
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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) 

 前中間連結会計期間まで「販売

費及び一般管理費」の区分に含め

ておりました「支払融資手数料」

については、金融諸費用としての

意味合いが強くなってきたこと、

また金額的な重要性が増してきた

ことなどから、当中間連結会計期

間より「営業外費用」の区分に計

上することといたしました。 

なお、前中間連結会計期間の

「支払融資手数料」は、31,414千

円であります。 

― 

 

 

 

 

 

― 

 



―  ― 39

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 有形固定資産の減価償却累

計額は、5,348,618千円であり

ます。 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額は、6,382,954千円であり

ます。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、5,611,497千円でありま

す。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、

次のとおりであります。 

販売用不動産 2,151,162千円

仕掛販売用 

不動産 
654,120千円

仕掛品 444,928千円
建物及び構築物 10,544,819千円

土地 21,503,088千円

投資有価証券 1,281,045千円

その他(投資

そ の 他 の 資

産)  

58,000千円

合計 36,637,163千円

   

   担保付債務は次のとおりで

あります。 

短期借入金 8,827,343千円 

長期借入金 14,818,074千円 

預り保証金 2,686,600千円 

合計 26,332,018千円 
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、

次のとおりであります。 

販売用不動産 9,575,109千円

仕掛販売用 

不動産 
19,099,677千円

建物及び構築物 23,936,264千円

土地 25,688,570千円

建設仮勘定 556,509千円

その他(投資

そ の 他 の 資

産)  

58,500千円

合計 78,914,631千円

    

 

   担保付債務は次のとおりで

あります。 

短期借入金 24,523,600千円

長期借入金 48,728,529千円

預り保証金 2,686,600千円

合計 75,938,729千円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次の

とおりであります。 

仕掛販売用 

不動産 
14,354,418千円

販売用 

不動産 
2,497,476千円

建物 10,719,217千円

土地 25,601,124千円

建設仮勘定 43,788千円

投資有価証券 1,295,016千円

その他(投資そ

の他の資産)  
58,000千円

  合計 54,569,041千円

    

担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 14,595,086千円

長期借入金 36,745,808千円

預り保証金 2,686,600千円

 合計 54,027,494千円
 

 ３ 保証債務 

   次の取引先について、金融

機関からの借入及びリース契

約に対して債務保証を行って

おります。 

㈲Z･ONE 8,000,000千円 

㈲武蔵野リア

ルティ 
465,000千円 

メディクス久

地クリニック 
692千円 

医療法人社団 

和啓会 
3,259千円 

 合計 8,468,951千円 
 

 ３ 保証債務 

   次の子会社及び取引先につ

いて、金融機関からの借入及

びリース契約に対して債務保

証を行っております。 

㈲仙台本町 

ビル 
418,000千円

医療法人社団

和啓会 
3,636千円

 合計 421,636千円
 

３ 保証債務 

    次の子会社及び取引先につい

て、リース契約並びに金融機関

からの借入に対し債務保証を行

っております。 

㈲Z･ONE 8,000,000千円

㈲武蔵野リアル 

ティ 
465,000千円

㈲ゼット・ 

ティー・エム 
160,000千円

㈲仙台本町ビル 418,000千円

医療法人社団 

和啓会 
4,228千円

 合計 9,047,228千円
 

※４ 土地の仕入に関する金額が

含まれております。 

※４     同左 ※４     同左 

※５     ― ※５     ― ※５ 信託受益権に関するものは以

下のとおりであります。 

建物 671,702千円

土地 1,974,090千円
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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) 

※６ 販売用不動産に振り替えたも

のは以下のとおりであります。 

建物及び 

構築物 
803,409千円

土地 685,005千円

その他(工具

器具備品) 
555千円

 

※６          ― ※６ 販売用不動産に振り替えたも

のは以下のとおりであります。

建物 3,582,832千円

工具器具備品 742千円

土地 3,031,328千円
 

※７ シニアハウジング＆サービス

事業に係る入居一時金でありま

す。 

※７     同左  ※７     同左  

８ 当社及び連結子会社（㈱チャ

ーミング・コミュニティ、㈱チ

ャーミング・コミュニティ芦

屋、㈱チャーミング・コミュニ

ティ白金、㈱チャーミング・リ

ゾート沖縄及び中央毛織㈱）に

おいては、プロジェクト資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行22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。 

  当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約に係る借入金未実

行残高等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 

32,137,000千円

借入実行 

残高 
15,418,268千円

差引額 16,718,731千円
 

８ 当社及び連結子会社（㈱チャ

ーミング・コミュニティ芦屋、

㈱ゼクスコミュニティ、㈱チャ

ーミング・コミュニティ白金、

㈱チャーミング・リゾート沖縄

及び㈱中央コーポレーション）

においては、プロジェクト資金

の効率的な調達を行うため取引

銀行15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。 

  当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約に係る借入金未実

行残高等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 

30,942,161千円

借入実行 

残高 
24,173,365千円

差引額 6,768,796千円
 

８ 当社及び連結子会社（㈱チャ

ーミング・コミュニティ芦屋、

㈱チャーミング・コミュニティ

白金及び㈱チャーミング・リゾ

ート沖縄）においては、プロジ

ェクト資金の効率的な調達を行

うため取引銀行8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。 

  当連結会計年度における当貸

越契約に係る借入金未実行残高

等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 

24,237,000千円

借入実行 

残高 
13,671,836千円

差引額 10,565,164千円
 

※９ 投資有価証券の消費貸借契

約 

  投資有価証券の一部に消費貸

借契約を結んでおり、その中間

連結貸借対照表価額は999,632

千円であります。なお、当該取

引に係る預り金受入高は、流動

負債の「その他（預り金）」に

含まれており、その金額は

679,553千円であります。 

※９ 投資有価証券の消費貸借契

約 

  投資有価証券の一部に消費貸

借契約を結んでおり、その中間

連 結 貸 借 対 照 表 価 額 は

1,843,025千円であります。な

お、当該取引に係る預り金受入

高は、流動負債の「その他（預

り金）」に含まれており、その

金額は1,301,329千円でありま

す。 

※９ 投資有価証券の消費貸借契

約 

  投資有価証券の一部に消費貸

借契約を結んでおり、その連

結貸借対照表価額は1,144,702

千円であります。なお、当該

取引に係る預り金受入高は、

流動負債の「預り金」に含ま

れており、その金額は826,248

千円であります。 
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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。 

役員報酬 115,631千円

給料手当 384,823千円

賞与手当 13,624千円

法定福利費 70,793千円

租税公課 94,067千円

保険料 32,818千円

支払手数料 243,042千円

地代家賃 78,283千円

減価償却費 28,316千円
 

※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。 

役員報酬 149,437千円

給料手当 807,438千円

賞与手当 105,095千円

法定福利費 123,030千円

租税公課 164,625千円

保険料 49,288千円

支払手数料 381,862千円

地代家賃 243,804千円

広告宣伝費 286,092千円

減価償却費 47,610千円

 

 

※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。 

役員報酬 250,431千円

給料手当 990,606千円

賞与手当 64,176千円

法定福利費 167,006千円

租税公課 304,692千円

保険料 73,049千円

支払手数料 636,603千円

地代家賃 263,461千円

減価償却費 74,738千円
 

※２ 固定資産売却益 

― 

※２ 固定資産売却益 

建物及び構築物 657,150千円

土地 1,712,610千円

 計 2,369,760千円
 

※２ 固定資産売却益 

工具器具備品 307千円

  
 

※３ 固定資産売却損 

― 

※３ 固定資産売却損 

― 

※３ 固定資産売却損 

工具器具備品   147千円

土地  2,694千円

 計 2,842千円

 
 

※４ 固定資産除却損 

建物及び構築物  2,177千円

その他 

(工具器具備品) 
573千円

 計 2,750千円
 

※４ 固定資産除却損 

建物及び構築物 437千円

その他 

(工具器具備品) 
565千円

 計 1,002千円

 

 

※４ 固定資産除却損 

建物 58,964千円

工具器具備品 1,183千円

 計 60,148千円
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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 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 93,543 93,748         ― 187,292
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

      株式分割による増加      93,542株 

 転換社債の権利行使による増加            118株 

 新株予約権の権利行使による増加            88株 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 311 311         ― 622
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

      株式分割による増加     311株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株) 
会社名 内訳 

目的となる
株式の種類 前連結 

会計年度末
増加 減少 

当中間連結 
会計期間末 

当中間連結
会計期間
末残高 
（千円）

第1回乃至第

6回新株予約

権 

普通株式 ― (注)３ ― (注)３ 11,610

2009年5月31

日満期円貨

建転換社債

型新株予約

権付社債 

普通株式 288.5 288.49 ― 576.99 80,000

2010年5月31

日満期円貨

建転換社債

型新株予約

権付社債 

普通株式 6,277.03 6,277.01 119.84 12,434.2 2,075,000

第1回無担保

転換社債型

新株予約権

付社債 

普通株式 ― (注)４ ― (注)４ 4,000,000

平成12年ス
トックオプ
ション 

普通株式 147.2 147.2 ― 294.4 ―

平成14年ス
トックオプ
ション 

普通株式 336 336 89.6 582.4 ―

平成16年ス
トックオプ
ション 

普通株式 1,078 1,078 40 2,116 ―

平成17年ス
トックオプ
ション 

普通株式 2,208 2,208 74 4,342 ―

提出会社 

平成18年ス
トックオプ
ション 

普通株式 2,385 2,385 80 4,690 ―
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目的となる株式の数(株) 

会社名 内訳 
目的となる
株式の種類 前連結 

会計年度末
増加 減少 

当中間連結 
会計期間末 

当中間連結
会計期間
末残高 
（千円）

第1回新株予
約権 

普通株式 73 ― ― 73 ―連結子会社 

（㈱ゼクスペットコ

ミュニティ） 
第2回新株予

約権 
普通株式 97 ― ― 97 ―

合計 12,889.73 12,719.7 403.44 25,205.99 6,166,610

(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  平成12年ストックオプション、平成16年ストックオプション、平成17年ストックオプション及び平成18

年ストックオプションの減少は、権利行使の条件に該当しなくなったことによるものであります。 

平成14年ストックオプションの減少は、権利行使の条件に該当しなくなったこと、ないし権利行使によ

るものであります。 

  2009年５月31日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債、2010年５月31日満期円貨建転換社債型新株予

約権付社債、平成12年ストックオプション、平成14年ストックオプション、平成16年ストックオプショ

ン、平成17年ストックオプション、平成18年ストックオプションの増加は株式分割によるものであり、

第1回乃至第6回新株予約権、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の増加は、新株予約権の発行に

よるものであります。 

  なお、平成16年ストックオプション及び平成17年ストックオプションは、権利行使期間の初日が到来し

ておりません。 

３ 各回の新株予約権の総数は５個であります。なお、各回の本新株予約権の目的たる株式の総数の上限は、

本新株予約権の総数に200,000,000円を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大整数となります。

ただし、一定の条件に従い、行使価額が修正又は調整された場合は、本新株予約権の目的たる株式の総

数は変更されます。本新株予約権の当中間連結会計期間末における新株予約権の数は30個であります。 

４ 本社債における転換価額は、一定の転換価額の調整事由が生じた場合には本新株予約権付社債の社債要

綱に従い当社が適当と判断する金額に調整されます。ただし、かかる算出の結果、調整価額が111,500

円(以下「下限転換価額」。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とします。本社債の

当中間連結会計期間末における新株予約権の数は40個であります。 

 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年8月25日 
定時株主総会 

普通株式 93,232 1,000 平成18年５月31日 平成18年８月28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後

となるもの 

決議 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 56,001 300 平成18年11月30日 平成19年２月13日
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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） 

 

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 摘要 

普通株式 82,905.10 10,638.06 ― 93,543.16 注 

合計 82,905.10 10,638.06 ― 93,543.16  

注．普通株式の発行済株式総数の増加10,638.06株は,転換社債の権利行使による増加10,393.66株、新株予約権の
権利行使による新株発行による増加244.4株であります。 

 

２. 自己株式に関する事項 

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 摘要 

普通株式 648.1 311.06 648 311.16 注1,2 

合計 648.1 311.06 648 311.16  
 
注１．普通株式の自己株式の増加311.06株は、端株の買取による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の減少648株は、譲渡による減少であります。 

 
 

３. 配当に関する事項 

（１）配当金の支払額 
 

 株式の種類 配当金の総額 
一株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

 
平成17年8月26日 

定時株主総会 
 

普通株式 65,805千円 800円 平成17年5月31日 平成17年8月27日

 

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

 株式の種類 配当金の総額 
一株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

 
平成18年8月25日 

定時株主総会 
 

普通株式 93,232千円 1,000円 平成18年5月31日 平成18年8月28日
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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 

現金及び預金 1,593,126千円

預入期間3ヶ月超の

定期預金 
△54,000千円

現金及び現金同等物 1,539,126千円
  

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 

現金及び預金 6,841,489千円

預入期間3ヶ月超の

定期預金 
△10,000千円

現金及び現金同等物 6,831,489千円
  

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 

現金及び預金 6,339,181千円

預入期間3ヶ月超の

定期預金 
△137,672千円

現金及び現金同等物 6,201,508千円
 

2．重要な非資金取引の内容 

新株予約権の行使 

新株予約権の行使に 
よる資本金増加額 

487,485千円

新株予約権の行使に 
よる資本準備金増加
額 

487,485千円

新株予約権の行使によ 
る新株予約権付社債減 
少額 

975,000千円

 

2.     ― 2．重要な非資金取引の内容 

新株予約権の行使 

新株予約権の行使に 
よる資本金増加額 

1,602,460
千円

新株予約権の行使に 
よる資本準備金増加
額 

1,602,460
千円

新株予約権の行使によ 
る新株予約権付社債減 
少額 

3,205,000
千円
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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) 

3．株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳 

  株式の取得により新たに連結し

たことに伴う連結開始時の資産及

び負債の内訳並びに株式の取得価

額と取得のための支出（純額）と

の関係は次のとおりであります。 

 更生会社㈱チャーミング・リゾー

ト都ゴルフ倶楽部 

     (平成17年11月30日現在) 

流動資産         77,069千円 

固定資産        710,063千円 

流動負債        △87,878千円 

固定負債       △650,306千円 

  連結調整勘定     △38,948千円 

更生会社㈱チ       10,000千円 

ャーミング・      

  リゾート都ゴ 

  ルフ倶楽部株 

式の取得価額 

  更生会社㈱チャ 

ーミング・リ 

ゾート都ゴルフ   △46,211千円 

 倶楽部の現金及 

 び現金同等物 

  差引：更生会社 

㈱チャーミ 

     ング・リゾ 

     ート都ゴル 

     フ倶楽部取  36,211千円 

     得のよる収 

入  

3.     ― 3．株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳 

  株式の取得により新たに連結し

たことに伴う連結開始時の資産及

び負債の内訳並びに株式の取得価

額と取得のための支出（純額）と

の関係は次のとおりであります。

 更生会社㈱チャーミング・リゾー

ト都ゴルフ倶楽部 

     (平成17年11月30日現在)

流動資産         77,069千円

固定資産        710,063千円

流動負債        △87,878千円

固定負債       △650,306千円

  連結調整勘定     △38,948千円

更生会社㈱チ      10,000千円

ャーミング・      

  リゾート都ゴ 

  ルフ倶楽部株 

式の取得価額 

  更生会社㈱チャ 

ーミング・リ 

ゾート都ゴルフ   △46,211千円

 倶楽部の現金及 

 び現金同等物 

  差引：更生会社 

㈱チャーミ 

     ング・リゾ 

     ート都ゴル 

     フ倶楽部取  36,211千円

     得のよる収 

入 

 中央毛織㈱ 

     (平成17年11月30日現在) 

流動資産       1,402,393千円 

固定資産       16,446,882千円 

流動負債      △4,119,271千円 

固定負債      △7,281,085千円 

少数株主持分  △3,475,323千円 

  連結調整勘定     473,584千円 

    中央毛織㈱   3,447,181千円 

  株式の取得 

価額 

  中央毛織㈱の現金 △249,354千円 

 及び現金同等物 

  差引：中央毛織 

㈱取得の     3,197,827千円 

ための支出 

 中央毛織㈱ 

     (平成17年11月30日現在)

流動資産       1,402,393千円

固定資産       16,446,882千円

流動負債      △4,119,271千円

固定負債      △7,281,085千円

少数株主持分  △3,475,323千円

  連結調整勘定     473,584千円

    中央毛織㈱   3,447,181千円

  株式の取得 

価額 

  中央毛織㈱の現金 △249,354千円

 及び現金同等物 

  差引：中央毛織 

  ㈱取得の     3,197,827千円

ための支出 
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(リース取引関係) 

    ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年11月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価(千円) 
中間連結決算日における 
中間連結貸借対照表 

計上額(千円) 
差額(千円) 

(1) 株式 1,013,446 3,818,758 2,805,311

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 5,540 8,960 3,420

合計 1,018,986 3,827,718 2,808,731

２ 時価のない主な有価証券 

内容 中間連結貸借対照表(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 
351,287

関係会社株式 276,417

匿名組合出資金 3,105,177

（注）当中間連結会計期間において、時価評価されていない有価証券のうちの一部について減損処理を行い、投

資有価証券評価損1,999千円を計上しております。 

 

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 

種類 取得原価(千円) 
中間連結決算日における 
中間連結貸借対照表 

計上額(千円) 
差額(千円) 

(1) 株式 2,023,759 2,828,044 804,284

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 436,669 382,833 △53,835

合計 2,460,429 3,210,878 750,449

２ 時価のない主な有価証券 

内容 中間連結貸借対照表(千円) 

その他有価証券 

 匿名組合出資金 664,662

 関係会社匿名組合出資金 939,472

 投資事業有限責任組合 35,265

 関係会社優先出資証券 813,682

 非上場株式 492,916

関係会社株式 1,023,454

（注）当中間連結会計期間において、時価評価されていない有価証券のうちの一部について減損処理を行い、投

資有価証券評価損172,547千円を計上しております。 
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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 

 種類 
取得原価 
(千円) 

連結決算日における 
連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 914,922 3,312,294 2,397,372

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 914,922 3,312,294 2,397,372

(1) 株式 426,000 390,852 △35,148

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 426,000 390,852 △35,148

合計 1,340,922 3,703,146 2,362,224

  ２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円) 

405,575 223,688 ―

３ 時価評価されていない有価証券 

 

内容 連結貸借対照表(千円) 

その他有価証券 

匿名組合出資金 537,064

関係会社匿名組合出資金 200,000

非上場株式 1,403,075

関係会社株式 1,033,425

（注）当連結会計年度において、時価評価されていない有価証券のうちの一部について減損処理を行い、投資有

価証券評価損1,999千円を計上しております。 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

    有価証券報告書について、ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

(ストックオプション関係) 

有価証券報告書について、ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

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

 

不動産 
コンサル 
ティング 
事業 
(千円) 

シニア 
ハウジング
＆サービス

事業 
(千円) 

その他 
施設運営 
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 

4,465,638 1,987,008 1,677,967 8,130,614 ― 8,130,614

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

60,360 571 8,143 69,075 (69,075) ―

計 4,525,998 1,987,579 1,686,111 8,199,689 (69,075) 8,130,614

  営業費用 3,059,085 1,735,258 1,288,259 6,082,603 714,636 6,797,239

営業利益 1,466,912 252,321 397,851 2,117,085 (783,711) 1,333,374

(注) １ 事業区分は、事業の性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 
２ 各区分に属する主要な事業内容 

(1) 不動産コンサルティング事業………不動産コンサルティング、コンストラクションマネジメント 
                                            ディベロップメント、インベストメント、アセットマネジメント 

(2) シニアハウジング＆サービス事業…シニアハウジング、医療関連サービス 
(3) その他施設運営事業…………………リゾート施設の運営、カルチャー 

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ものは、親会社の総務部門等管
理部門にかかる費用であり、当中間連結会計期間は783,007千円であります。また、消去又は全社の項目
にはセグメント間の内部取引高が、当中間連結会計期間は68,370千円含まれております。 

 

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) 
 

 

不動産 
コンサル 
ティング 
事業 
(千円) 

シニア 
ハウジング
＆サービス

事業 
(千円) 

その他 
施設運営 
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 

11,513,108 2,541,010 3,298,481 17,352,600 ― 17,352,600

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

215,720 ― 25,486 241,206 (241,206) ―

計 11,728,828 2,541,010 3,323,967 17,593,806 (241,206) 17,352,600

  営業費用 7,627,169 2,638,468 3,130,890 13,396,529 1,302,135 14,698,664

   営業利益又は 

営業損失(△) 
4,101,658 △97,457 193,076 4,197,277 (1,543,341) 2,653,935

(注) １ 事業区分は、事業の性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 
２ 各区分に属する主要な事業内容 

(1) 不動産コンサルティング事業………不動産コンサルティング、コンストラクションマネジメント 
                                            ディベロップメント、インベストメント、アセットマネジメント 

(2) シニアハウジング＆サービス事業…シニアハウジング、医療関連サービス 
(3) その他施設運営事業…………………リゾート施設の運営、カルチャー 

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ものは、親会社の総務部門等管
理部門にかかる費用であり、当中間連結会計期間は1,332,224千円であります。また、消去又は全社の項
目にはセグメント間の内部取引高が、当中間連結会計期間は30,089千円含まれております。 
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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) 
 

 

不動産 
コンサル 
ティング 
事業 
(千円) 

シニア 
ハウジング
＆サービス

事業 
(千円) 

その他 
施設運営 
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 

15,266,374 4,497,947 3,293,703 23,058,025 ― 23,058,025

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

124,048 82,571 10,110 216,730 (216,730) ―

計 15,390,422 4,580,518 3,303,813 23,274,755 (216,730) 23,058,025

  営業費用 10,704,019 3,961,477 3,415,394 18,080,891 1,884,883 19,965,774

   営業利益又は 
営業損失(△) 

4,686,403 619,041 △111,581 5,193,863 (2,101,613) 3,092,250

(注) １ 事業区分は、事業の性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な事業内容 

(1) 不動産コンサルティング事業………不動産コンサルティング、コンストラクションマネジメント 

                                            ディベロップメント、インベストメント、アセットマネジメント 

(2) シニアハウジング＆サービス事業…シニアハウジング、医療関連サービス 

(3) その他施設運営事業…………………リゾート施設の運営、カルチャー 

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ものは、親会社の総務部門等管

理部門にかかる費用であり、当連結会計年度は2,110,405千円であります。また、消去又は全社の項目

にはセグメント間の内部取引高が、当連結会計年度は△225,522千円含まれております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、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。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において海外売上高がないため、

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

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株当たり純資産額 63,853円54銭 48,493円13銭 87,069円85銭

１株当たり中間(当期)純利益 4,458円50銭 6,975円30銭 10,653円83銭

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益(注) 
4,202円69銭 6,367円20銭 9,251円17銭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成18年５月12日開

催の取締役会の決議に

基づき、平成18年６月

１日付で普通株式1株を

2株に分割しておりま

す。前期首に当該株式

分割が行われたと仮定

した場合の１株当たり

情報については、それ

ぞれ以下のとおりとな

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)

１株当たり純資産額 

31,926円77銭

１株当たり中間純利益 

2,229円25銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 

2,101円35銭

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 

43,534円93銭

１株当たり中間純利益 

5,326円92銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 

4,625円59銭
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(注) 算定上の基礎 

 １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
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株当たり中間(当期)純利益    

中間(当期)純利益(千円) 371,346 1,301,682 928,165

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) 

371,346 1,301,682 928,165

普通株式の期中平均株式数(株) 83,289 186,613 87,120

潜在株式調整後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）純利益の算定に用いられた普通
株式増加数の主要な内訳（株） 
 新株引受権 
 新株予約権 

154.43
4,915.17

 
 
 

291.46 
17,532.77 

162.02
13,047.14

普通株式増加数（株） 5,069.60 17,824.24 13,209.16

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 

㈱ゼクスペットコミュ
ニティ 
第1回新株予約権 73個
第2回新株予約権 97個
㈱ゼクス 
2010年5月31日満期円貨
建転換社債型新株予約
権付社債 
額面金額  3,515百万円
 

㈱ゼクスペットコミュ
ニティ 
第1回新株予約権 73個 
第2回新株予約権 97個 
㈱ゼクス 
第5回新株予約権 

4,690個 
第1回乃至第6回新株予
約権             30個

㈱ゼクスペットコミュ
ニティ 
第1回新株予約権 73個
第2回新株予約権 97個
㈱ゼクス 
第4回新株予約権 

1,104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) 

当社は、平成17年8月26日開催の

株主総会決議並びに平成18年2月10

日開催の取締役会決議に基づき、

平成18年2月20日付で当社ならびに

当社子会社の取締役、監査役及び

使用人に対して、商法第280条ノ20

及び第280条ノ21の規定に基づき新

株予約権（ストックオプション）

を付与しております。当該新株予

約権の内容は下記のとおりであり

ます。 

(1)新株予約権の発行総数 

    2,400個 

（新株予約権1個につき目的と

なる株式の数：1株）  

(2)新株予約権の発行価格 

   無償 

(3)新株予約権の目的となる株式

の種類及び数 

  当社普通株式  2,400株 

(4)付与対象者 

  当社ならびに当社子会社の

取締役、監査役及び使用人 

          181名 

(5)新株予約権の行使時の払込金

額 

         570,000円 

(6)新株予約権の行使により発行

する株式の発行価額の総額 

1,368,000,000円 

(7)新株予約権の行使期間 

  平成18年9月1日から 

  平成27年8月26日まで 

(8)新株予約権の行使により発行

する株式の発行価格及び資本

組入額 

  発行価格   570,000円 

資本組入額  285,000円 

― 当社は、平成18年5月12日開催の

取締役会の決議に基づき、次のよ

うに株式分割による新株式を発行

しております。 

 (1) 平成18年6月1日をもって普通

株式１株を２株に分割しており

ます。 

  ① 分割により増加する株式数

普通株式 93,542.84株

  ② 分割方法 

    平成18年5月31日最終の株

主名簿及び実質株主名簿に記

載または記録された株主並び

に端株原簿に記載または記録

された株主の所有株式数を、

１株につき２株の割合をもっ

て分割いたします。 

 (2) 新株券交付日 

平成18年7月20日

 当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の１株当たり情報に

ついては、それぞれ以下のとおりと

なります。 
  

前連結会計年度 

(自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 

(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 

24,671円77銭 

１株当たり当期純利益 

4,584円24銭 

潜在株式調整後1株当

たり当期純利益 

     4,527円51銭 

１株当たり純資産額 

43,534円93銭

１株当たり当期純利益

5,326円92銭

潜在株式調整後1株当

たり当期純利益 

     4,625円59銭
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５. 生産、受注及び販売の状況 

 

(1) 生産実績 

当社グループは、不動産コンサルティング事業、シニアハウジング＆サービス事業及びその他施

設運営事業を主体としており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記載はして

おりません。 

 

(2) 受注実績 

当社グループは、受注生産を行っていないため、受注実績の記載はしておりません。 

 

(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。 
 

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) 事業の種類別セグメントの名称 

販売高(千円) 前年同期比(％) 

不動産コンサルティング事業 11,513,108 257.8

シニアハウジング＆サービス事業 2,541,010 127.9

その他施設運営事業 3,298,481 196.6

合計 17,352,600 213.4

(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

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) 相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

エルシーピー投資法人 ― ― 3,060,716 17.6

(有)ゼット・スター 1,250,000 15.4 4,837 0.0

３ 事業の種類別セグメントにおける販売実績を部門別、用途別に示すと次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 

(部門別) (用途別) 

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) 

前年同期比 
(％) 

不動産コンサルティング事業 11,513,108 257.8

シニアハウジング＆サービス事業 2,541,010 127.9

介護付高齢者住宅 1,671,193 126.8

健常高齢者向け住宅 812,710 144.0 

その他 57,107 54.6

その他施設運営事業  3,298,481 196.6

リゾート部門  2,226,291 153.1

カルチャー部門  244,001 109.1

その他  828,187 ―

合計 17,352,600 213.4

４ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


