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平成 19 年 5 月期  個別中間財務諸表の概要                    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     配当支払開始予定日  平成 19 年 2 月 13 日  
単元株制度採用の有無  無 
 
１． 18 年 11 月中間期の業績(平成 18 年 6 月 1 日～平成 18 年 11 月 30 日) 
(1) 経営成績 

 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 

8,927      (98.7) 

4,493       (2.8）

2,493    (263.5) 
685  （△16.5）

2,277   （279.0）
601  （△18.7）

18 年 5 月期 13,583     （76.6） 2,071    （47.2） 1,861    （52.7）
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円      ％ 円       銭

18 年 11 月中間期 

17 年 11 月中間期 

541    (60.5) 
337   (△22.4) 

2,904     13 
4,054     68 

18 年 5 月期 1,038    （58.5） 11,923     28 

 
 

(注)①期中平均株式数 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 
②会計処理の方法の変更   無 
③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
④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)財政状態 
 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 

44,147    
26,970 

8,678 
5,462 

19.6 
20.3 

46,428     35
63,544     34

18 年 5 月期 34,811 8,245 23.7 88,441    37
(注)①期末発行済株式数  18 年 11 中間期   186,670 株  17 年 11 月中間期 85,965 株  18 年 5 月期 93,232 株 

②期末自己株式数   18 年 11 中間期    622 株 17 年 11 月中間期    295 株  18 年 5 月期    311 株 

 

２．19 年 5 月期の業績予想(平成 18 年 6 月 1日～平成 19 年 5 月 31 日) 

 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通   期 18,000    3,000   330    

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 1,767 円 83 銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

 第 1 四半期末 中間期末 第 3 四半期末 期末 その他 年間 
18 年 5 月期 ―   ―   ― 1,000  ― 1,000 

19 年 5 月期（実績） ― 記念配当300  ―    ―  ― 

19 年 5 月期（予想） ― ―  ―    700  ― 
1,000(注) 

（注）なお、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。 
 
 ※ 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、上記業績予想に関する事項は決算短信（連結）の添付資料 9 ﾍﾟｰｼﾞをご参
照ください。 
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１ 中間財務諸表等 

(1) 中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年11月30日) 

前事業年度 

要約貸借対照表 

(平成18年５月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   432,030 1,252,597  2,850,663

２ 売掛金   427,927 489,669  351,783

３ 販売用不動産 ※２  2,154,815 2,469,815  2,032,235

４ 仕掛販売用不動産 ※２  1,211,575 5,190,007  2,366,417

５ 仕掛品 ※2,5  1,734,127 1,248,345  1,304,580

６ 関係会社短期貸付金   222,250 3,307,000  268,000

７ 立替金 ※４  ― 972,978  2,592,143

８ その他 ※６  1,144,220 1,138,022  500,914

９ 貸倒引当金   ― △16,113  △22,319

流動資産合計   7,326,946 27.2 16,052,323 36.4  12,244,420 35.2

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 
※1,2,
 7

1,701,911 672,685 340,578 

(2) 土地 ※2,7 1,267,424 228,753 228,490 

(3) その他 ※1,7 22,177 2,991,514 11.1 118,463 1,019,902 2.3 331,033 900,102 2.6

２ 無形固定資産   6,886 0.0 50,587 0.1  31,019 0.1

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※2,9 4,536,076 2,644,574 2,009,310 

 (2) 関係会社株式 ※２ 6,542,041 9,860,199 9,678,314 

(3) その他の関係会社

有価証券 

※２ ― 
2,165,776  1,922,988 

(4)長期貸付金  1,455,806 21,003 9,960 

(5)関係会社 
長期貸付金 

 3,196,755 11,323,187 7,058,941 

(6)その他 ※２ 922,072 1,018,010 963,705 

貸倒引当金  △7,700 16,645,051 61.7 △7,700  27,025,052 61.2 △7,700 21,635,519 62.1

固定資産合計   19,643,452 72.8 28,095,542 63.6  22,566,640 64.8

資産合計   26,970,398 100.0 44,147,865 100.0  34,811,060 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年11月30日) 

前事業年度 

要約貸借対照表 

(平成18年５月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１  支払手形   ― 404,104  849,049

２  買掛金   521,038 243,675  1,220,563

３ 短期借入金 ※２  3,879,000 5,931,200  2,695,000

４ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

※２  1,130,401 4,663,504  2,625,439

５ 不動産事業前受金   174,799 1,302,179  1,704,628

６ 預り金 ※4,9  5,069,841 3,944,397  4,986,329

７  その他   519,727 1,436,525  964,330

流動負債合計   11,294,809 41.9 17,925,587 40.6  15,045,341 43.2

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   248,000 80,000  164,000

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  4,468,237 10,708,040  8,451,102

４ 預り保証金   616,910 336,353  378,138

５ その他   474,827 264,494  351,912

固定負債合計   10,212,974 37.8 17,543,889 39.7  11,520,153 33.1

負債合計   21,507,784 79.7 35,469,476 80.3  26,565,494 76.3

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,558,489 5.8 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  1,306,412 ― ― 

   2 その他資本剰余金  17,615 ― ― 

   資本剰余金合計   1,324,028 4.9 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

１ 中間未処分利益  1,995,127 ― ― 

利益剰余金合計   1,995,127 7.4 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券 

  評価差額金 
  665,679 2.5 ― ―  ― ―

Ⅴ 自己株式   △80,711 △0.3 ― ―  ― ―

資本合計   5,462,614 20.3 ― ―  ― ―

負債・資本合計   26,970,398 100.0 ― ―  ― ―
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前中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年11月30日) 

前事業年度 

要約貸借対照表 

(平成18年５月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 2,687,076 6.1  2,675,976 7.7

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 2,434,941 2,423,862 

(2) その他資本剰余金  ― 17,615 17,615 

資本剰余金合計   ― ― 2,452,557 5.6  2,441,478 7.0

３ 利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  ― 3,144,893 2,696,176 

利益剰余金合計   ― ― 3,144,893 7.1  2,696,176 7.7

４ 自己株式   ― ― △89,582 △0.2  △89,582 △0.2

株主資本合計   ― ― 8,194,945 18.6  7,724,048 22.2

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― 471,834 1.1  521,517 1.5

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 471,834 1.1  521,517 1.5

Ⅲ 新株予約権   ― ― 11,610 0.0  ― ―

純資産合計   ― ― 8,678,389 19.7  8,245,566 23.7

負債・純資産合計   ― ― 44,147,865 100.0  34,811,060 100.0
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② 中間損益計算書 

 

  

前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日) 

前事業年度 

要約損益計算書 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   4,493,598 100.0 8,927,205 100.0  13,583,745 100.0

Ⅱ 売上原価   2,841,845 63.2 4,773,472 53.5  9,006,872 66.3

売上総利益   1,651,753 36.8 4,153,733 46.5  4,576,873 33.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   965,822 21.5 1,660,647 18.6  2,505,432 18.5

営業利益   685,930 15.3 2,493,085 27.9  2,071,440 15.2

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  86,330 205,981 194,020 

２ その他  5,994 92,324 2.0 54,175 260,157 2.9 62,111 256,132 1.9

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  128,006 375,638 376,302 

２ その他  49,235 177,241 3.9 99,782 475,421 5.3 89,790 466,093 3.4

経常利益   601,013 13.4 2,277,820 25.5  1,861,479 13.7

Ⅵ 特別利益    

１ 投資有価証券売却益  ― 58,674 ― 

２ 関係会社株式売却益  ― 18,471 ― 

３ 貸倒引当金戻入益  ― ― ― 6,205 83,350 0.9 ― ― ―

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 ※２ ― 1,002 31,114 

 ２ 投資有価証券評価損  1,999 110,514 1,999 

 ３ 子会社再編費用  ― 1,161,586 ― 

４ その他 
 

 ― 1,999 0.1 ― 1,273,103 14.2 2,651 35,766 0.3

税引前中間(当期) 
純利益 

  599,013 13.3 1,088,067 12.2  1,825,713 13.4

法人税、住民税 
及び事業税 

 257,744 1,060,235 834,367 

法人税等調整額  3,556 261,300 5.8 △514,117 546,118 6.1 △47,415 786,951 5.8

中間(当期)純利益   337,712 7.5 541,949 6.1  1,038,761 7.6

前期繰越利益   1,657,414 ―  ―  

中間未処分利益   1,995,127 ―  ―
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③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 

 
（単位 千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金

 
資本金 資本 

準備金 

その他 

資本剰余金 繰越 

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 2,423,862 17,615 2,696,176 △89,582 7,724,048

中間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  541,949  541,949

 株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額(純額) 

   ―

中間会計期間中の変動額
合計 11,099 11,079 ― 448,717 ― 470,896

平成18年11月30日残高 2,687,076 2,434,941 17,615 3,144,893 △89,582 8,194,945

 

評価・換算 

差額等 
 

その他有価証券

評価差額金 

新株予約権 純資産合計

平成18年５月31日残高 521,517 ― 8,245,566

中間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  541,949

 株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額(純額) 

△49,683 11,610 △38,073

中間会計期間中の変動額
合計 △49,683 11,610 432,822

平成18年11月30日残高 471,834 11,610 8,678,389
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前事業年度(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 

資本剰余金 利益剰余金

その他 

利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

その他 

資本剰余金 繰越 

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

平成17年５月31日残高 1,067,698 815,626 － 1,723,220 △154,291 3,452,254 613,651

事業年度中の変動額   

 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  1,038,761  1,038,761

自己株式の取得  △98,520 △98,520

 自己株式の処分  17,615 163,229 180,845

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額 

(純額) 
  － △92,133

事業年度中の変動額合計 1,608,278 1,608,235 17,615 972,955 64,709 4,271,794 △92,133

平成18年５月31日残高 2,675,976 2,423,862 17,615 2,696,176 △89,582 7,724,048 521,517
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

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

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

  移動平均法による原価

法を採用しております。 

 その他有価証券 

  ①時価のあるもの 

   中間決算期末日の市 

場価格等に基づく時

価法 

   (評価差額は全部資本

直 入 法 に よ り 処 理

し、売却原価は移動

平均法により算定し

ております。) 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 

 その他有価証券 

  ①時価のあるもの 

   中間決算期末日の市 

場価格等に基づく時

価法 

   (評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定し

ております。) 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 

 その他有価証券 

  ①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。) 

   ②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

（3）匿名組合出資金

の会計処理」に記載

しております。 

  ②時価のないもの 

同左 

 

②時価のないもの 

同左 

 

 (2) デリバティブ 

  時価法 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

 (3) たな卸資産 

  販売用不動産、仕掛販

売用不動産、仕掛品 

  個別法による原価法 

(3) たな卸資産 

同左 

(3) たな卸資産 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

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

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

２ 固定資産の減価償

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)につい

ては、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 ３～47年

車両運搬具 ３～６年

工具器具備品 ３～15年
 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (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 繰延資産の処理

方法 

社債発行費 

支払時に全額費用として

処理しております。 

社債発行費 

同左 

 

社債発行費 

同左 

 

４ 引当金の計上基準 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。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

５ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

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

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

６ 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。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

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 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

当事業年度にヘッジ会

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 

 借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利キャ

ップ取引を行っており、ヘ

ッジ対象の識別は個別契約

ごとに行っております。 

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。 

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。 

④ ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

 

④ ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

 

７ その他中間財務諸

表(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方

法 

  消費税等の会計処理は

税抜方式によっておりま

す。 

(1) 消費税等の会計処理方

法 

同左 

(1) 消費税等の会計処理方

法 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

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

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

 (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。 

(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、関係会社に対するも

のは「その他の関係会社

有価証券」とし、その他

の会社に対するものは

「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「その

他の関係会社有価証券」

ないし「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、「その他の関

係会社有価証券」ないし

「投資有価証券」を減額

させております。 

 

(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、関係会社に対するも

のは「その他の関係会社

有価証券」とし、その他

の会社に対するものは

「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「その

他の関係会社有価証券」

ないし「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「その他の関

係会社有価証券」ないし

「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、

「その他の関係会社有価

証券」ないし「投資有価

証券」を減額させており

ます。 
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会計方針の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

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

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間会計期間から「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。 

  これによる損益に与える影響はあ

りません。 

― ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

   当期より「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、8,245,566千

円であります。 

また、財務諸表等規則の改正

により、当期における貸借対照

表の純資産の部については、改

正後の財務諸表等規則により作

成しております。 

（ストック・オプション等に関する

会計基準等） 

   当期から「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 

 

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

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

（中間貸借対照表） 

  前中間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、前中間会計期間の「投資有価証券」は、

254,574千円であります。 

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、前中間会計期

間まで「匿名組合出資金」として表示していたみなし有

価証券（前中間会計期間1,267,768千円）を当中間会計期

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、当中間会計期間の投資有価証券に含まれる当

該出資の額は、2,885,722千円であります。 

（中間貸借対照表） 

  前中間会計期間まで流動資産の｢その他｣に含めて表

示しておりました「立替金」については、資産総額の

100分の1を超えることとなったため、当中間会計期間

より区分掲記することといたしました。 

  なお、前中間会計期間の「立替金」は、519,272千

円であります。 
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追加情報 

 

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

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

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

前中間会計期間まで「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、前中間会計期間の「支払

融資手数料」は、20,244千円であ

ります。 

― ― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
(平成17年11月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年11月30日) 

前事業年度末 
(平成18年５月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額は、153,414千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、136,188千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、103,041千円でありま

す。 

※２ 担保に供している資産及び

これに対応する債務は、次の

とおりであります。 

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 1,602,123千円

土地 1,222,734千円

関係会社株式 2,049,585千円

投資有価証券 757,315千円

その他(投資

そ の 他 の 資

産) 

58,000千円

合計 8,939,969千円

   

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は、次のとお

りであります。 

販売用不動産 2,220,307千円

仕掛販売用 
不動産 

4,761,737千円

建物 131,251千円

土地 122,417千円

関係会社株式 4,752,766千円

その他(投資そ

の他の資産) 
58,500千円

合計 12,046,980千円

   

 

 

     

※２ 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 1,737,974千円

仕掛販売用 

不動産 
2,124,886千円

建物 134,950千円

土地 122,417千円

関係会社株式 4,752,766千円

その他の関係会

社有価証券 
753,606千円

出資金 13,000千円

長期性預金 45,000千円

合計 9,684,602千円

  

 

担保付債務は次のとおりで

あります。 

短期借入金 1,460,000千円 

１年以内返済

長期借入金 
1,120,321千円 

長期借入金 4,444,277千円 

合計 7,024,599千円 
 

担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 2,863,000千円

１年以内返済長

期借入金 
4,613,424千円

長期借入金 9,564,160千円

合計 17,040,585千円
 

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

短期借入金    700,000千円

１年以内返済予

定長期借入金 
2,575,359千円

長期借入金 8,282,182千円

合計 11,557,542千円
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前中間会計期間末 
(平成17年11月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年11月30日) 

前事業年度末 
(平成18年５月31日) 

 ３ 保証債務 

   次の連結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。 
㈱ゼクス 
コミュニティ 

784,613千円

㈱ゼクスペット 
コミュニティ 

471,686千円

㈱チャーミング・
エイジ研究所 

1,000,000千円

㈱チャーミング・
リゾート那須 

257,161千円

㈱ジーメド 10,810千円

㈱チャーミング・
コミュニティ 

7,363,694千円

㈱チャーミング・
コミュニティ芦屋 

4,300,000千円

㈱チャーミング・
リゾート沖縄 

1,987,836千円

㈱チャーミング・
リゾート藤岡 

1,620,000千円

㈱チャーミング・
リゾート関越 

900,000千円

㈱チャーミング・
コミュニティ白金 

3,000,000千円

㈲Z・ONE 8,000,000千円

㈲武蔵野リアルテ
ィ 

465,000千円
 

 ３ 保証債務 

   次の子会社について、リース

契約、金融機関からの借入、長

期預り保証金等に対し債務保証

を行っております。 
㈱ゼクス 
コミュニティ 

829,632千円

㈱ゼクスペット 
コミュニティ 

407,197千円

㈱チャーミング・
リゾート那須 

40,804千円

㈱チャーミング・
リゾートワイルド
ダック 

800,000千円

㈱ジーメド 7,229千円

㈱チャーミング・
コミュニティ 

5,710,751千円

㈱チャーミング・
コミュニティ芦屋

9,453,864千円

㈱チャーミング・
リゾート沖縄 

4,799,000千円

㈱チャーミング・
リゾート藤岡 

1,440,000千円

㈱チャーミング・
リゾート関越 

800,000千円

㈱チャーミング・
コミュニティ白金

3,700,000千円

㈱チャーミング・
リゾート都 

710,400千円

㈱チャーミング・コ

ミュニティ小金井 
3,660,375千円

㈱チャーミング・
リゾートすんぷ 

453,437千円

㈱ゼクスアクティ
ブ・エイジ 

3,153,774千円

㈲Z・ONE 8,000,000千円

㈲仙台本町ビル 418,000千円

 

 

 
 

３ 保証債務 

 次の連結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。 

㈱ゼクス 

コミュニティ 
507,124千円

㈱ゼクスペット 

コミュニティ 
439,225千円

㈱チャーミング・ 

エイジ研究所 
1,000,000千円

㈱チャーミング・ 

リゾート那須 
48,699千円

㈱ジーメド 9,250千円

㈱チャーミング 

・コミュニティ 
4,551,400千円

㈱チャーミング・ 

コミュニティ芦屋 
5,500,000千円

㈱チャーミング・ 

リゾート沖縄 
3,171,836千円

㈱チャーミング・ 

リゾート藤岡 
1,530,000千円

㈱チャーミング・ 

リゾート関越 
850,000千円

㈱チャーミング・ 

コミュニティ白金 
3,700,000千円

㈱チャーミング・ 

リゾート都ゴルフ 

倶楽部 
748,800千円

㈱チャーミング・ 

コミュニティ小金井 
3,600,000千円

㈲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

 
※４     ― 

 

 

 

 

 

 

 

※４ 関係会社に対する資産及び負

債 

   区分掲記されたもの以外で各

科目に含まれているものは、次

のとおりであります。 

立替金       869,364千円

預り金      3,148,986千円

 

※４ 関係会社に対する資産及び負債

  区分掲記されたもの以外で各科目

に含まれているものは、次のとお

りであります。 

立替金        2,507,891千円

預り金          3,899,820千円

 

 

※５ 土地の仕入に関する金額が含

まれております。 

※５     同左 ※５     同左 
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前中間会計期間末 
(平成17年11月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年11月30日) 

前事業年度末 
(平成18年５月31日) 

※６ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

※６ 消費税等の取扱い 

同左 

※６     ― 

※７ 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 803,409千円

土地 685,005千円

その他 

(工具器具備

品) 

555千円

 

※７     ― ※７ 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 2,233,270千円

工具器具備品 742千円

土地 1,735,332千円
 

８ 当社は、プロジェクト資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行4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 

1,700,000千円

借入実行 

残高 
1,260,000千円

差引額 439,999千円

   

８ 当社は、プロジェクト資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行6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 

8,905,000千円

借入実行 

残高 
7,587,000千円

差引額 1,318,000千円

   

８ 当社は、プロジェクト資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行3行と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結して

おります。 

  当期末における当座貸越契約

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 

2,000,000千円

借入実行 

残高 
1,300,000千円

差引額 700,000千円
 

※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

「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、その貸借

対照表価額は1,088,225千円で

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726,049千円でありま

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

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 「 そ の 他 （ 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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(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

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

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１ 減価償却実施額 

有形固定資産 38,415千円

無形固定資産 737千円
 

１ 減価償却実施額 

有形固定資産 34,174千円

無形固定資産 4,331千円
 

１ 減価償却実施額 

有形固定資産 76,580千円

無形固定資産 2,905千円
 

※２ 固定資産除却損 

― 

※２ 固定資産除却損 

建物  437千円

什器備品 565千円

合計 1,002千円
 

※２ 固定資産除却損 

建物  24,965千円

什器備品 6,148千円

合計 31,114千円
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 

 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

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 

 

前事業年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 648.1 311.06 648 311.16
 
  （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。 

   端株の買取による増加       311.06株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   自己株式の譲渡による減少       648株 
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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) 

前中間会計期間末（平成17年11月30日） 

有価証券 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 
中間貸借対照表計上額

(千円) 
時価（千円） 差額（千円） 

(1) 子会社株式 3,447,181 4,124,928 677,746

(2) 関連会社株式 ― ― ― 

計 3,447,181 4,124,928 677,746

 

当中間会計期間末（平成18年11月30日） 

有価証券 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 
中間貸借対照表計上額

(千円) 
時価（千円） 差額（千円） 

(1) 子会社株式 5,447,124 3,938,760 △1,508,364

(2) 関連会社株式 ― ― ― 

計 5,447,124 3,938,760 △1,508,364

 

前事業年度末（平成18年５月31日） 

有価証券 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 
中間貸借対照表計上額

(千円) 
時価（千円） 差額（千円） 

(1) 子会社株式 5,447,124 6,345,780 898,655

(2) 関連会社株式 ― ― ― 

計 5,447,124 6,345,780 898,655

 

 

(１株当たり情報) 

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

 

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

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

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

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 

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

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

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

― 当社は、当社連結子会社である㈱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･コミュニティ豊洲及び㈱チャ

ーミング･コミュニティ小金井と、平

成18年12月21日開催の㈱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･

コミュニティ豊洲及び㈱チャーミン

グ･コミュニティ小金井の臨時株主総

会、同日開催の当社取締役会における

それぞれの合併契約承認決議により、

平成19年２月１日を効力発生日とする

合併契約を締結いたしました。 

合併に関する事項の概要は、次のと

おりであります。 

(1)合併の相手会社の概要 

名称：㈱チャーミング・コミュニティ

  事業内容：健常高齢者向シニア住宅

(チャーミング･スクウェア

舞子)の運営 

財政状態（平成18年11月期） 

資産合計   7,387,013千円 

負債合計   7,203,465千円 

資本の額     350,000千円 

経営成績（平成18年11月期） 

売上高      224,169千円 

   当期純利益 △213,066千円 

名称：㈱チャーミング・コミュニティ

芦屋 

  事業内容：健常高齢者向シニア住宅

(チャーミング･スクウェア

芦屋)の運営 

財政状態（平成18年11月期） 

資産合計  15,654,720千円 

負債合計  15,503,848千円 

資本の額     325,000千円 

経営成績（平成18年11月期） 

売上高               ― 

   当期純利益 △182,975千円 

 

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

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

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

 名称：㈱チャーミング・コミュニティ

白金 

 事業内容：健常高齢者向シニア住宅

(チャーミング･スクウェア

白金)の運営 

財政状態（平成18年11月期） 

資産合計   3,799,345千円 

負債合計   3,713,964千円 

資本の額     100,000千円 

経営成績（平成18年11月期） 

売上高                ― 

  当期純利益    △39,357千円 

名称：㈱チャーミング・コミュニティ

豊洲 

  事業内容：健常高齢者向シニア住宅

(チャーミング･スクウェア

豊洲)の運営 

財政状態（平成18年11月期） 

資産合計   3,400,424千円 

負債合計   3,262,896千円 

資本の額     160,000千円 

経営成績（平成18年11月期） 

売上高               ― 

   当期純利益 △172,108千円 

名称：㈱チャーミング・コミュニティ

小金井 

  事業内容：健常高齢者向シニア住宅

(チャーミング･スクウェア

小金井)の運営 

財政状態（平成18年11月期） 

資産合計   3,747,729千円 

負債合計   3,666,645千円 

資本の額      80,000千円 

経営成績（平成18年11月期） 

売上高              ― 

   当期純利益  △48,457千円 

(2)合併の目的 

当社グループにおきましてはシニア

ハウジング＆サービス事業の中核とし

て健常高齢者向けシニア住宅の保有･

運営を行ってまいりましたが、これま

で上記連結子会社５社に分散されてい

た資産を集中させるため、当社が資産

を保有し、保有と運営を分離し、経営

効率の改善及びキャッシュ･フローの

増大を図るため、合併するものであり

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

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

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

  (3)合併の方法及び合併契約の内容 

当社を存続会社とする吸収合併方式

で、㈱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・コミュニティ豊洲及

び㈱チャーミング・コミュニティ小金

井は解散いたします。 

(4)合併の比率 

当社と当社100%子会社間の合併であ

ることから、合併の比率の取り決めは

ありません。 

また、合併に際して新株式を発行せ

ず、新株式の割当は行いません。 

(5)合併交付金 

合併交付金の支払は、ありません。

(6)合併の効力発生日 

平成19年２月１日といたします。た

だし、合併手続進行上の必要性その他

の事由により、当該会社協議の上日程

を変更する場合があります。 

(7)会計処理の概要 

当該合併は、企業結合に係る会計基

準（「企業結合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15年10月31日））及び「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」（企業会計基準適用指

針第10号 平成17年12月27日）に基づ

き、共通支配下の取引として処理いた

します。 

  なお、当該合併に伴うのれんは発生

いたしません。 

 

 

 

 


