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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 17 日

 

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 (記載金額は百万円未満切捨て表示)

  売上高 営業利益 経常利益 

 
18年11月中間期 
17年11月中間期 

百万円 
9,862 
8,427 

％
17.0
109.6

百万円
3,139
2,032

％
54.5
78.3

百万円 
3,362 
2,232 

％
50.6
122.9

18年5月期 19,640 98.5 5,139 112.8 4,792 142.0
 

  中間(当期)純利益 １株当たり中間(当期)純利益 

 
18年11月中間期 
17年11月中間期 

百万円 
2,659 
1,893 

％
40.5
206.1

円 銭
15,955 73
11,326 19

18年5月期 3,531 120.5 21,086 31
(注) ① 期中平均株式数 18年11月中間期 166,662株 17年11月中間期 167,141株 18年 5月期 167,474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 
 
(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 

 
18年11月中間期 
17年11月中間期 

百万円 
100,259 
46,773 

百万円
17,830
14,498

％ 
17.8 
31.0 

円 銭
107,072 37
86,519 57

18年5月期 80,695 16,096 19.9 95,888 43
(注) ① 期末発行済株式数 18年11月中間期 166,532株 17年11月中間期 167,571株 18年 5月期 167,863株  
 ② 期末自己株式数 18年11月中間期 2,000株 17年11月中間期 －株 18年 5月期 －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 

通      期 
百万円

22,000 
百万円

5,000 
百万円

3,750 
(参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 22,518円19銭  
 

3. 配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期 末 年 間 

18年 5月期 － 2,000 2,000 

19年 5月期（実績） － － 

19年 5月期（予想） － 2,000 
2,000 

 

※ 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。 

上 場 会 社 名 株式会社クリード 上場取引所 東  
コ ー ド 番 号 8888 本社所在都道府県 東京都  
（ＵＲＬ http://www.creed.co.jp） 
代  表  者 役職名 
問合せ先責任者 役職名 

代表取締役社長 
取締役 

氏名 
氏名 

宗吉 敏彦  
菅原 猛  

  
ＴＥＬ 

  
(03)3500-3300  

決算取締役会開催日 平成19年 1 月 17 日 配当支払開始日 平成 － 年 － 月 － 日 
単元株制度採用の有無 無   
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５．中間財務諸表等 

(1)中間貸借対照表 

前中間会計期間末 

（平成17年11月30日現在） 

当中間会計期間末 

（平成18年11月30日現在） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年5月31日現在） 科 目 
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   2,701,460 3,555,031  1,575,265

2.売 掛 金   379,133 343,124  182,109

3.営業投資有価証券   ― 1,863,629  1,910,437

4.販 売 用 不 動 産 ※1  14,595,162 18,472,777  18,328,457

5.仕掛販売用不動産 ※1  2,105,059 6,661,522  5,435,740

6.貯 蔵 品   5,173 5,101  6,148

7.繰 延 税 金 資 産   132,339 168,299  281,865

8.立 替 不 動 産 ※1，3  9,424,561 43,195,193  30,208,332

9.そ の 他 ※1  2,764,941 5,788,709  3,771,179

貸 倒 引 当 金   △3,655 △5,123  △4,528

流動資産合計   32,104,176 68.6 80,048,265 79.8  61,695,008 76.4

Ⅱ固 定 資 産    

1.有 形 固 定 資 産    

(1)建 物 ※1 747,290 868,622 865,872 

減価償却累計額  66,910 680,380 103,834 764,788 84,341 781,531

(2)工具器具及び備品  106,626 180,923 169,991 

減価償却累計額  50,705 55,920 83,867 97,056 67,449 102,541

(3)土 地 ※1  210,218 210,218  210,218

有形固定資産合計   946,520 2.0 1,072,063 1.1  1,094,291 1.4

2.無 形 固 定 資 産    

(1)ソ フ ト ウ ェ ア   107,522 121,939  134,222

(2)そ の 他   4,334 3,993  4,393

無形固定資産合計   111,857 0.3 125,932 0.1  138,615 0.2

3.投資その他の資産    

(1)投 資 有 価 証 券 ※1  12,031,709 4,780,743  14,220,769

(2)関 係 会 社 株 式   660,112 583,112  706,112

(3)その他の関係会社有価証券   318,580 6,526,094  70,174

(4)出 資 金   1,000 1,000  1,000

(5)関係会社出資金   28,000 4,173,663  1,209,946

(6)関係会社長期貸付金   366,782 1,653,782  456,782

(7)敷金及び保証金   197,131 334,110  308,132

(8)そ の 他   7,699 960,264  794,221

投資その他の資産合計   13,611,017 29.1 19,012,771 19.0  17,767,141 22.0

固定資産合計   14,669,394 31.4 20,210,768 20.2  19,000,048 23.6

資 産 合 計   46,773,570 100.0 100,259,034 100.0  80,695,057 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年11月30日現在） 

当中間会計期間末 

（平成18年11月30日現在） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年5月31日現在） 科 目 
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.買 掛 金   455,569 363,819  372,255

2.短 期 借 入 金 ※1  12,002,000 48,975,345  34,772,060

3.１年内返済長期借入金 ※1  2,123,360 16,186,551  5,304,801

4.コマーシャルペーパー   900,000 3,900,000  900,000

5.１年内償還社債   2,108,000 ―  610,000

6.未 払 金   119,623 73,841  218,285

7.未 払 法 人 税 等   788,953 709,954  1,335,631

8.賞 与 引 当 金   71,316 58,971  104,390

9.そ の 他   335,977 788,071  688,059

流動負債合計   18,904,802 40.4 71,056,556 70.9  44,305,484 54.9

Ⅱ固 定 負 債    

1.社 債   3,600,000 2,600,000  2,600,000

2.長 期 借 入 金 ※1  7,794,675 6,137,680  15,181,289

3.繰 延 税 金 負 債   627,018 552,188  586,429

4.預 り 保 証 金   1,323,589 2,072,537  1,911,692

5.そ の 他   25,313 9,094  14,041

固定負債合計   13,370,597 28.6 11,371,502 11.3  20,293,452 25.2

負 債 合 計   32,275,399 69.0 82,428,058 82.2  64,598,937 80.1

（資本の部）    

Ⅰ資 本 金   4,223,324 9.0 ― ―  ― ―

Ⅱ資 本 剰 余 金    

1.資 本 準 備 金  4,285,837 ― ― 

資本剰余金合計   4,285,837 9.2 ― ―  ― ―

Ⅲ利 益 剰 余 金    

1.利 益 準 備 金  1,500 ― ― 

2.中間(当期)未処分利益  5,070,917 ― ― 

利益剰余金合計   5,072,417 10.8 ― ―  ― ―

Ⅳその他有価証券評価差額金   916,591 2.0 ― ―  ― ―

資 本 合 計   14,498,171 31.0 ― ―  ― ―

負 債 資 本 合 計   46,773,570 100.0 ― ―  ― ―

（純資産の部）    

Ⅰ株 主 資 本    

1.資 本 金   ― ― 4,301,259 4.3  4,231,540 5.3

2.資 本 剰 余 金    

(1)資 本 準 備 金  ― 4,363,771 4,294,054 

資本剰余金合計   ― ― 4,363,771 4.4  4,294,054 5.3

3.利 益 剰 余 金    

(1)利 益 準 備 金  ― 1,500 1,500 

(2)その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  ― 9,032,747  6,709,254 

利益剰余金合計   ― ― 9,034,247 9.0  6,710,754 8.3
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前中間会計期間末 

（平成17年11月30日現在） 

当中間会計期間末 

（平成18年11月30日現在） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年5月31日現在） 科 目 
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

(％)

4.自 己 株 式   ― ― △677,650 △0.7  ― ―

株主資本合計   ― ― 17,021,628 17.0  15,236,349 18.9

Ⅱ評価・換算差額等    

1.その他有価証券評価差額金   ― ― 809,347 0.8  859,770 1.0

評価・換算差額等合計   ― ― 809,347 0.8  859,770 1.0

純 資 産 合 計   ― ― 17,830,975 17.8  16,096,120 19.9

負 債 純 資 産 合 計   ― ― 100,259,034 100.0  80,695,057 100.0
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(2)中間損益計算書 

前中間会計期間 

(自 平成 17年 6月 1日 

  至 平成 17年11月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成 18年 6月 1日 

  至 平成 18年11月30日) 

前事業年度の要約損益計算書

(自 平成 17年 6月 1日 

  至 平成 18年 5月31日) 科 目 
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   8,427,633 100.0 9,862,503 100.0  19,640,755 100.0

Ⅱ売 上 原 価   5,498,812 65.2 5,326,362 54.0  12,239,448 62.3

売 上 総 利 益   2,928,820 34.8 4,536,141 46.0  7,401,307 37.7

Ⅲ販売費及び一般管理費   896,215 10.6 1,396,183 14.2  2,261,525 11.5

営 業 利 益   2,032,605 24.2 3,139,958 31.8  5,139,781 26.2

Ⅳ営 業 外 収 益 ※1  627,244 7.4 1,281,582 13.0  663,277 3.4

Ⅴ営 業 外 費 用 ※2  427,721 5.1 1,058,969 10.7  1,010,562 5.2

経 常 利 益   2,232,128 26.5 3,362,571 34.1  4,792,496 24.4

Ⅵ特 別 利 益 ※3  599,423 7.1 396,022 4.0  850,155 4.3

Ⅶ特 別 損 失   2,562 0.0 ― ―  2,762 0.0

税引前中間(当期)純利益   2,828,989 33.6 3,758,593 38.1  5,639,889 28.7

法人税、住民税及び事業税  909,509 985,456 2,233,204 

法 人 税 等 調 整 額  26,410 935,919 11.1 113,918 1,099,374 11.1 △124,723 2,108,481 10.7

中間(当期)純利益   1,893,070 22.5 2,659,218 27.0  3,531,407 18.0

前 期 繰 越 利 益   3,177,847 ―  ―

中間(当期)未処分利益   5,070,917 ―  ―
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(3)中間株主資本等変動計算書 

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

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金
    

資本金 
資本準備金 利益準備金

繰越 

利益剰余金

利益剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年5月31日残高（千円） 4,231,540 4,294,054 1,500 6,709,254 6,710,754 ― 15,236,349

中間会計期間中の変動額    

新株の発行（新株予約権の行使） 69,718 69,717 ― ― ― ― 139,436

剰余金の配当 ― ― ― △335,726 △335,726 ― △335,726

中間純利益 ― ― ― 2,659,218 2,659,218 ― 2,659,218

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △677,650 △677,650

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額） 
― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計（千円） 69,718 69,717 ― 2,323,492 2,323,492 △677,650 1,785,278

平成18年11月30日残高（千円） 4,301,259 4,363,771 1,500 9,032,747 9,034,247 △677,650 17,021,628

 

評価・換算 

差額等 

    その他 

有価証券 

評価差額金 

純資産合計

平成18年5月31日残高（千円） 859,770 16,096,120

中間会計期間中の変動額  

新株の発行（新株予約権の行使） ― 139,436

剰余金の配当 ― △335,726

中間純利益 ― 2,659,218

自己株式の取得 ― △677,650

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額） 
△50,422 △50,422

中間会計期間中の変動額合計（千円） △50,422 1,734,855

平成18年11月30日残高（千円） 809,347 17,830,975
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前事業年度の要約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 

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 利益準備金 

繰越利益剰余金 
利益剰余金合計 

平成17年5月31日残高（千円） 4,156,835 4,219,349 1,500 3,344,663 3,346,163

事業年度中の変動額  

新株の発行（新株予約権の行使） 74,704 74,704 ― ― ―

剰余金の配当 ― ― ― △166,816 △166,816

当期純利益 ― ― ― 3,531,407 3,531,407

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計（千円） 74,704 74,704 ― 3,364,591 3,364,591

平成18年5月31日残高（千円） 4,231,540 4,294,054 1,500 6,709,254 6,710,754

 

株主資本 評価・換算差額等

    
株主資本合計 

その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成17年5月31日残高（千円） 11,722,349 1,340,065 13,062,414

事業年度中の変動額 

新株の発行（新株予約権の行使） 149,409 ― 149,409

剰余金の配当 △166,816 ― △166,816

当期純利益 3,531,407 ― 3,531,407

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
― △480,294 △480,294

事業年度中の変動額合計（千円） 3,514,000 △480,294 3,033,705

平成18年5月31日残高（千円） 15,236,349 859,770 16,096,120
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 

(自 平成 17年 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．資産の評価基準及び評価方法 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  

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）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。 

なお、投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）について

は、匿名組合の財産の持分相当額

を「投資有価証券」又は「その他

の関係会社有価証券」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」又は「その

他の関係会社有価証券」を計上し、

匿名組合の営業により獲得した損

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」又は「その他の

関係会社有価証券」に加減し、営

業者からの出資金（営業により獲

得した損益の持分相当額を含む）

の払い戻しについては、「投資有価

証券」又は「その他の関係会社有

価証券」を減額させております。 

 

 

 

 

 

 

(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 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用し

ております。 

なお、特定金外信託に含まれる

有価証券も同一の評価基準及び評

価方法によっております。 

 

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。 

なお、投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）について

は、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。組合への出資時に「投資有

価証券」を計上し、組合の営業に

より獲得した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、出資金（営業により獲

得した損益の持分相当額を含む）

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) 営業投資有価証券 

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。 

 

(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 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用し

ております。 

なお、特定金外信託に含まれる

有価証券も同一の評価基準及び評

価方法によっております。 

 

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。 

なお、投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）について

は、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。組合への出資時に「投資有

価証券」を計上し、組合の営業に

より獲得した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、出資金（営業により獲

得した損益の持分相当額を含む）

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) 営業投資有価証券 

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。 
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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) 

(2) デリバティブ 

時価法を採用しております。 

(3) たな卸資産 

販売用不動産及び仕掛販売用不動産 

個別法による原価法を採用してお

ります。 

貯蔵品   

最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

 

(3) デリバティブ 

同左 

(4) たな卸資産 

販売用不動産及び仕掛販売用不動産

同左 

 

貯蔵品 

同左 

(3) デリバティブ 

同左 

(4) たな卸資産 

販売用不動産及び仕掛販売用不動産

同左 

 

貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。ただし、

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、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物       3～38年 

工具器具及び備品 3～20年 

 

(2) 無形固定資産 

定額法によっております。ただし、

ソフトウェア（自社利用）については、

社内における見込利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。 

 

(3) 長期前払費用    

定額法を採用しております 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

 

３． ３． ３．繰延資産の処理方法 

                              (1) 新株発行費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

 

(2) 社債発行費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 
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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) 

４．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準 ４．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) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、賞与支給見込額の当中

間会計期間の負担額を計上しておりま

す。 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

(3) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(4) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、賞与支給見込額の当期

負担額を計上しております。 

 

５． ５．重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

５．重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

               外貨建金銭債権債務は、中間決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。 

 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。

 

６．リース取引の処理方法 ６．リース取引の処理方法 ６．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 

７．重要なヘッジ会計の方法 ７．重要なヘッジ会計の方法 ７．重要なヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を充たすものについ

ては、特例処理を採用しております。 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段････金利キャップ     

金利スワップ 

ヘッジ対象････借入金 

 

(3) ヘッジ方針 

金利リスクの低減ならびに金融収支

改善のため、ヘッジを行っております。 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段････同左  

 

ヘッジ対象････同左 

 

(3) ヘッジ方針 

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 

ヘッジ手段････同左  

 

ヘッジ対象････同左 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 
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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) 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎にして判断してお

ります。 

なお、特例処理の要件を充たしてい

る場合は、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 

 

８．その他中間財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

８．その他財務諸表作成の為の基本とな

る重要な事項 

８．その他財務諸表作成の為の基本とな

る重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によ

っており、控除対象外消費税等は、当

中間会計期間の費用として処理してお

ります。 

なお、固定資産に係る控除対象外消

費税等は、長期前払費用に計上し、５

年間で均等償却しております。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 営業投資の会計処理 

  当社グループが投資育成目的及び

不動産投資事業の営業目的で行う企

業投資については、営業投資目的以

外の投資とは区分して｢営業投資有

価証券｣として｢流動資産の部｣に表

示しております。また、営業投資か

ら生ずる損益は、営業損益の区分に

表示することとしております。 

 

 

(3) 立替不動産の会計処理 

当社グループで管理、運営するフ

ァンドへ移管することを目的とし

て、当社にて一時保有する不動産に

ついては、立替不動産として表示し

ております。なお、移管時に発生し

た損益は純額で売上高又は売上原価

に計上しております。 

 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によ

っており、控除対象外消費税等は、当

期の費用として処理しております。 

なお、固定資産に係る控除対象外消

費税等は、長期前払費用に計上し、５

年間で均等償却しております。 

 

 

(2) 営業投資の会計処理 

当社グループがプリンシパルイン

ベストメント事業の営業取引として

運用ノウハウ蓄積目的で行う企業投

資（営業投資）については、営業投

資目的以外の投資とは区分して｢営

業投資有価証券｣として｢流動資産の

部｣に表示しております。また、営業

投資から生ずる損益は、営業損益の

区分に表示することとしておりま

す。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

(自 平成 17年 6月 1日 

  至 平成 17年11月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成 18年 6月 1日 

  至 平成 18年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成 17年 6月 1日 

  至 平成 18年 5月31日) 

（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） 

当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準(｢固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書｣

(企業会計審議会 平成14年8月9日))

及び｢固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針｣（企業会計基準適用指針第

6号 平成15年10月31日）を適用して

おります。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

               

 

当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準(｢固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書｣(企業

会計審議会 平成14年8月9日))及び

｢固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針｣（企業会計基準適用指針第6号 

平成15年10月31日）を適用しており

ます。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

 

  （貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

               

 

当中間会計期間より、｢貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準｣（企業

会計基準第5号 平成17年12月9日）及

び｢貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針｣（企業会計基

準適用指針第8号 平成17年12月9日）

を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額

は17,830百万円であります。    

なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の中間

財務諸表等規則により作成しておりま

す。 

当事業年度より、｢貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準｣（企業会計

基準第5号 平成17年12月9日）及び｢貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針｣（企業会計基準適用

指針第8号 平成17年12月9日）を適用

しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額

は16,096百万円であります。    

なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資産

の部については、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 

 （投資事業組合等への出資の会計処理）  

 当中間会計期間より、「投資事業組合に

対する支配力基準及び影響力基準の適用

に関する実務上の取扱い」（実務対応報告

第20号 平成18年９月８日）を適用して

おります。 

これにより、従来投資その他の資産の

「投資有価証券」に含めて計上しており

ました当社の関係会社に該当することと

なった特別目的会社に対する出資

6,462,148 千円を、投資その他の資産の

「その他の関係会社有価証券」に含めて

計上しております。 
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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）  

(1) 立替不動産 

「立替不動産」は、前中間会計期間末まで、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末に

おいて資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記してお

ります。なお、前中間会計期間末の「立替不動産」の金額は

1,284,544千円であります。 

(2) 匿名組合出資金 

前中間会計期間末まで、一定の匿名組合契約上の権利は、

投資その他の資産の「匿名組合出資金」又は「関係会社匿名

組合出資金」に含めて表示しておりましたが、証券取引法及

び証券取引法施行規則の改正により、証券取引法上の有価証

券に該当するもの9,573,619千円については、投資その他の

資産の「投資有価証券」として表示し、「関係会社匿名組合

出資金」のうち証券取引法上の有価証券に該当するもの

318,580 千円については、投資その他の資産の「その他の関

係会社有価証券」として表示しております。 
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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 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 

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 11,789,158 千円 

仕掛販売用不動産 1,649,702  

立替不動産 6,047,156  

建物 611,135  

土地 210,218  

投資有価証券 675,740  

計 20,983,111  

なお、上記のうち、販売用不動産

2,401,849千円については、無担保社債

の銀行保証委託に伴う求償債務に対す

るものです。 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 8,525,000 千円 

1年以内返済長期借入金 981,387  

長期借入金 4,361,889  

計 13,868,286   

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 14,323,296 千円

仕掛販売用不動産 4,042,774  

立替不動産 30,709,362  

その他(流動資産) 1,137,255  

建物 608,532  

土地 210,218  

投資有価証券 1,292,250  

計 52,323,690  

 

 

 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 32,189,000 千円

1年以内返済長期借入金 11,262,551  

長期借入金 5,244,930  

計 48,696,482  

 

 

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 14,334,958 千円

仕掛販売用不動産 4,369,359  

立替不動産 23,832,607  

建物 617,454  

土地 210,218  

投資有価証券 2,105,841  

計 45,470,440  

 

 

 

 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 23,926,813 千円

1年以内返済長期借入金 1,598,801  

長期借入金 14,226,739  

計 39,752,353  

 

 

２ 運転資金の効率的な調達を行うた

め金融機関９行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結して

おります。これら契約に基づく当中

間会計期間末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

 
当座貸越極度額及び 
貸出ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄの総額 

26,500,000 千円 

借入実行残高 9,508,679  

差引額 16,991,320   

２ 運転資金の効率的な調達を行うた

め金融機関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。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

 
当座貸越極度額及び
貸出ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄの総額

35,150,000 千円

借入実行残高 21,080,982  

差引額 14,069,017   

２ 運転資金の効率的な調達を行うた

め金融機関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。これら契約に基づく当事業

年度末の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

 
当座貸越極度額及び 
貸出ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄの総額 

22,100,000 千円

借入実行残高 16,623,000  

差引額 5,477,000   
   

※３ 当社グループで管理・運営するファ

ンドへ移管することを目的として、当

社にて一時的に保有する不動産であり

ます。 

 

※３             

 

※３ 当社グループで管理・運営するファ

ンドへ移管することを目的として、当

社にて一時的に保有する不動産であり

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

受取配当金    610,316千円 

 

受取配当金    1,224,403千円 

 

受取配当金    627,764千円 

 

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

支払利息     215,670千円 

支払手数料    130,170 

 

支払利息     644,794千円 

支払手数料    367,021 

 

支払利息     566,381千円 

支払手数料    315,727 

 

※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券売却益  599,423千円 

 

投資有価証券売却益  396,022千円 

 

投資有価証券売却益  787,155千円 

 

４ 減価償却実施額 ４ 減価償却実施額 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産    24,317千円 

無形固定資産    12,468 

 

有形固定資産    35,910千円 

無形固定資産    18,599 

 

有形固定資産    58,492千円 

無形固定資産    28,435 

 

５            ５ 立替不動産の移管時に発生した損

益の相殺額 

５            

  25,574,159千円   
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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） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数 当中間会計期間増加株式数 当中間会計期間減少株式数 当中間会計期間末株式数

普通株式（注） － 2,000株 － 2,000株

合計 － 2,000株 － 2,000株

 （注）普通株式の自己株式数の増加2,000株は、会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得によるも

のであります。 

 

 

前事業年度（自 平成17年6月1日 至 平成18年5月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 

(自 平成 17年 6月 1日 

  至 平成 17年11月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成 18年 6月 1日 

  至 平成 18年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成 17年 6月 1日 

  至 平成 18年 5月31日) 

１．リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

１．リース物件の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 

減価償却累計

額相当額 

中間期末残高

相当額 

  （千円） （千円） （千円） 

工具器具 

及び備品 
56,412 30,280 26,132 

合計 56,412 30,280 26,132 

 
 
 取得価額

相当額 

減価償却累計

額相当額

中間期末残高

相当額 

  （千円） （千円） （千円）

車両及び

運搬具
3,994 1,152 2,841

工具器具

及び備品
43,602 27,199 16,402

合計 47,596 28,352 19,244
 

 
 取得価額 

相当額 

減価償却累

計額相当額 

期末残高

相当額 

  （千円） （千円） （千円）

車両及び

運搬具
3,994 409 3,585

工具器具

及び備品
46,568 25,735 20,832

合計 50,562 26,144 24,417

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等 

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等

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等

未経過リース料期末残高相当額  

 

 

１年内 10,183千円 

１年超 17,269千円 

 合計 27,452千円 

   

 １年内 9,877千円

１年超 12,563千円

 合計 22,441千円 

１年内 10,285千円

１年超 17,705千円

 合計 27,991千円 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び支払利息

相当額及び減損損失 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び支払利息

相当額及び減損損失 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び支払利

息相当額及び減損損失 

 支払リース料 6,522千円 

減価償却費相当額 6,071千円 

支払利息相当額 357千円 

   

 支払リース料 5,378千円

減価償却費相当額 5,173千円

支払利息相当額 255千円

  

支払リース料 12,511千円

減価償却費相当額 11,781千円

支払利息相当額 658千円

  
(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 (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

額を零とする定額法によっておりま

す。 

 

 同左 

 

同左 

 

(5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 (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。 

 

 同左 

 

 同左 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

 

（減損損失について） 

同左 

 

（減損損失について） 

同左 

 

      

 



- 61 - 

（有価証券関係） 

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

年11月30日）、及び前事業年度（自 平成17年 6月１日 至 平成18年 5月31日）において子会社株式及び関連会社株式で時価

のあるものはありません。 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

(自 平成 17年 6月 1日 

  至 平成 17年11月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成 18年 6月 1日 

  至 平成 18年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成 17年 6月 1日 

  至 平成 18年 5月31日) 

１株当たり純資産額 

86,519.57円 

１株当たり中間純利益 

11,326.19円 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 

11,261.40円 

１株当たり純資産額 

107,072.37円

１株当たり中間純利益 

15,955.73円

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 

15,882.96円

１株当たり純資産額 

95,888.43円

１株当たり当期純利益 

21,086.31円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

20,888.74円

当社は、平成17年1月20日付で株式1

株につき 2 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会計期間における

１株当たり情報については、以下のとおり

となります。 

１株当たり純資産額 68,426.68円 

１株当たり中間純利益 4,119.55円 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 

 

4,094.78円  

  

 

(注) 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)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前中間会計期間 

(自 平成 17年 6月 1日 

  至 平成 17年11月30日)

当中間会計期間 

(自 平成 18年 6月 1日 

  至 平成 18年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成 17年 6月 1日 

  至 平成 18年 5月31日)

１株当たり中間（当期）純利益  

中間（当期）純利益（千円） 1,893,070 2,659,218 3,531,407

普通株式に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 1,893,070 2,659,218 3,531,407

普通株式の期中平均株式数（株） 167,141 166,662 167,474

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益  

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数（株） 962 764 1,584

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 

平成16年8月27日及び平成

17年8月26日定時株主総会

決議によるストックオプ

ション(新株予約権) 

普通株式 2,960株 

                                        

 

 

 


