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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１９日 

 
上 場 会 社 名 株式会社ウッドフレンズ 上場取引所  ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号 ８８８６ 本社所在都道府県  愛知県 

(ＵＲＬ http://www.woodfriends.co.jp)  

代 表 者 役職名 代表取締役社長  氏名 前田 和彦 

問合せ先責任者 役職名 管理部次長    氏名 伊藤 嘉浩    ＴＥＬ(052)937－0198 

決算取締役会開催日  平成１９年１月１９日  

米国会計基準採用の有無  有 ・ ○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                                 (百万円未満切捨) 

 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   ％

8,000   （   6.5）

7,514   （  49.4）

百万円   ％

305   （  39.0）

219   （  18.8）

百万円   ％

213   （  82.4）

117   （   9.0）

18 年５月期 18,166             1,142             939             
 

 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 

 

18 年 11 月中間期 

17 年 11 月中間期 

百万円   ％

172   （ 376.9）

36   （   0.3）

円  銭

11,654   66  

9,776   37  

円 銭

――― 

――― 

18 年５月期 482             130,489   44  ――― 
(注) 1. 持分法投資損益    18 年 11 月中間期 ― 百万円 17 年 11 月中間期 ― 百万円 18 年５月期 ― 百万円

 2. 期中平均株式数(連結) 18 年 11 月中間期 14,800 株 17 年 11 月中間期  3,700 株 18 年５月期  3,700 株

 3. 会計処理の方法の変更  有 ・ ○無  

 4. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 
5. 平成 18 年６月１日をもって１株につき４株の割合で株式分割を実施しております。なお、17 年 11 月中間期

及び 18 年５月期の１株当たり当期純利益は、株式分割前の株式数により算定しております。 
 
(2) 連結財政状態 

 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 

15,193      

12,868      

百万円

2,458     

1,937     

％ 

16.2     

15.1     

円  銭

166,107   32  

523,532   32  

18 年５月期 12,798      2,374     18.6     641,674   82  
(注) 1. 期末発行済株式数(連結) 18 年 11 月中間期 14,800 株 17 年 11 月中間期 3,700 株 18 年５月期 3,700 株 

 
2. 平成 18 年６月１日をもって１株につき４株の割合で株式分割を実施しております。なお、17 年 11 月中間期

及び 18 年５月期の１株当たり純資産は、株式分割前の株式数により算定しております。 
 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 営 業 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

18 年 11 月中間期 

17 年 11 月中間期 

百万円 

△1,986      

△224      

百万円

△689     

603     

百万円 

2,183      

△229      

百万円

967     

996     

18 年５月期 1,220      896     △1,502      1,460     
 
(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  4 社  持分法適用非連結子会社数  ― 社  持分法適用関連会社数 ― 社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結(新規) ― 社   (除外) ― 社   持分法(新規) ― 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 

 

通 期 

百万円

21,646     

百万円

1,004     

百万円

537     

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）36,283 円 78 銭 

(注)  平成 19 年５月期の連結業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多
分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、業況の変化などにより業績予想と大きく
異なる可能性があります。  
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１．企業集団の状況 
 当グループは、当社及び連結子会社４社で構成されます。 

 当社及び連結子会社の行っている事業内容については、以下のとおりであります。なお、当中間連結会計

期間において当グループの事業内容に重要な変更はありません。 
 

事業の種類別 
セグメントの名称 

事業内容 関連する会社名 

住宅事業 

戸建分譲住宅の企画・設計・施工・販売 
注文住宅の設計・施工 
インテリアの販売 
中古不動産の加工・販売 
その他 

当社 
株式会社Design&Construction 
株式会社FOREST NOTE 
株式会社リアルウッドマーケティング 

都市事業 収益型不動産の開発・販売・運営 
当社 
森林公園ゴルフ場運営株式会社 

 以上の当グループについて事業系統図を示すと次のとおりになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)株式会社リアルウッドマーケティングは当社分譲住宅の販売代理を行っております。 

分譲住宅の販売

株式会社

Design&Construction

当　　社

不動産

情報の提供

分譲住宅の企画・設計・
施工・販売

注文住宅の設計施工

インテリアの販売

収益型不動産の
企画・開発・販売

中古不動産の

加工・販売

当グループ

家具・建材の卸売

商材開発・供給
中古不動産

リフォーム

の企画設計

株式会社FOREST NOTE

森林公園ゴルフ場運営株式会社

コンサルティング業務

得　意　先

(注)

株式会社
リアルウッドマーケティング
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２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

当グループは、「美しくあること」という経営理念のもと、住宅や商業施設などを単に箱として販売す

るのではなく、情緒や感性という切り口で創造し、不動産業や建設業というカテゴリーの既成概念に捕

われることなく、「都会・大人・理性」というキーワードに沿ってブランドマーケティングを展開し、生

活環境にさまざまな切り口でアプローチして新しい価値を提案する企業を目指しております。 

また、ビジョナリー・カンパニーの概念を導入しており、理念を共有できる適正な人材により、基本

理念を維持し適正な方向へ進むことと、エンドユーザーに対しても、当グループの基本理念を共有でき

る層をターゲットとして絞込みを行う方針であります。 

 
（２）利益配分に関する基本方針 

当グループは、株主尊重の意義の重要性を念頭に、株主への利益還元を経営の最重要課題のひとつと

捉えております。業績の動向や経営環境等を総合的に勘案し、将来の事業展開に備えて財務体質の強化

のため必要な内部留保と、株主の皆様の期待にお応えできるようなバランスの取れた還元、配当性向を

重視した配当政策を実施していく方針であります。 

具体的には、１株につき5,000円の安定配当を基本スタンスとし、業績と将来の資金需要等を総合的に

勘案の上、配当への利益配分額を最終決定していく方針であります。 

 
（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当グループでは、個人投資家層の拡大ならびに株式の流通の活性化を図るうえで、投資単位の引下げ

は経営上の重要課題と認識しております。 

当中間期においては、平成 18年６月１日をもって、１株につき４株の割合で株式分割を実施しており

ます。 

今後も投資環境の整備のため、株価水準や取引高を慎重に検討し、引き続き投資単位の適正化に留意

してまいります。 

 

（４）目標とする経営指標 

当グループは住宅事業の単一の事業構造から、多様な事業構造をもつ企業への変革を推進しておりま

す。 
これまでの事業ノウハウを生かしながら多様な事業構造の構築に努め、適切な事業ポートフォリオを

形成し、グループとしての収益性向上と財務体質の強化を両立させながら、事業運営を推進していく所

存であります。 
具体的な経営指標としては、売上高経常利益率 6％以上、自己資本比率 20％を目標としております。 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

当グループは、住宅事業では名古屋市を中心とした地域密着型の事業を展開してまいりました。今後

も地域に根ざした形での質的な向上を図り、商品力・マーケティング力を一層高めて、より高度な商品

提供を目指してまいります。 

都市事業では、戸建住宅で培った商品企画力を生かしながら更に成長スピードを加速させ、住宅事業

に並ぶ当グループの確固たる基幹事業となるよう全力をあげて取組んでまいります。 

また、都市の財産の有効利用である中古不動産再生事業、愛知県森林公園ゴルフ場施設整備等事業で

緒についたＰＦＩ事業、家具やカーテンを中心としたインテリア事業、オリジナル建材の開発、その開

発した部材を施工および設計ノウハウ付きで販売する資材流通事業等、既存事業の成長を推し進め、販

売機能をより強化・高度化させて、事業の多様化に取り組んでまいります。 

今後は、多様化する各事業のシナジーを生かしながらより付加価値の高い商品・サービスを提供する

ことで、生活環境を創造する多角的なデベロッパーへの脱皮を図ってまいります。 

 



― 4 ― 

（６）会社の対処すべき課題 

住宅業界には、短期的には分譲住宅での需要の増加が期待できる状況があるものの、少子高齢化の影

響から、業界全体としては縮小傾向が継続すると考えております。当社の主たる活動基盤である愛知県

では、他地域の同業他社の参入が相次いでおり、競争環境は一層厳しいものとなっていくと想定してお

ります。 

このような状況下において、外部環境の急速な変化に対し迅速に対応していく企業が厳しい市場環境

において評価される企業であると信じ、当社は、 

① お客様の要望や変化を見極め、お客様に妥協を強いない商品・組織づくりを目指し、新しい価値

を創造し、新しい需要を喚起する 

② 適正価格でお客様に商品を提供し、市場競争を勝ち抜くためのコスト低減を行うとともに、「品質

（デザイン・性能）」をさらに研ぎ澄ませていく 

③ 従来の住宅事業の枠組みに捕われず、柔軟に「空間」及び「環境」に対するビジネスを考え、不

動産を加工するだけではなく、利用を含めたビジネスを育成し、高いマーケティング力を有する

多角的な地域デベロッパーへの変革を一層志向する 

④ 企業の社会的責任の推進を重要な課題と認識し、品質管理や法令順守のための社内チェック体制

や牽制機能を一層強化し、真のコンプライアンス経営の確立に努める 

以上の四点を特に業務遂行上の重要課題として取り組んでまいります。 

これらの課題に対しては、スピード判断を可能にする柔軟な組織体制の構築と、時代の変化に対応可

能な高い能力を持つ人材の育成と確保によって、対応したいと考えております。 

 

（７）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 
 

（８）内部管理体制の整備・運用状況 

別途開示しております「コーポレートガバナンスに関する報告書」に記載のとおりです。 
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３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

当中間期におけるわが国経済は、金利の先高懸念や個人消費の低迷といった先行きに対する不安要素

があったものの、企業収益の改善に伴う設備投資の増加や雇用情勢の改善が継続したことなどにより、

全体として堅調に推移し、景気は緩やかながらも拡大基調が続きました。 

住宅業界におきましては、全国の新設住宅着工戸数、当グループの事業に関係の深い愛知県の一戸建

て分譲住宅の新設着工戸数ともに、堅調に推移しました。 

このような状況下、当社の主力事業であります住宅事業は、１次取得者層の旺盛な需要に支えられ、

名古屋地域を中心として販売活動を積極的に行ってまいりました。 

また都市事業では、当期販売予定の案件を確実に進めるとともに、次期以降の案件への投資活動も積

極的に行ってまいりました。 

グループ会社の状況ですが、中古不動産再生事業の株式会社Design&Constructionは、事業展開を積極

的に行い、前年同期を上回る販売を実現しました。設計・建築ノウハウとともに建材・家具の卸売を行

う株式会社FOREST NOTEは、単年度の黒字化に向けて事業を推進しております。前期に設立しました販売

子会社の株式会社リアルウッドマーケティングは、当中間期より本格的に営業を開始しました。また、

ＰＦＩ事業を行う森林公園ゴルフ場運営株式会社は、平成19年４月の営業開始に向けて、遅滞なく準備

を進めております。 

その結果、売上高は8,000,323千円(対前年同期比6.5％増)、営業利益305,607千円(対前年同期比39.0％

増)、経常利益213,487千円(対前年同期比82.4％増)、当期純利益172,488千円(対前年同期比376.9％増)

となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 

住宅事業 団塊ジュニア世代など住宅１次取得者層の需要に支えられるとともに、積極的な

販売活動を行ったことなどにより、売上高は7,049,143千円(対前年同期比14.4％増)

となり、営業利益は366,980千円(対前年同期比43.7％増)となりました。 

  

都市事業 収益型不動産１件の販売及び収益型不動産からの賃料収入並びに個別事業計画の

見直しによる物件の早期売却により、売上高は963,245千円(対前年同期比28.8％減)

となり、営業利益は111,310千円(対前年同期比13.0％増)となりました。 
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（２）財政状態 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が213,448千円(対前年同期比89.0％

増)となりましたが、たな卸資産の増加による支出が1,943,549千円(前年同期は132,843千円の収入)であ

ったことを主な要因として1,986,854千円の支出(対前年同期比785.1％増)となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、収益型不動産の売却(有形固定資産の売却)による収入が

480,484千円(対前年同期比47.4％減)に対して収益型不動産用の用地取得等(有形固定資産の取得)によ

る支出が1,114,010千円(対前年同期比273.0％増)であったため、689,037千円の支出(前年同期は603,910

千円の収入)となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産及び収益型不動産の取得のための借入による収入

が借入金の返済による支出を上回ったことにより、2,183,002千円の収入(前年同期は229,228千円の支

出)となりました。 

以上の結果により、現金及び現金同等物は当中間連結会計期間において492,889千円減少し、967,307

千円となりました。 

当グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 
 

 平成16年５月 平成17年５月 平成18年５月 平成19年５月中間 

自己資本比率(％) 22.0 14.3 18.6 16.2 

時価ベースの自己資本比率(％) 57.7 32.7 34.7 26.1 

債務償還年数(年) ― ― 6.6 ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) ― ― 6.0 ― 

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 

(注) １ 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。 

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

３ 平成16年５月、平成17年５月及び平成19年５月中間の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオ

につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 
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（３）事業等のリスク 
① 不動産市況及び金利動向等について 

分譲住宅は当グループの主要な商品であり、連結売上高の69.4％を占めております。分譲住宅に

おける用地取得は景気の変動や地価の動向等により影響を受けるため、連結会計年度中の用地取得

の状況により業績に変動を及ぼす可能性があります。また、用地購入資金および建築資金の大部分

を金融機関からの借入金で賄っており、有利子負債が増加する傾向があるため、金利の変動により

当グループの収益が影響を受ける可能性があります。その他、金融機関の経営方針やその金融環境

により、事業用用地の計画的購入に影響が出る可能性があります。 

② 個人消費動向について 

主力事業である住宅事業は雇用情勢、ローン金利及び地価の変動や住宅関連税制の変更等による

個人消費動向の影響を受けるため、当グループの業績が変動する可能性があります。 

③ 地域経済動向について 

当グループは、東京地区においても事業展開を行っているものの、相対的に名古屋及びその周辺

地域での事業展開が中心ですので、当地域の経済動向が業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 業績の季節的変動について 

分譲住宅においては事業の性質上季節的変動があり、上半期に比較して下半期の売上高の割合が

高くなる傾向があります。さらに、分譲住宅は売買契約成立後、顧客への引渡時に売上が計上され

るため、引渡時期により経営成績に偏りが生じる場合があります。 

⑤ 法的規制について 

当グループの事業は、住空間及び不動産に関わる分野であります。そのため、宅地建物取引業法、

建設業法、建築基準法、住宅品質確保促進法、その他多数の法令による規制を受けております。今

後、これらの規制の改廃や新たな法的規制が設けられた場合には、当グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

⑥ 情報セキュリティについて 

当グループの営業機密や顧客情報などの重要情報の管理につきましては、十分留意していく所存

でありますが、特に個人情報の紛失・漏洩等が発生した場合には、当グループの信用が損なわれる

こととなり、その後の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 小規模組織であることについて 

平成18年11月30日現在、当グループの従業員数は85名（使用人兼務役員数は含まれません。）と

組織が小さく、内部管理体制もこのような事業規模に応じたものとなっており、一部組織の責任者

を兼務等で補完しております。今後、事業規模の拡大にともない現在の体制では対処できない可能

性があります。このような事態に対処すべく、今後人員の増強や内部管理体制の一層の充実を図っ

てまいりますが、これにともない固定費の増加、損益分岐点の上昇を余儀なくされる可能性があり

ます。 
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（４）通期の見通し 
住宅業界におきましては、中長期の懸念材料はあるものの、短期的には依然として１次取得者層の需

要と当グループの主たる商圏である愛知県を中心とする地域経済の好調は継続するものと予想しており

ます。しかしながら、東海圏へは他地域から同業他社の参入が相次いでおり、競争環境は益々厳しさを

増すものと予想しております。 

このような状況下、当グループは、住宅事業、都市事業において、付加価値をエンドユーザーに認め

てもらえる商品作りを徹底し、他社との差別化を図りながら営業を推進してまいります。 

住宅事業は、当グループの事業の柱であり、引き続き積極的に販売活動を推進していく所存でありま

す。名古屋地域を主力エリアとし、過去最高となった前期の319戸を上回る販売を実現する予定でありま

す。 

都市事業は、名古屋地域及び東京地域において収益型不動産の販売を予定しており、当グループの基

幹事業としての基盤を確固たるものにするよう努力してまいります。 

以上のことから、平成19年５月期(平成18年６月１日から平成19年５月31日まで)の業績に関しまして

は、連結売上高21,646,000千円(対前年同期比19.2％増)、連結経常利益は1,004,000千円(対前年同期比

6.8％増)、連結当期純利益は537,000千円(対前年同期比11.2％増)を予定しております。 

なお、事業の種類別セグメントの売上高は次のとおりであります。 

住宅事業 16,991,000千円 (構成比78.5％) 

都市事業 4,655,000千円 (構成比21.5％) 

合計 21,646,000千円 (構成比100.0％) 
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４．中間連結財務諸表等 
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 
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   996,440   967,307   1,460,196  

２ 完成工事未収入金 
  及び売掛金 

  22,282   20,133   30,022  

３ たな卸資産 ※２  9,703,663   11,146,065   9,412,841  

４ その他   186,569   226,905   213,624  

流動資産合計   10,908,956 84.8  12,360,412 81.4  11,116,685 86.9 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 ※１          

１ 建物 ※２  308,429   353,584   306,244  

２ 土地 ※２  1,195,619   876,556   696,995 
 
 

３ 建設仮勘定 ※２  ―   1,226,402   365,670  

４ その他 ※２  183,174   13,715   14,997  

有形固定資産合計   1,687,223   2,470,258   1,383,907  

(2) 無形固定資産   9,895   41,505   44,860  

(3) 投資その他の資産   262,396   320,934   253,418  

固定資産合計   1,959,515 15.2  2,832,698 18.6  1,682,187 13.1 

資産合計   12,868,472 100.0  15,193,111 100.0  12,798,872 100.0 
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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 
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 工事未払金及び 
  買掛金 

  793,951   1,337,310   942,137  

２ １年内償還予定社債   220,000   220,000   220,000  

３ 短期借入金 ※２  6,015,950   6,680,400   6,325,300  

４ １年内返済予定 
  長期借入金 

※２  130,200   582,606   231,200  

５ 未払法人税等   63,753   43,346   391,768  

６ 未成工事受入金   152,331   357,577   156,005  

７ 賞与引当金   ―   17,692   ―  

８ 役員賞与引当金   ―   ―   20,000  

９ 完成工事補償引当金   82,746   79,732   81,000  

10 その他   163,754   161,231   397,687  

流動負債合計   7,622,686 59.2  9,479,896 62.4  8,765,097 68.5 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債   230,000   10,000   220,000  

２ 長期借入金 ※２  2,751,700   2,853,594   1,078,600  

３ その他   325,565   391,232   360,482  

固定負債合計   3,307,265 25.7  3,254,826 21.4  1,659,082 12.9 

負債合計   10,929,952 84.9  12,734,722 83.8  10,424,180 81.4 

           

(少数株主持分)           

 少数株主持分   1,450 0.0  ― ―  ― ― 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   279,125 2.2  ― ―  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金   269,495 2.1  ― ―  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金   1,305,354 10.1  ― ―  ― ― 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  83,095 0.7  ― ―  ― ― 

資本合計   1,937,069 15.1  ― ―  ― ― 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  12,868,472 100.0  ― ―  ― ― 

           

 



― 11 ― 

 
  

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 
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   ―   279,125 1.8  279,125 2.2 

２ 資本剰余金   ―   269,495 1.8  269,495 2.1 

３ 利益剰余金   ―   1,835,681 12.1  1,751,992 13.7 

株主資本合計   ―   2,384,301 15.7  2,300,612 18.0 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ―   74,086   73,584  

評価・換算差額等 
合計 

  ―   74,086 0.5  73,584 0.6 

Ⅲ 少数株主持分   ―   ― ―  495 0.0 

純資産合計   ―   2,458,388 16.2  2,374,692 18.6 

負債・純資産合計   ― ―  15,193,111 100.0  12,798,872 100.0 
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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 
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   7,514,057 100.0  8,000,323 100.0  18,166,937 100.0 

Ⅱ 売上原価   6,550,456 87.2  6,872,029 85.9  15,429,334 84.9 

売上総利益   963,600 12.8  1,128,293 14.1  2,737,602 15.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費           

１ 給与手当  190,603   197,081   445,702   

２ 賞与引当金繰入額  ―   17,692   ―   

３ 販売手数料  64,116   94,957   134,236   

４ 広告宣伝費  141,554   154,246   314,927   

５ 完成工事補償引当金 
  繰入額 

 39,800   33,900   62,449   

６ その他  307,704 743,778 9.9 324,808 822,686 10.3 638,124 1,595,440 8.8 

営業利益   219,821 2.9  305,607 3.8  1,142,161 6.3 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  8   52   16   

２ 受取配当金  428   847   453   

３ 受取手数料  5,706   983   11,064   

４ 解約違約金収入  ―   3,300   ―   

５ 不動産取得税還付金  ―   1,794   ―   

６ その他の営業外収益  4,143 10,287 0.1 2,804 9,782 0.1 7,324 18,859 0.1 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  106,505   99,134   203,838   

２ その他の営業外費用  6,568 113,073 1.4 2,767 101,902 1.2 17,366 221,204 1.2 

経常利益   117,035 1.6  213,487 2.7  939,817 5.2 

Ⅵ 特別損失           

１ 固定資産除却損 ※２ 4,118 4,118 0.1 39 39 0.0 47,210 47,210 0.3 

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  112,916 1.5  213,448 2.7  892,606 4.9 

法人税、住民税 
及び事業税 

 61,779   40,818   446,871   

法人税等調整額  15,888 77,667 1.0 635 41,454 0.5 △35,197 411,673 2.2 

少数株主損失   923 0.0  495 0.0  1,878 0.0 

中間(当期)純利益   36,172 0.5  172,488 2.2  482,810 2.7 
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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   269,495 

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末) 
  残高 

  269,495 

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,346,281 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

  中間純利益  36,172 36,172 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１ 配当金  66,600  

２ 役員賞与  10,500 77,100 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 
  残高 

  1,305,354 
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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) 

 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年５月31日残高(千円) 279,125 269,495 1,751,992 2,300,612 

中間連結会計期間中の変動額     

 剰余金の配当 ― ― △88,800 △88,800 

 中間純利益 ― ― 172,488 172,488 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― 83,688 83,688 

平成18年11月30日残高(千円) 279,125 269,495 1,835,681 2,384,301 

 
 評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等合計 
少数株主持分 

平成18年５月31日残高(千円) 73,584 73,584 495 

中間連結会計期間中の変動額    

 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) 

502 502 △495 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

502 502 △495 

平成18年11月30日残高(千円) 74,086 74,086 ― 
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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) 

 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成17年５月31日残高(千円) 279,125 269,495 1,346,281 1,894,901 

連結会計年度中の変動額     

 剰余金の配当 ― ― △66,600 △66,600 

 役員賞与の支給 ― ― △10,500 △10,500 

 当期純利益 ― ― 482,810 482,810 

連結会計年度中の変動額合計(千円) ― ― 405,710 405,710 

平成18年５月31日残高(千円) 279,125 269,495 1,751,992 2,300,612 

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等合計 
少数株主持分 

平成17年５月31日残高(千円) 38,782 38,782 △9,626 

連結会計年度中の変動額    

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

34,801 34,801 10,121 

連結会計年度中の変動額合計(千円) 34,801 34,801 10,121 

平成18年５月31日残高(千円) 73,584 73,584 495 
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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 
(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 

 112,916 213,448 892,606 

２ 減価償却費  25,395 23,564 51,093 

３ 連結調整勘定償却額  9,707 ― 9,707 

４ 完成工事補償引当金の 
  増減額 

 520 △1,267 △1,226 

５ 賞与引当金の増減額  ― 17,692 △25,000 

６ 役員賞与引当金の増減額  ― △20,000 20,000 

７ 受取利息及び受取配当金  △436 △900 △470 

８ 支払利息  106,505 99,134 203,838 

９ 売上債権の増減額  1,413 9,889 △6,326 

10 たな卸資産の増減額  132,843 △1,943,549 423,665 

11 前渡金の増減額  25,599 △38,503 48,208 

12 未収入金の増減額  4,842 2,194 71,001 

13 仕入債務の増減額  △465,097 137,853 △316,910 

14 未成工事受入金の増減額  40,303 201,572 43,977 

15 未払金の増減額  1,660 △6,566 △24,391 

16 未払費用の増減額  △4,081 △65,768 59,941 

17 預り金の増減額  △2,896 △10,661 △1,487 

18 預り保証金の増減額  △11,716 30,749 23,200 

19 役員賞与の支払額  △10,500 ― △10,500 

20 その他  89,931 △148,261 197,378 

小計  56,911 △1,499,379 1,658,307 

21 利息及び配当金の受取額  436 900 470 

22 利息の支払額  △106,505 △99,134 △203,838 

23 法人税等の支払額  △175,331 △389,240 △234,588 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △224,488 △1,986,854 1,220,349 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

    

１ 投資有価証券の取得 
による支出 

 ― △10,000 ― 

２ 連結の範囲の変更を 
伴わない子会社株式の 
取得による支出 

 △10,007 ― △10,007 

３ 有形固定資産 
の取得による支出 

 △298,655 △1,114,010 △2,035,707 

４ 有形固定資産 
の売却による収入 

※２ 912,883 480,484 2,955,776 

５ 無形固定資産 
の取得による支出 

 △1,890 △41,024 △1,890 

６ 保証金の支払による支出  △1,607 △4,231 △7,752 

７ その他  3,186 △256 △4,256 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 603,910 △689,037 896,163 
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

    

１ 短期借入れによる収入  4,832,000 5,218,850 10,391,750 

２ 短期借入金の 
返済による支出 

 △5,176,500 △4,863,750 △10,426,900 

３ 長期借入れによる収入  650,000 2,521,400 1,819,000 

４ 長期借入金の 
返済による支出 

 △458,585 △395,000 △3,199,685 

５ 社債の償還による支出  △10,000 △210,000 △20,000 

６ 配当金の支払額  △66,143 △88,497 △66,728 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △229,228 2,183,002 △1,502,563 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 ― ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増減額 

 150,193 △492,889 613,949 

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 846,247 1,460,196 846,247 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 996,440 967,307 1,460,196 

     



― 18 ― 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

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 

  子会社はすべて連結しておりま

す。 

連結子会社 
の数 

３社
 

連結子会社 
の名称 
 

株式会社 
Design& 
Construction 

 株式会社FOREST NOTE 

 
森林公園ゴルフ 
場運営株式会社 

  株式会社ＩＺＭは、平成17年９

月１日付けで株式会社FOREST 

NOTEに社名変更しております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

  子会社はすべて連結しておりま

す。 

連結子会社 
の数 

４社
 

連結子会社 
の名称 
 

株式会社 
Design& 
Construction 

 株式会社FOREST NOTE 

 
森林公園ゴルフ 
場運営株式会社 

 
株式会社 
リアルウッド 
マーケティング 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

  子会社はすべて連結しておりま

す。 

連結子会社 
の数 

４社
 

連結子会社 
の名称 
 

株式会社 
Design& 
Construction 

 株式会社FOREST NOTE 

 
森林公園ゴルフ 
場運営株式会社 

 
株式会社 
リアルウッド 
マーケティング 

  株式会社ＩＺＭは、平成17年９

月１日付けで株式会社FOREST 

NOTEに社名変更しております。 

  株式会社リアルウッドマーケテ

ィングは、当連結会計年度にお

いて新たに設立したため、当連

結会計年度より連結の範囲に含

めております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

  持分法適用会社はありません。 

  非連結子会社及び関連会社がな

いため、該当事項はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

同左 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

  連結子会社のうち、森林公園ゴ

ルフ場運営株式会社の中間決算

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

っては、同日現在の中間財務諸

表を使用し、中間連結決算日と

の間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っ

ております。 

  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。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

同左 

３ 連結子会社の決算日等に関する

事項 

  連結子会社のうち、森林公園ゴ

ルフ場運営株式会社の決算日は

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。 

  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。 

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) 

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) 

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 

      連結会計年度末日の市

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) 

     時価のないもの 

      移動平均法による原価

法 

     時価のないもの 

同左 

     時価のないもの 

同左 



― 19 ― 

 
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 たな卸資産 

ａ 販売用土地・販売用建

物・未成工事支出金 

 個別法による原価法 

ｂ 商品・材料 

 主として月次移動平均法

による原価法 
 

  ② たな卸資産 

ａ 販売用土地・販売用建

物・未成工事支出金 

同左 

ｂ 商品・材料 

同左 

  ② たな卸資産 

ａ 販売用土地・販売用建

物・未成工事支出金 

同左 

ｂ 商品・材料 

同左 

 (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 

    定率法により償却しており

ます。ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物

(附属設備を除く)について

は、定額法を採用しており

ます。 

    なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に

規定する方法と同一の基準

によっております。 

 (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 

同左 

 (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 

同左 

  ② 無形固定資産 

    ソフトウェア(自社利用)に

ついては、社内における利

用可能期間(５年)に基づく

定額法によっております。 

  ② 無形固定資産 

同左 

  ② 無形固定資産 

同左 

  ③ 長期前払費用 

    均等償却によっておりま

す。 

  ③ 長期前払費用 

同左 

  ③ 長期前払費用 

同左 

――― ―――  (3) 重要な繰延資産の処理方法 

   創立費は、支出時に全額費用

として処理する方法によって

おります。 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

  ① 完成工事補償引当金 

    引渡済建物の瑕疵担保責任

に基づく補償費の支出に備

えるため、過去２年間の実

績を基礎に、将来の補償を

加味した金額を計上してお

ります。 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

  ① 完成工事補償引当金 

同左 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

  ① 完成工事補償引当金 

同左 

―――   ② 賞与引当金 

    従業員に対する賞与の支給

に充てるため、支給見込額

に基づき当期に見合う分を

計上しております。 

――― 

――― ―――   ③ 役員賞与引当金 

    役員に対する賞与の支給に

充てるため、支給見込額に

基づき当期に見合う分を計

上しております。 
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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) 

 (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) 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 

   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、税抜方式を採用して

おります。 

   なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は相殺のうえ、流動

負債の「その他」に計上して

おります。 

   また、控除対象外消費税等に

ついては、販売費及び一般管

理費に計上しております。 

 (6) 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 

   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、税抜方式を採用して

おります。 

   なお、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」に計上して

おります。 

   また、控除対象外消費税等に

ついては、販売費及び一般管

理費に計上しております。 

 (6) 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 

   消費税等の会計処理 

   税抜方式によっており、控除

対象外消費税等については、

販売費及び一般管理費に計上

しております。 

５ 中間連結キャッシュ・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カ月以内に償

還期限の到来する短期投資から

なります。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

  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カ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなり

ます。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間連結会計期間から「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。 

 これに伴う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。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――― ――― (役員賞与に関する会計基準) 

 当連結会計年度から「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第４号)を適用しておりま

す。 

 これにより、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益が、

20,000千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

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等) 

 当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用

指針」(企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用

指針第８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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は2,374,196千円

であります。 

 連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結貸借

対照表の純資産の部については、

改正後の連結財務諸表規則により

作成しております。 
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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において、前中間連結会計期間の固

定資産の「その他」に含めて表示しておりました「建設

仮勘定」(前中間連結会計期間170,336千円)は、総資産の

百分の五を超えたため、当中間連結会計期間において区

分掲記することとしました。 

 
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 

205,576千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

167,397千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

153,023千円 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務 

 (1) 担保に供している資産 

勘定科目 金額(千円) 

たな卸資産 7,657,124 

建物 221,081 

土地 1,196,446 

有形固定資産 
「その他」 
(建設仮勘定) 

154,828 

合計 9,229,481 

  

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務 

 (1) 担保に供している資産 

勘定科目 金額(千円) 

たな卸資産 8,539,649 

建物 211,813 

土地 619,627 

建設仮勘定 32,574 

合計 9,403,665 

  

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務 

 (1) 担保に供している資産 

勘定科目 金額(千円) 

たな卸資産 7,164,788 

建物 215,887 

土地 675,618 

有形固定資産 
「その他」 
(建設仮勘定) 

9,491 

合計 8,065,786 

  
 (2) 対応する債務 

勘定科目 金額(千円) 

短期借入金 5,240,450 

１年内返済予定 
長期借入金 

30,000 

長期借入金 1,975,500 

合計 7,245,950 

  

 (2) 対応する債務 

勘定科目 金額(千円) 

短期借入金 5,811,650 

１年内返済予定 
長期借入金 

445,000 

長期借入金 1,847,200 

合計 8,103,850 

  

 (2) 対応する債務 

勘定科目 金額(千円) 

短期借入金 5,968,200 

１年内返済予定 
長期借入金 

131,200 

長期借入金 612,500 

合計 6,711,700 
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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 過去１年間の売上高 

   当グループの売上高は、上半

期に比べて下半期に完成する

工事の割合が大きいため、連

結会計年度の上半期の売上高

と下半期の売上高に著しい相

違があり、上半期と下半期の

業績に季節的変動がありま

す。 

   当中間連結会計期間末にいた

る１年間の売上高は次のとお

りであります。 

前連結会計年度 
の下半期 

7,545,245千円

当中間連結 
会計期間 

7,514,057千円

合計 15,059,303千円
 

 １ 過去１年間の売上高 

   当グループの売上高は、上半

期に比べて下半期に完成する

工事の割合が大きいため、連

結会計年度の上半期の売上高

と下半期の売上高に著しい相

違があり、上半期と下半期の

業績に季節的変動がありま

す。 

   当中間連結会計期間末にいた

る１年間の売上高は次のとお

りであります。 

前連結会計年度 
の下半期 

10,652,879千円

当中間連結 
会計期間 

8,000,323千円

合計 18,653,203千円
 

――― 

※２ 固定資産除却損の内訳 
投資その他の資産 
(その他) 

3,816千円

撤去費用 302千円

合計 4,118千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳 

有形固定資産(その他) 39千円

合計 39千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳 

建物 36,744千円

投資その他の資産 
(その他) 

3,816千円

有形固定資産(その他) 877千円

撤去費用 5,772千円

合計 47,210千円
 

 

(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 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 

 
前連結会計年度末 

株式数(株) 
当中間連結会計期間 
増加株式数(株) 

当中間連結会計期間 
減少株式数(株) 

当中間連結会計期間 
株式数(株) 

発行済株式     

 普通株式 3,700 11,100 ― 14,800 

合計 3,700 11,100 ― 14,800 

(変動事由の概要) 

株式分割による増加 11,100株 

 
２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
１株当たり配当額 

(円) 
基準日 効力発生日 

平成18年８月29日 
定時株主総会 

普通株式 88,800 24,000 
平成18年 
５月31日 

平成18年 
８月30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翌中間連結会計期間後となるも

の 

該当事項はありません。 
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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 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 

 
前連結会計年度末 

株式数(株) 
当連結会計年度 
増加株式数(株) 

当連結会計年度 
減少株式数(株) 

当連結会計年度末 
株式数(株) 

発行済株式     

 普通株式 3,700 ― ― 3,700 

合計 3,700 ― ― 3,700 

 
２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
１株当たり配当額 

(円) 
基準日 効力発生日 

平成17年８月26日 
定時株主総会 

普通株式 66,600 18,000 
平成17年 
５月31日 

平成17年 
８月29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期となるもの 

 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
配当の原資 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年８月29日 
定時株主総会 

普通株式 88,800 利益剰余金 24,000 
平成18年 
５月31日 

平成18年 
８月30日 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

 １ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係 

(平成17年11月30日現在) 

現金及び預金勘定 996,440 千円

現金及び 

現金同等物 
996,440 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 

(平成18年11月30日現在) 

現金及び預金勘定 967,307 千円

現金及び 

現金同等物 
967,307 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 

(平成18年５月31日現在) 

現金及び預金勘定 1,460,196 千円

現金及び 

現金同等物 
1,460,196 千円

 

※２ 都市事業に関わる収益型不動

産につき、取得時に有形固定

資産として計上した物件のう

ち、当中間連結会計期間中に

売却した物件に係る取得原価

部分を、取得による支出と対

比するために投資活動による

キャッシュ・フローとして表

示しております。 

※２     同左 ※２ 都市事業に関わる収益型不動

産につき、取得時に有形固定

資産として計上した物件のう

ち、当連結会計年度中に売却

した物件に係る取得原価部分

を、取得による支出と対比す

るために投資活動によるキャ

ッシュ・フローとして表示し

ております。 

―――  ３ 重要な非資金取引の内容 

たな卸資産(販売用土地)か

ら有形固定資産(土地)へ

210,324千円振り替えており

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) 

 

 
住宅事業 
(千円) 

都市事業 
(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 

6,161,066 1,352,990 7,514,057 ― 7,514,057 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 6,161,066 1,352,990 7,514,057 ― 7,514,057 

  営業費用 5,905,653 1,254,442 7,160,096 134,139 7,294,235 

  営業利益 255,413 98,548 353,961 (134,139) 219,821 

(注) １ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な商品 

 (1) 住宅事業‥‥‥戸建分譲住宅の企画・設計・施工・販売、注文住宅の設計・施工、戸建住宅用地の販売、

中古不動産の加工・販売 

 (2) 都市事業‥‥‥収益型不動産の企画・販売、収益型不動産の賃貸運営、収益物件用地の販売 

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(134,139千円)の主なものは、親会社の管理

部門等に係る費用であります。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 

 

 
住宅事業 
(千円) 

都市事業 
(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 

7,037,077 963,245 8,000,323 ― 8,000,323 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

12,066 ― 12,066 (12,066) ― 

計 7,049,143 963,245 8,012,389 (12,066) 8,000,323 

  営業費用 6,682,162 851,935 7,534,098 160,617 7,694,715 

  営業利益 366,980 111,310 478,290 (172,683) 305,607 

(注) １ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な商品 

 (1) 住宅事業‥‥‥戸建分譲住宅の企画・設計・施工・販売、注文住宅の設計・施工、戸建住宅用地の販売、

中古不動産の加工・販売 

 (2) 都市事業‥‥‥収益型不動産の企画・販売、収益型不動産の賃貸運営、収益物件用地の販売 

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(176,513千円)の主なものは、親会社の管理

部門等に係る費用であります。 
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前連結会計年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

 

 
住宅事業 
(千円) 

都市事業 
(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 

13,899,587 4,267,349 18,166,937 ― 18,166,937 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

83,180 ― 83,180 (83,180) ― 

計 13,982,767 4,267,349 18,250,117 (83,180) 18,166,937 

  営業費用 13,186,705 3,590,120 16,776,825 247,949 17,024,775 

  営業利益 796,062 677,229 1,473,291 (331,129) 1,142,161 

(注) １ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な商品 

 (1) 住宅事業‥‥‥戸建分譲住宅の企画・設計・施工・販売、注文住宅の設計・施工、戸建住宅用地の販売、

中古不動産の加工・販売 

 (2) 都市事業‥‥‥収益型不動産の企画・販売、収益型不動産の賃貸運営、収益物件用地の販売 

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(327,299千円)の主なものは、親会社の管理

部門等に係る費用であります。 

４ 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、当連結会計年度より、「役員賞

与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号)を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の「消去又は全社」の営業費用は20,000

千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

 
所在地別セグメント情報 

 

前中間連結会計期間 
(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) 

在外子会社及び在外支店がないた

め、該当事項はありません。 

同左 同左 

 
海外売上高 

 

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

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) 

海外売上高がないため、該当事項は

ありません。 

同左 同左 
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(リース取引関係) 

 

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

 

(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

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) 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価 
(千円) 

連結貸借 
対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

株式 30,040 169,932 139,891 30,040 154,766 124,725 30,040 153,920 123,879 

(注) 株式の「取得原価」は、減損処理後の金額を記載しております。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、減損処理した額はありません。 

減損処理に当たっては、中間連結会計期間末(連結会計年度末)における時価が取得原価に比べ50％以上下落した

場合には全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められる額に

ついて減損処理を行っております。 

 
２ 時価評価されていない有価証券 

 

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) 

区分 
中間連結貸借 

対照表計上額(千円) 
中間連結貸借 

対照表計上額(千円) 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券    

非上場株式 4,800 14,800 4,800 

 

(デリバティブ取引関係) 

 

前中間連結会計期間末 
(平成17年11月30日) 

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) 

該当事項はありません。 当グループは、デリバティブ取引を

全く利用していないため、該当事項

はありません。 

同左 

 

(ストック・オプション等関係) 

 

 当中間連結会計期間及び前連結会計年度において該当事項はありません。 

 

 



― 28 ― 

(１株当たり情報) 

 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

  
１株当たり 

純資産額 
523,532円32銭

１株当たり 

中間純利益 
9,776円37銭 

  

  
１株当たり 

純資産額 
166,107円32銭

１株当たり 

中間純利益 
11,654円66銭

  

  
１株当たり 

純資産額 
641,674円82銭

１株当たり 

当期純利益 
130,489円44銭

  
(注)潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、新株予約権

付社債等潜在株式がないため

記載しておりません。 

(注)潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、新株予約権

付社債等潜在株式がないため

記載しておりません。 

(注)潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、新株予約権

付社債等潜在株式がないため

記載しておりません。 

 当社は、平成18年６月１日をもって

１株につき４株の割合で株式分割

を行っております。 

前期首に当該分割が行われたと仮定

した場合における(１株当たり情報)

の各数値は以下のとおりでありま

す。 

前中間連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

130,883円08銭 160,418円70銭 

１株当たり中間純利
益 

１株当たり当期純利
益 

2,444円09銭 32,622円36銭 

(注)潜在株式調整後

１株当たり中間

純利益について

は、新株予約権

付社債等潜在株

式がないため記

載しておりませ

ん。 

(注)潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益について

は、新株予約権

付社債等潜在株

式がないため記

載しておりませ

ん。 

  

 

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 
 

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) 

中間(当期)純利益 (千円) 36,172 172,488 482,810 

普通株主に帰属しない金額の内訳 
 利益処分による役員賞与金 

(千円) ― ― ― 

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) 36,172 172,488 482,810 

普通株式の期中平均株式数 (株) 3,700 14,800 3,700 
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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18年１月31日開催の取

締役会において、不動産販売を主た

る事業とする子会社の設立を決議い

たしました。その概要は次のとおり

であります。 

１ 会社名 

  株式会社リアルウッドマーケテ

ィング 

２ 主要な事業の内容 

  不動産の仲介、売買、管理、運

用及び損害保険代理業務 

３ 設立時期 

  平成18年２月 

４ 資本金 

  10,000千円 

５ 出資比率 

  100％ 

６ 取得価格 

  10,000千円 

当社は、平成18年12月29日開催の取

締役会において、株式会社フジ商会

の株式を取得し、連結子会社とする

ことを決議いたしました。その概要

は次のとおりであります。 

１ 取得目的 

  競争優位性を獲得するため、プ

ロパティマネジメント機能を

短期間で事業化するものであ

ります。 

２ 会社名 

  株式会社フジ商会 

３ 主要な事業の内容 

  清掃管理、設備管理、環境衛生

管理、マンション管理、警備業、

特定派遣業 

４ 会社の規模 

  平成18年４月期事業年度の経営

成績(自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日)及び平

成18年４月30日現在の財政状

態は下記のとおりであります。 

売上高 286,522千円 

経常利益 5,596千円 

当期純利益 5,716千円 

資本金 10,000千円 

総資産 186,092千円 

純資産 51,671千円 

５ 株式取得予定日 

  平成19年３月１日 

６ 取得株式数及び出資比率 

  12,000株 

  100％ 

７ 取得価格 

  10,008千円 

８ 取得先 

  個人株主３名 

当社は、平成18年５月８日開催の取

締役会において株式分割による新株

式の発行を行う旨の決議をしており

ます。 

当該株式分割の内容は、以下のとお

りであります。 

１ 平成18年６月１日をもって平成

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

録された株主の所有株式数を１

株につき４株の割合をもって分

割する。 

２ 分割により増加する株式数 普

通株式11,100株 

 

前期首に当該分割が行われたと仮定

した場合における(１株当たり情報)

の各数値は以下のとおりでありま

す。 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

129,944円87銭 160,418円70銭 

１株当たり当期純利
益 

１株当たり当期純利
益 

10,097円80銭 32,622円36銭 

(注)潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益について

は、新株予約権

付社債等潜在株

式がないため記

載しておりませ

ん。 

(注)潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益について

は、新株予約権

付社債等潜在株

式がないため記

載しておりませ

ん。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産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。 

 

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％) 

住宅事業 5,894,541 ＋1.1 

合計 5,894,541 ＋1.1 

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 都市事業については、事業の性質上、該当事項がないため記載しておりません。 

 
(2) 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入実績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。 

 

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同期比(％) 

都市事業 533,919 ＋91.1 

合計 533,919 ＋91.1 

(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 住宅事業については、事業の性質上、該当事項がないため記載しておりません。 

 
(3) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注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。 

 

受注高 受注残高 
事業の種類別 

セグメントの名称 
数量(戸) 金額(千円) 

前年同期比 
(％) 

数量(戸) 金額(千円) 
前年同期比

(％) 

住宅事業 158 6,114,406 △1.9 50 1,811,121 ＋33.8 

合計 158 6,114,406 △1.9 50 1,811,121 ＋33.8 

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 都市事業については、事業の性質上、該当事項がないため記載しておりません。 

 
(4) 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。 

 

事業の種類別セグメントの名称 数量(戸) 金額(千円) 前年同期比(％) 

住宅事業 149 7,037,077 ＋14.2 

都市事業 ― 963,245 △28.8 

合計 149 8,000,323 ＋6.5 

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 住宅事業の金額には中古不動産の販売分が含まれておりますが、数量には中古不動産の販売分が含まれてお

りません。 

３ 販売先は主に一般個人でありますので、主要な販売先の記載は省略いたします。 


