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１．平成19年６月中間期の連結業績（平成18年７月１日～平成18年12月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 1,744 24.4 272 699.2 207 888.7

18年６月中間期 1,402 － 34 － 21 －

18年６月期 3,325 437 399

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

19年６月中間期 112 5,173.7 6,171 21 5,841 35

18年６月中間期 2 － 544 87 － －

18年６月期 220 17,468 02 － －

（注）①持分法投資損益 19年６月中間期 －百万円 18年６月中間期 －百万円 18年６月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 19年６月中間期 18,197株 18年６月中間期 3,908株 18年６月期 12,608株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

⑤前中間連結会計期間より半期決算の開示を行っているため、18年６月中間期の対前年中間期増減率は記載しておりません。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年６月中間期 6,338 1,887 29.8 103,850 88

18年６月中間期 3,408 1,032 30.3 264,220 31

18年６月期 4,778 1,213 25.4 81,695 34

（注）期末発行済株式数（連結） 19年６月中間期 18,356株 18年６月中間期 3,908株 18年６月期 14,856株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年６月中間期 △1,730 △42 1,376 996

18年６月中間期 △9 2 247 864

18年６月期 △1,018 86 1,701 1,392

(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 ３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） １社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年６月期の連結業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 4,679 505 276

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　15,189円59銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
 

当社グループは、当社、連結子会社３社（株式会社エルエス・サービス、株式会社インサイド、株式会社セルサスコー

ポレーション）の計４社で構成されております。営業地域は京阪神地区を中心とした近畿圏及び首都圏並びに福岡を中心

とした九州を主としております。

マンション販売代理事業は、不動産デベロッパー（不動産開発事業主）が供給するファミリー向けを中心とした実需用

の新築分譲マンションを当社にて販売受託し、顧客に販売しております。

当社が販売受託した物件の売買契約締結後のローン事務や引渡業務につきましては、連結子会社の株式会社エルエス・

サービスヘ委託しております。

不動産流動化・再生事業は、当社にて事業展開を図っておりますが、大型案件については特別目的会社（ＳＰＣ）等を

利用する場合もあります。

分譲マンション関連の住宅設備備品の販売は、連結子会社の株式会社インサイドにてマンション購入者に対して行って

おります。

ＪＶデベロップメント事業は、連結子会社の株式会社セルサスコーポレーションにて他の不動産デベロッパーとマンショ

ン共同開発・分譲事業をマイナーシェアの位置付けで事業参画を行っております。

［事業系統図］

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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　（注）※１　連結子会社

　　　　※２　株式会社エルエス・サービスは、平成19年１月１日付で当社が吸収合併しております。
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２．経営方針
 

(1）会社の経営の基本方針

当社は、創業以来「お客様の声が私たちの力です」という企業理念を掲げ、マンション開発における最終段階であ

る販売活動において、住宅を購入されるお客様と住宅の供給者である不動産デベロッパーの両方のお客様に対してい

かに貢献していくかという点を行動規範に置いて事業を推進してまいりました。

今後についても、「お客様の声」を通じて収集される情報が当社にとって最も重要な経営資源であるという認識の

もと、「お客様の声を聞き続ける」姿勢をグループ全体でポリシーとして共有し、企業活動を進めてまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

当社は、将来の事業拡大と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的な配当を実施

することを基本方針とし、業績等に応じて柔軟な利益還元策を実施してまいります。

また、内部留保資金については、今後の当社の事業展開を見据えた中長期的な投資原資として、あるいは今後の経

営環境の変化に対応できる企業体質強化のための資金として有効に活用してまいります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は、当面は現状の投資単位を維持していく所存ですが、今後はできるだけ多くの投資家の方が株式市場に参加

しやすくするために、株式市況等を勘案しながら投資単位の引下げを適宜実施していく方針であります。

なお、これまで平成14年６月（４分割）、平成18年２月（３分割）に株式分割を実施しております。

(4）目標とする経営指標

当社グループは、マンション販売代理事業をコア事業としながら、不動産流動化・再生事業、住宅設備備品販売事

業、ＪＶデベロップメント事業を展開しておりますが、利益の成長性と収益性のバランスを重視する観点から、経常

利益成長率及び売上高経常利益率を目標とする経営指標とし、中期的に収益性の向上を図りながら、利益成長に努め

てまいります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、マンション販売代理事業で蓄積した販売実績、ノウハウ、信用力、ネットワーク等が有効活用で

きる周辺事業分野へ進出することにより、当社グループ全体の成長を推し進めてまいりました。

このような中期的な経営戦略に沿って、平成16年６月期より住宅設備備品販売事業及び不動産再生事業を、平成17

年６月期より不動産流動化事業を、平成18年６月度よりＪＶデベロップメント事業を開始いたしました。

今後は、マンション販売代理事業では、販売手数料収入が定率条件である場合が多いため、近畿圏市場に比べて市

場規模が大きく、住戸単価も高い首都圏市場でのシェアアップにより事業規模の拡大を図るとともに、ＪＶデベロッ

プメント事業との連携により好条件での販売代理受託を促進する等の施策により収益性の改善を進め、当社グループ

の基幹事業として一層の強化を図ってまいります。

さらに、マンション販売代理事業と新規事業である不動産流動化・再生事業、住宅設備備品販売事業及びＪＶデベ

ロップメント事業の各事業間の連携を一層深め、シナジー効果の発揮を促進することにより、各事業の強化及びグルー

プ全体の収益力を乗数的に高めることを当社グループの成長戦略として経営に努めてまいります。
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(6）会社の対処すべき課題

①収益構造の多様化

当社グループの事業は、実需用の新築分譲マンションの企画・販売代理事業が中心となっているため、不動産

デベロッパーの開発計画の進捗状況や受託物件の規模の大小等が毎期の業績に大きな影響を及ぼす可能性があり

ます。

このため、当社グループでは、マンション販売代理事業だけに留まらず、不動産流動化・再生事業、住宅設備

備品販売事業、ＪＶデベロップメント事業に進出するなど、新築分譲マンションの企画・販売代理事業にて創業

以来蓄積してきた「商品企画力」及び「販売企画力」を十二分に生かし、マンション全般に係る新規事業の取り

込みを推進しております。

今後も、マンション販売代理事業をコアとしながら、事業構造の多様化を図ることにより収益力の強化を目指

してまいります。

②首都圏市場への進出

当社グループは設立以来、京阪神地区を中心とした近畿圏並びに福岡を中心とした九州において事業展開を図っ

てまいりましたが、平成12年10月より首都圏市場へ進出いたしました。当社グループの主たる収益源である販売

手数料収入は、定率条件である場合が多く、販売した物件の価格に比例する関係にあります。

このため、今後近畿圏市場に比べて販売物件単価が高く、かつ市場規模の大きい首都圏市場にて一層営業強化

を図る方針であります。

③取引先の拡大

当社グループの業容拡大のためには、マンション販売代理事業における事業主をはじめとする取引先の新規開

拓が不可欠であると認識しております。現在において当社グループは、未取引先への取引開始勧誘を積極的に進

めており、同時に優良な取引先との取引深耕を図っております。今後も、特定の取引先へ売上が偏ることの無い

よう配慮しつつ、取引先拡大を図る方針であります。

④ 優秀な人材の確保

当社グループの主たる事業であるマンション販売代理事業を拡大していくためには、優秀な営業人員の確保が

不可欠であります。また、事業拡張を支えるため、企画部門や内部管理等の人材も充実させる必要があります。

当社グループでは、積極的に優秀な人材の採用を進め、かつ新株予約権等の適切なインセンティブ付与等によ

り、組織の活性化と社員のモチベーション向上を図るとともに、優秀な人材の定着を図る方針であります。

(7）関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針

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ございません。

(8）その他、会社の経営上の重要な事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
 

(1）経営成績

当連結中間会計期間におけるわが国の経済は、消費に弱さが見られるものの、企業収益及び雇用情勢が改善し、景

気は回復してまいりました。

当業界におきましては、地価上昇を背景とした価格先高観から、各不動産デベロッパーにて好立地物件の販売を先

送りする動きが表面化し、マンション新規販売戸数が首都圏・近畿圏でともに減少（首都圏は前年同期比11.5％減、

近畿圏は前年同期比8.8％減）いたしました。

このような環境の中、当社グループは、中核となるマンション販売代理事業において、契約件数、売上ともに前連

結中間会計期間に比べ減少いたしました。しかしながら不動産流動化・再生事業と住宅設備備品販売事業が順調に売

上増加したため、当中間連結会計期間については、売上高が1,744百万円（前期比24.4％増）、営業利益が272百万円

（前期比699.2％増）、経常利益が207百万円（前期比888.7％増）、中間純利益が112百万円（前期比5,173.7％増）と

なりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。

①マンション販売代理事業　　売上高845百万円、営業利益18百万円

マンション販売代理事業に関しては、首都圏にて大規模物件（総戸数434戸）の販売開始があったものの、不動産業

界全般として大規模物件の新規発売が減少したことにより、販売センターへの新規来場者数が弱含みで推移したため、

契約件数は861件（前期比4.0％減）、当セグメントの売上高は前期比4.5％減となりました。

また、前中間連結会計期間と比較して、未引渡住戸の増加による引渡引当て費用の増加及び東京オフィスの移転に

よる賃借料の増加等により、営業利益は前期比83.9％減となりました。

②不動産流動化・再生事業　　売上高461百万円、営業利益406百万円 

流動化事業に関しては、前連結会計年度より進めてきた大阪市北区西天満プロジェクトと西区北堀江プロジェクト

における仲介手数料及び神戸市中央区磯上通プロジェクトにおける業務受託報酬及び仲介手数料を計上いたしました。

これらの結果、当セグメントの売上高は、前期比35.7％増、営業利益は前期比691.0％増となりました。 

なお、当中間連結会計期間末の不動産流動化・再生事業のたな卸資産は、940百万円となっております。

③住宅設備備品販売事業　　売上高377百万円、営業利益35百万円

住宅設備備品販売事業に関しては、住宅設備備品の売上や、リフォームの受注売上が順調に推移したこと、さらに

モデルルームのコーディネート売上に関しても、販売対象物件の増加に伴い、堅調に増加いたしました。

これらの結果、当セグメントの売上高は、前期比112.7％増、営業利益は前期比1,177.7％増となりました。

④ＪＶデベロップメント事業　　売上高60百万円、営業利益△７百万円

前連結会計年度より、連結子会社の株式会社セルサスコーポレーションにおいて開始したＪＶデベロップメント事

業のスキームは、同社がマンション事業用地を取得もしくは確保するものの、単独で事業化するのではなく、その事

業のマジョリティ・シェアを他の不動産デベロッパーに譲渡し、ＪＶ形式でマンション分譲事業を手掛けるというも

のです。マジョリティ・シェア譲渡の代わりに、当社グループは好条件での販売代理業務受託・住宅設備備品の販売

権獲得、企画・設計業務受託を行います。

マンション分譲事業としての期待収益はシェア譲渡の比率に応じて減少いたしますが、事業リスクの分散、資金負

担の軽減、取引先デベロッパーとの関係強化、マンション販売代理事業及び住宅設備備品販売事業の業績拡大への寄

与など、当社グループとして総合的にメリットのある事業であると位置づけております。

前連結会計年度より、神戸市西区プロジェクト（総戸数254戸、ＪＶ出資比率15％）、神戸市中央区プロジェクト

（総戸数約180戸、ＪＶ出資比率35％）、神戸市東灘区プロジェクト（総戸数52戸）、京都市伏見区プロジェクト（総

戸数57戸、ＪＶ出資比率20％）及び大阪市平野区プロジェクト（総戸数約238戸、ＪＶ出資比率20％）の５プロジェク

トを開始し、また、当中間連結会計期間より、埼玉県戸田市プロジェクト（総戸数55戸、ＪＶ出資比率10％）、神戸

市西区プロジェクト（総戸数約440戸・ＪＶ出資比率10％）を開始いたしましたが、竣工は当連結会計年度の下半期以

降となるため、当セグメントの売上高は単発的な事業企画業務に係る売上を計上したに留まりました。

一方、営業費用は先行して発生していることから、営業利益は△７百万円となっております。

なお、当連結中間会計期間末のＪＶデベロップメント事業のたな卸資産は、2,439百万円となっております。
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(2）通期の見通し

「平成19年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（平成19年１月25日閣議決定）」によりますと、わが国の

経済は、世界経済の着実な回復が続く下、企業部門・家計部門ともに改善が続き、改革の加速・深化と政府・日本銀

行の一体となった取組等により、物価の安定の下での自律的・持続的な経済成長が実現すると見込まれるとあります。

当業界におきましては、平成19年は価格の相場観を形成する時期になると思われることから、首都圏・近畿圏とも

に、各不動産デベロッパーが価格動向・販売状況等を考慮しながら慎重に供給を行うと思われるものの、平成18年の

供給減の回復が見込まれ、マンション新規販売戸数は前年を上回るものと思われます。

当社グループといたしましては、主力事業であるマンション販売代理事業は年間契約件数2,000戸超を目標とし、特

に首都圏におけるシェアアップを図ってまいります。

前連結会計年度から開始いたしましたＪＶデベロップメント事業につきましては、７プロジェクトの内、６プロジェ

クトが次期以降の引渡となるため、当期は収益計上よりも広告宣伝費、モデルルーム費、支払利息等の費用支出が先

行しておりますが、マンション販売代理事業を中心に、不動産流動化・再生事業、住宅設備備品販売事業、ＪＶデベ

ロップメント事業のさらなる強化を図り、それぞれの事業を互いに連携させることで、当社グループ全体の成長を図っ

てまいります。

当期業績の見通しにつきましては、連結売上高4,679百万円、連結経常利益505百万円、連結当期純利益276百万円を

見込んでおります。

(3）財政状態

①当中間連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況

流動資産は、5,843百万円となり、前連結会計年度末の4,335百万円から1,507百万円（34.8％）の増加となりまし

た。これは積極的に事業展開を行った結果であり、主として現金及び預金が395百万円減少したものの、売掛金が

244百万円増加したこと及びたな卸資産が1,490百万円増加したことによるものであります。

固定資産は、482百万円となり、前連結会計年度末の426百万円から56百万円（13.3％）の増加となりました。こ

れは主に、不動産流動化に係るＳＰＣ向けの貸付等により長期貸付金が19百万円、東京オフィスを移転したことに

より建物付属設備が14百万円、賃借している本社事務所を増床したこと及び東京オフィスの新事務所への移転等に

より差入保証金が26百万円増加したことによるものであります。

流動負債は、2,495百万円となり、前連結会計年度末の1,739百万円から755百万円（43.4％）の増加となりました。

これは主に、たな卸資産の購入を使途とした短期借入金が709百万円増加したことによるものであります。

固定負債は、1,955百万円となり、前連結会計年度末の1,825百万円から130百万円（7.1％）の増加となりました。

これは主に、ＪＶデベロップメント事業の開始に係るマンション開発資金の調達等を目的とした長期借入金が155百

万円増加したことによるものであります。

純資産は、1,887百万円となり、前連結会計年度末の1,213百万円から674百万円（55.6％）の増加となりました。

これは主に、中間純利益を112百万円計上したこと及び新株発行による増資611百万円によるものであります。

②当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により1,730百万円の減少、

投資活動により42百万円減少、財務活動により1,376百万円増加し、当中間連結会計期間末には996百万円（前年同期

比15.3％増）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・フロー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・フロー）

営業活動の結果、減少した資金は1,730百万円（前年同期は９百万円の減少）となりました。

これは主に、たな卸資産の増加（1,490百万円）によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、減少した資金は42百万円（前年同期は２百万円の増加）となりました。 

これは主に、有価証券の取得による支出（59百万円）があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、増加した資金は1,376百万円（前年同期は247百万円の増加）となりました。 

これは主に、株式の発行による収入（606百万円）、長期借入金の純増額（125百万円）、短期借入金の純増加

（709百万円）があったことによるものであります。
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当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） － 33.2 30.3 25.4 29.8

時価ベースの自己資本比率（％） － － － － 60.1

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍）
－ － － － －

（注）１．当社は、平成18年６月中間期より中間連結財務諸表を作成しているため、平成17年６月中間期は記載しており

ません。

２．当社株式は、平成18年６月末時点では非上場であるため、平成17年６月期及び平成18年６月期の時価ベースで

の自己資本比率は記載しておりません。なお、当社は、平成18年７月５日に大阪証券取引所ニッポン・ニュー・

マーケット－「ヘラクレス」に上場いたしました。

３．時価ベースの自己資本比率、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオの算出は、以下のとおりで

あります。

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

ております。

※有利子負債は、連結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。

※利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、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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(4）事業等のリスク

当社グループの事業その他に関するリスク原因について、主なものを以下に記載しております。

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、発生の回避及び発生した場合の対処に努める所存

でありますが、予見しないリスクが発生した場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態は、著しい悪影響を

受ける可能性があります。

なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間末（平成18年12月31日）現在において判断したものであり

ます。

①景気動向・金利動向等の影響について

当社グループの事業は、景気動向、金利動向、新規供給物件動向、不動産販売価格動向、住宅税制等の影響を受け

やすく、景気見通しの悪化や大幅な金利の上昇、住宅税制の変更・改廃等の諸情勢の変化によって、新築マンション

購入者の購入意欲が衰退した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

②法的規制について

当社グループは、「国土利用計画法」「宅地建物取引業法」「建築基準法」「建築士法」「都市計画法」「住宅の

品質の確保の促進等に関する法律」「信託業法」及び「貸金業の規制等に関する法律」等の法令の他各種条例や行政

指導による規制を受けております。

これらの法的規制等が改正された場合あるいは新たな法的規制が制定された場合には、当社グループの経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。

③免許・登録について

当社グループの主要な事業活動の継続には、下表に掲げる免許・登録が前提となります。

このうち、宅地建物取引業免許につきましては、宅地建物取引業法第66条等に該当する場合に取り消されることが

あります。

また、一級建築士事務所登録につきましては、建築士法第23条の４、第26条等に該当する場合に、信託受益権販売

業登録につきましては、信託業法第89条、第102条等に該当する場合に、貸金業者登録につきましては、貸金業の規制

等に関する法律第６条に該当する場合に登録が拒否され、または取り消されることがあります。

 （免許・登録の状況）  

免許、登録等の別 会社 番号 有効期間

宅地建物取引業法免許

株式会社ライフステージ
国土交通大臣

（4）第5164号

平成18年12月28日から

平成23年12月27日まで

株式会社

セルサスコーポレーション

国土交通大臣

（1）第7374号

平成18年11月16日から

平成23年11月15日まで

一級建築士事務所登録 株式会社ライフステージ
大阪府知事

（イ）第19942号

平成14年12月19日から

平成19年12月18日まで

信託受益権販売業登録 株式会社ライフステージ
近畿財務局長

（売信）第44号

平成17年10月20日から

平成20年10月19日まで

貸金業者登録 株式会社ライフステージ
大阪府知事

（01）第12590号

平成18年６月13日から

平成21年６月12日まで

今後、これら免許・登録が取り消された場合、あるいは有効期間の更新ができなかった場合等には、当社グループ

の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
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④有利子負債について

当社グループは、マンション販売代理事業を主としており、当事業の売上となる販売手数料は、大半の事業主との

間で契約時と引渡時に50％ずつ回収する取り決めとなっております。販売期間は長期に及ぶため、引渡時の回収分に

ついては、長期間売掛債権として残る傾向があります。一方、同事業は原価・経費の大部分を人件費が占めるため、

毎月固定の支払が生じ、その支払回収条件のズレを主因として、経常的に運転資金が発生し、それを金融機関等から

の借入によって賄っております。

従いまして、総資産額に占める有利子負債の割合が高く、当社グループの業績及び財政状態は、今後の金利変動に

より影響を受ける可能性があります。

また、不動産流動化・再生事業及びＪＶデベロップメント事業については、物件取得費や建築費等事業推進のため

に資金調達が不可欠であります。手元資金で賄えない案件につきましては、個別案件毎に金融機関等に融資を打診し、

融資の了解を受けた後に各プロジェクトを進行させております。

ただし、金融政策の変化、当社の信用力の低下等により資金調達に制約を受けた場合、または既存の借入金に対し

て何らかの事由により期限の利益喪失の事由が生じた場合には、これらの事業の展開に支障が生じ、当社グループの

業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

回次 第16期中間 第17期中間 第16期

決算年月 平成18年12月 平成18年12月 平成18年６月

有利子負債残高（千円）　　　　　（Ａ） 1,533,350 3,749,690 2,934,260

 短期借入金 836,680 1,770,000 1,060,060

 一年以内返済予定長期借入金 122,980 57,320 87,170

 長期借入金 73,690 1,362,370 1,207,030

 一年以内償還予定社債 40,000 40,000 40,000

 社債 460,000 520,000 540,000

総資産額　　　　　　　　　　　　（Ｂ） 3,408,042 6,338,794 4,778,990

有利子負債依存度（％）　　　　（Ａ／Ｂ） 45.0 59.2 61.4

⑤会計基準の改正等について

当社グループの不動産流動化・再生事業においては、ＳＰＣを利用したプロジェクトを行う場合もありますが、こ

れらＳＰＣの総資産のうち、当社がＳＰＣに対して有している劣後債権に対応する部分以外については、当社グルー

プの貸借対照表から切り離されております。このため、今後会計基準の改正等により、これらＳＰＣが連結対象となっ

た場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑥マンション開発に関するリスクについて

当社グループが販売代理を受託したマンション、不動産流動化・再生事業にて取り組む物件及びＪＶデベロップメ

ント事業にて新規開発する物件の開発許認可または建築確認等の取得時期につきましては、近隣対策等に要する期間

の長期化、土壌汚染の発生及び天災その他予想し得ない事態の発生により遅れる可能性があり、この場合、当初想定

していた販売開始時期に大幅な遅れが生ずると考えられます。また、平成17年11月に発生したいわゆる「耐震強度偽

装問題」のような不動産業界全般の社会的信用を失墜させる事件・問題が起こった場合、マンション需要が減退する

可能性があります。

また、当社販売受託物件、不動産流動化・再生事業にて取り組む物件及びＪＶデベロップメント事業にて新規開発

する物件に関して、何らかの欠陥が発見された場合には、当社が紛争に巻き込まれたり、営業活動が継続できなくなっ

たりする恐れがあります。これらの内容、結果によっては、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。
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⑦マンション販売代理事業の業績変動要因について

イ　販売受託案件の中止等について

当社グループのマンション販売代理事業では、事業主から販売を委託された物件について、物件購入契約が顧客

と事業主との間で契約された時点で、契約時受取手数料及び引渡時受取手数料の金額を売上として計上しておりま

す。また、契約済未引渡しの物件について、当中間期末日後に予想される契約キャンセルによる損失に備えるため、

過去のキャンセル率を勘案し、将来の契約キャンセルに伴う損失見込み額を契約キャンセル引当金として計上して

おります。

このため、事業主の大幅な経営方針の変更または経営不振、あるいは大規模災害等の不測の事態の発生等により、

委託された物件の販売が中止もしくは大量の契約キャンセルが出た場合には、当社グループの業績及び財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。

ロ　営業活動地域について

当社グループは、事業地域を近畿圏・首都圏・九州に展開しております。当中間連結会計期間においては、当社

マンション販売代理事業の販売実績を地域別に見ると、全体の約６割が近畿圏で占められております。今後、首都

圏を中心に、近畿圏以外での営業強化を図る方針でありますが、当面の間は、近畿圏での事業割合が高いと思われ

ます。

マンション市場の販売環境は、地域間によってある程度の格差があるため、今後近畿圏におけるマンション市場

の販売環境が他のエリアに比べて著しく悪化した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。

ハ　主要受託先との取引について

当社グループでは、特定の取引先へ売上を偏らせない方針ではありますが、今後マンション販売代理事業におい

て、当社の主要な受託先が、マンション販売の外部委託に対する方針、その他当社グループとの取引方針を変更し

た場合、かかる受託先の取扱い案件が何らかの理由で減少した場合等には、当社の受注獲得が影響を受けることに

より、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑧不動産流動化及び再生事業の業績変動要因について

イ　用地買収に関するリスクについて

当社グループは、用地の仕入に際して、仲介会社や金融機関等の外部から不動産情報を入手し、立地条件、周辺

環境及び仕入価格等について事前に十分調査し、その結果を踏まえて仕入を行っております。しかし、それにも関

わらず、周辺相場の高騰により、採算価格での購入が困難になってしまう場合や、他社との競合、情報収集の遅れ・

不足等により、用地の仕入が計画どおりにならない場合、その事業用地は在庫となり、当社グループの業績及び財

政状態に影響を与える可能性があります。

ロ　ＳＰＣに対する劣後債権等に関する要因について

当社グループの不動産流動化・再生事業においては、ＳＰＣを用いたスキームを今後も利用する場合があると考

えられます。その場合、案件毎にスキームは異なるものの、劣後ローンや匿名組合出資等の劣後債権を当社が持つ

ことになると考えられます。また、事業の開始から建築確認等の許認可を取得するまでの間、ＳＰＣの金融機関等

からの借入金について、当社が債務保証を負う場合があります。その他、ＳＰＣが金融機関等から資金を調達する

までの間、当社がＳＰＣに対してつなぎ資金として資金を貸し出す場合があります。ついては、今後当社として、

不動産流動化・再生事業を拡大展開させていく過程で、劣後ローン等の資金拠出額が著しく増加した場合や、回収

不能債権が生じた場合、あるいは保証債務を履行する必要が生じた場合等には、当社グループの業績及び財政状態

に影響を与える可能性があります。

ハ　ＳＰＣスキームに関する要因について

当社グループの不動産流動化・再生事業において、事業主であるＳＰＣは、事業精算後清算されることから、当

社が事業主に代わり、契約者・入居者に対して「瑕疵担保責任」を負う場合があります。

当社グループが行う事業において、案件によっては、以上のような規定や義務が付された契約を締結する場合が

あります。それらの規定や義務を履行する必要が生じた場合やその内容によっては、当社グループの業績及び財政

状態に影響を与える可能性があります。
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⑨新規事業展開について

当社グループは、新築分譲マンションを対象とした販売代理事業を中心としてまいりましたが、平成16年２月に株

式会社インサイドを設立し、住宅設備備品販売事業へ進出いたしました。さらに、平成16年６月期に不動産再生事業

を、平成17年６月期から不動産流動化事業をそれぞれ開始しております。また、当社グループとして、マンション開

発・分譲事業による収益の拡大及びマンション販売代理事業及び住宅設備備品販売事業の受託増加を図るため、平成

18年６月期から株式会社セルサスコーポレーションにおいて、マンション分譲ＪＶ事業（注）にマイナーシェアで参

画し、デベロッパーの立場でマンション開発・分譲事業に進出することにより、ＪＶデベロップメント事業を開始い

たしました。

当社グループは、不動産関連事業を中心に、新規事業展開を検討しており、将来的には新規事業への進出あるいは

既存事業の撤退を行う可能性があります。事業内容の変更に伴って、当社グループの属する業界や当社グループの業

績に重要な影響を及ぼす可能性のある外部要因の範囲も変化する可能性があります。また、当社が取り組んでいく新

規事業は、これまで当社グループが培った経験や知識、情報もしくは取引先との関係を基礎として展開していくこと

になります。

しかしながら、当初の計画どおりに事業が進捗せず、事業成果として結実するまで時間を要する場合や、当初目論

んでいた結果が得られない可能性や、当社が損失を被る可能性があります。その場合、当社グループの業績及び財政

状態に影響を与える可能性があります。

（注）マンション分譲ＪＶ事業：大規模なマンション開発・分譲事業等で複数の企業が共同で事業を推進していく事

業形態であり、幹事会社と幹事会社に比して持分比率が低い（マイナーシェア）事

業参加企業数社にて構成されております。

⑩個人情報保護について

当社グループでは、マンション販売代理事業において、多数の個人情報を扱っております。当社グループとしては、

内部の情報管理体制の徹底により個人情報の保護に注力しておりますが、不測の事態により、個人情報が流出した場

合等には、損害賠償や当社グループの信用低下等により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。

⑪訴訟等の可能性について

当社グループの事業においては、営業活動上のトラブル等に起因した訴訟や、その他顧客から賠償請求等が発生す

る可能性があります。

当社グループは、弁護士事務所との連携を密にして対処する体制を整えておりますが、将来訴訟等が発生し、当社

グループ側の主張・予測と相違する結果となった場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。

⑫人員の確保について

当社グループにおいては、成長速度に見合った人員の確保が経営上の重要な課題となっております。当社グループ

は、各事業の連携のために不動産業における専門知識と経験を有する優秀な人材の採用、新卒社員の安定的な確保及

び人事制度の充実等による人材育成の環境整備等に積極的に取り組んでいく方針であります。

しかしながら、当社グループの求める人材が十分に確保できない場合、または現在在職している人材が流出し、必

要な人材を確保できなくなった場合、当社グループの業績及び今後の事業推進に影響を与える可能性があります。

⑬事業年度内における業績変動について

当社グループの中心事業であるマンション販売代理事業の業績は、事業主の計画・実施による販売開始時期により、

同一事業年度内において変動いたします。当社グループの上半期（７～12月）に属する８月・12月は、それぞれ夏季

休暇、年末繁忙時期に当たることから、購買活動が活発でない傾向が見られ、その影響により下半期（１～６月）の

比重が高くなる傾向があります。また、不動産流動化及び再生事業におきましては、一案件当たりの売上額が大きい

ため、売上計上時期により同事業の業績は、同一事業年度内にて変動する可能性があります。

これらの要因から、当社グループの業績は、四半期毎に比較した場合、期間業績に偏りが生じる可能性があります。

⑭重要な契約について

当社グループは、事業推進のために様々な契約を締結しております。これらの契約が当社の想定に反し、解除また

は期間満了、更新拒絶、その他何らかの事由により終了した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。
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⑮新株予約権（ストックオプション）について

当社は、当社及び当社の子会社の取締役・監査役・従業員・入社予定者に対して、経営への参画意識及び当社事業

に対する貢献意欲を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入し、インセンティブを付与しておりま

す。平成18年12月末日現在、新株予約権による潜在株式総数は1,667株であり、これら新株予約権が全て行使されたと

仮定した場合の発行済株式総数20,023株の8.33％に相当しております。当社は、役職員の士気向上、優秀な人材の確

保のために今後もストックオプション制度を継続する方針であります。現在付与しているストックオプションに加え、

今後付与される新株予約権の権利行使が行われた場合には、当社株式の価値が希薄化する可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金  864,122 996,454 132,332 1,392,335

２．売掛金  1,163,867 1,120,741 △43,125 876,611

３．販売用不動産  197,009 － △197,009 －

４．たな卸資産
※２
※３

－ 3,392,475 3,392,475 1,901,692

５．前渡金  355,126 65,759 △289,367 3,803

６．その他  265,348 268,168 2,820 161,547

貸倒引当金  △241 △494 △252 △393

流動資産合計  2,845,231 83.5 5,843,105 92.2 2,997,874 4,335,597 90.7

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１ 28,173 59,329 31,155 31,875

２．無形固定資産  10,332 8,250 △2,081 9,272

３．投資その他の資
産

 

(1）投資有価証券  419,894 251,212 258,808

(2）その他  83,069 502,963 164,091 415,304 △87,659 115,963 374,771

固定資産合計  541,469 15.9 482,884 7.6 △58,585 426,320 8.9

Ⅲ　繰延資産  21,340 0.6 12,804 0.2 △8,536 17,072 0.4

資産合計  3,408,042 100.0 6,338,794 100.0 2,930,752 4,778,990 100.0

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金  68,264 139,605 71,341 103,047

２．短期借入金 ※４ 836,680 1,770,000 933,320 1,060,060

３．一年以内返済予
定長期借入金

 122,980 57,320 △65,660 87,170

４．一年以内償還予
定社債

 40,000 40,000 － 40,000

５．賞与引当金  17,338 18,472 1,133 9,708

６．契約キャンセル
引当金

 38,277 28,626 △9,651 31,256

７．預り保証金  350,000 － △350,000 －

８．その他  224,074 441,033 216,959 408,427

流動負債合計  1,697,615 49.8 2,495,058 39.4 797,442 1,739,670 36.4

Ⅱ　固定負債  

１．社債  460,000 520,000 60,000 540,000

２．長期借入金 ※５ 73,690 1,362,370 1,288,680 1,207,030

３．その他  144,163 73,400 △70,762 78,623

固定負債合計  677,853 19.9 1,955,770 30.8 1,277,917 1,825,653 38.2

負債合計  2,375,469 69.7 4,450,829 70.2 2,075,360 3,565,324 74.6
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前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）  

Ⅰ　資本金  182,100 5.3 － － △182,100 － －

Ⅱ　資本剰余金  152,100 4.5 － － △152,100 － －

Ⅲ　利益剰余金  490,792 14.4 － － △490,792 － －

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

 207,580 6.1 － － △207,580 － －

資本合計  1,032,572 30.3 － － △1,032,572 － －

負債・資本合計  3,408,042 100.0 － － △3,408,042 － －

 

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  － － 515,461 8.1 515,461 209,561 4.4

２．資本剰余金  － － 486,560 7.7 486,560 180,660 3.8

３．利益剰余金  － － 821,191 13.0 821,191 708,896 14.8

４．自己株式  － － △45,227 △0.7 △45,227 － －

株主資本合計  － － 1,777,986 28.1 1,777,986 1,099,118 23.0

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券
評価差額金

 － － 107,530 1.7 107,530 114,547 2.4

評価・換算差額等
合計

 － － 107,530 1.7 107,530 114,547 2.4

Ⅲ　新株予約権  － － 2,448 0.0 2,448 － －

純資産合計  － － 1,887,965 29.8 1,887,965 1,213,666 25.4

負債純資産合計  － － 6,338,794 100.0 6,338,794 4,778,990 100.0
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  1,402,349 100.0 1,744,976 100.0 342,627 3,325,385 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１ 924,414 65.9 871,732 50.0 △63,782 1,972,752 59.3

調整前売上総利
益

 － － 873,244 50.0 873,244 1,352,632 40.7

契約キャンセル
引当金戻入額

 － － 31,256 1.8 31,256 49,378 1.4

契約キャンセル
引当金繰入額

 － － △28,626 △1.6 △28,626 △31,256 △0.9

売上総利益  477,935 34.1 875,874 50.2 397,939 1,370,755 41.2

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※２ 443,822 31.7 603,261 34.6 159,439 933,718 28.1

営業利益  34,112 2.4 272,612 15.6 238,499 437,036 13.1

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息及び
配当金

 4,412 3,484 6,331

２．有価証券売却
益

 3,670 － 4,798

３．受取事務手数
料

 － 1,517 2,634

４．不動産賃貸収
入

 － 1,096 780

５．その他  1,320 9,403 0.7 212 6,311 0.4 △3,092 33,992 48,536 1.5

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息  7,607 12,173 15,061

２．融資関連手数
料

 － 37,571 22,738

３．株式上場関連
費用

 － 8,136 24,999

４．株式交付費  － 5,467 －

５．新株発行費  － － 273

６．社債発行費  7,150 － 8,409

７．開業費償却  4,268 4,268 8,536

８．その他  3,484 22,510 1.6 3,623 71,240 4.1 48,730 5,907 85,924 2.6

経常利益  21,006 1.5 207,682 11.9 186,676 399,648 12.0
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前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益  

１．投資有価証券
売却益

 － 325 13,059

２．貸倒引当金戻
入

 335 335 0.0 － 325 0.0 △10 343 13,402 0.4

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除却
損

※３ 41 － 41

２．固定資産売却
損

※４ － 41 0.0 8 8 0.0 △33 － 41 0.0

税金等調整前中
間（当期）純利
益

 21,300 1.5 208,000 11.9 186,699 413,010 12.4

法人税、住民税
及び事業税

 1,385 99,926 167,564

法人税等調整額  17,785 19,171 1.3 △4,221 95,705 5.5 76,533 25,212 192,776 5.8

中間（当期）純
利益

 2,129 0.2 112,294 6.4 110,165 220,233 6.6
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31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  152,100

Ⅱ　資本剰余金中間期末残高  152,100

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高  488,892

Ⅱ　利益剰余金増加高  

中間純利益  2,129 2,129

Ⅲ　利益剰余金減少高  

持分法適用会社減少に伴
う剰余金減少高

 230 230

Ⅳ　利益剰余金中間期末残高  490,792

 

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７月１日　至　平成18年12月31日）

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６月30日　残高（千円） 209,561 180,660 708,896 － 1,099,118

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 305,900 305,900   611,800

中間純利益   112,294  112,294

自己株式の取得    △45,227 △45,227

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
（千円）

305,900 305,900 112,294 △45,227 678,867

平成18年12月31日　残高（千円） 515,461 486,560 821,191 △45,227 1,777,986

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年６月30日　残高（千円） 114,547 － 1,213,666

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行   611,800

中間純利益   112,294

自己株式の取得   △45,227

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）

△7,017 2,448 △4,568

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△7,017 2,448 674,299

平成18年12月31日　残高（千円） 107,530 2,448 1,887,965
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前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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17年６月30日　残高（千円） 182,100 152,100 488,892 823,092

連結会計年度中の変動額

新株の発行（新株引受権の行使） 27,461 28,560 － 56,022

当期純利益 － － 220,233 220,233

持分法適用会社減少 － － △230 △230

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

－ － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

27,461 28,560 220,003 276,025

平成18年６月30日　残高（千円） 209,561 180,660 708,896 1,099,118

評価・換算差額等

新株引受権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成17年６月30日　残高（千円） 108,912 1,100 933,105

連結会計年度中の変動額

新株の発行（新株引受権の行使） － △1,100 54,922

当期純利益 － － 220,233

持分法適用会社減少 － － △230

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

5,634 － 5,634

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

5,634 △1,100 280,560

平成18年６月30日　残高（千円） 114,547 － 1,213,666
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(4) 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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税金等調整前中間
（当期）純利益

 21,300 208,000 186,699 413,010

減価償却費  1,494 2,802 1,308 3,293

契約キャンセル引当
金の減少額

 △11,101 △2,629 8,471 △18,122

受取利息及び受取配
当金

 △4,412 △3,484 928 △6,331

支払利息  7,607 12,173 4,565 15,061

売上債権の増減額
（増加：△）

 △282,244 △244,130 38,114 5,010

仕入債務の増加額  16,152 36,558 20,405 50,935

預り保証金の増加額  350,000 － △350,000 －

前渡金の増減額（増
加：△）

 6,740 △61,955 △68,695 358,063

販売用不動産の減少
額

 101,680 － △101,680 298,689

たな卸資産の増加額  － △1,490,783 △1,490,783 △1,901,692

その他  △80,764 △9,110 71,654 △99,386

小計  126,453 △1,552,558 △1,679,011 △881,469

利息及び配当金の受
取額

 1,387 2,607 1,219 8,416

利息の支払額  △7,780 △13,014 △5,233 △15,737

法人税等の支払額  △129,070 △167,179 △38,108 △129,653

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △9,010 △1,730,145 △1,721,135 △1,018,444

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

有価証券の取得によ
る支出

 △5,188 △59,755 △54,567 △8,149

有価証券の売却によ
る収入

 8,837 60,145 51,308 12,920

有形固定資産の取得
による支出

 △284 △19,630 △19,345 △15,904

投資有価証券の取得
による支出

 △724 △5,104 △4,380 △1,366

投資有価証券の売却
による収入

 1,060 1,204 144 19,120

貸付けによる支出  － △20,000 △20,000 △20,000

貸付金回収による収
入

 － 382 382 100,751

その他  △860 487 1,348 △1,183

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 2,839 △42,270 △45,110 86,187
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前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の純増加
額

 436,680 709,940 273,260 660,060

長期借入れによる収
入

 － 184,000 184,000 1,162,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △382,410 △58,510 323,900 △446,880

社債の発行による収
入

 292,850 － △292,850 391,590

社債の償還による支
出

 △100,000 △20,000 80,000 △120,000

株式の発行による収
入

 － 606,332 606,332 54,648

自己株式の取得によ
る支出

 － △45,227 △45,227 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 247,120 1,376,535 1,129,415 1,701,419

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額

 240,948 △395,880 △636,829 769,162

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 623,173 1,392,335 769,162 623,173

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 864,122 996,454 132,332 1,392,335
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項 　全ての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　４社

連結子会社の名称

株式会社エルエス・サービス

株式会社インサイド

株式会社セルサスコーポレー

ション

株式会社エルエス・アド

　なお、株式会社ライフステージ・

ウエストは、平成17年12月１日付で

当社が吸収合併しております。

　全ての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　３社

連結子会社の名称

株式会社エルエス・サービス

株式会社インサイド

株式会社セルサスコーポレー

ション

　また、株式会社エルエス・アドは、

平成18年8月29日付で清算結了して

おります。

　全ての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　４社

連結子会社の名称

株式会社エルエス・サービス

株式会社インサイド

株式会社セルサスコーポレー

ション

株式会社エルエス・アド

　なお、株式会社ライフステージ・

ウエストは、平成17年12月１日付で

当社が吸収合併しております。

２．持分法の適用に関する事

項

持分法適用会社

　該当事項はありません。

　なお、従来持分法会社であった

株式会社カノンアソシエイツにつ

いては、当中間連結会計期間中に

株式の一部を売却したため、持分

法の適用範囲から除外しておりま

す。

持分法適用会社

該当事項はありません。

持分法適用会社

該当事項はありません。

　なお、従来持分法会社であった

株式会社カノンアソシエイツにつ

いては、当連結会計年度中に株式

の一部を売却したため、持分法の

適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち、株式会社セル

サスコーポレーションの中間決算日

は11月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しております。ただし、

12月１日から12月31日までの期間に

発生し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。

同左 　連結子会社のうち、株式会社セル

サスコーポレーションの決算日は５

月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、

同決算日現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、６月１日から６

月30日までの期間に発生した重要な

取引については、連結上必要な調整

を行っております。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

満期保有目的の債券

―――――

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

イ　有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）を採用

しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

イ　有価証券

満期保有目的の債券

―――――

その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採

用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

ロ　たな卸資産

販売用不動産

　個別法による原価法を採用して

おります。

ロ　たな卸資産

　主として個別法による原価法を

採用しております。

ロ　たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　　５～47年

イ　有形固定資産

同左

イ　有形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

ソフトウエア

　利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。

ロ　無形固定資産

ソフトウエア

同左

ロ　無形固定資産

ソフトウエア

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

(3）重要な繰延資産の処理

方法

イ　社債発行費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

イ　社債発行費

―――――

イ　社債発行費

―――――

ロ　開業費

　連結子会社１社の開業費は、５

年間の均等償却を行っております。

ロ　開業費

同左

ロ　開業費

同左

ハ　株式交付費

―――――

ハ　株式交付費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

ハ　株式交付費

―――――

ニ　新株発行費

―――――

ニ　新株発行費

―――――

ニ　新株発行費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

(4）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

　売掛金等の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

同左

ロ　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、当中間連結会計期間に

負担すべき支給見込額を計上して

おります。

ロ　賞与引当金

同左

ロ　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、当連結会計年度に負担

すべき支給見込額を計上しており

ます。

ハ　契約キャンセル引当金

　契約済未引渡の物件について、

当中間連結会計期間末後に予想さ

れる契約キャンセルによる損失に

備えるため、過去の契約キャンセ

ル率を勘案し、将来の契約キャン

セルに伴う損失見込額を計上して

おります。

ハ　契約キャンセル引当金

同左

ハ　契約キャンセル引当金

　契約済未引渡の物件について、

当連結会計年度末後に予想される

契約キャンセルによる損失に備え

るため、過去の契約キャンセル率

を勘案し、将来の契約キャンセル

に伴う損失見込額を計上しており

ます。

(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。

同左 同左

(6）重要なヘッジ会計の方

法

イ　ヘッジ会計の方法

　金利スワップの特例処理を採用

しております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

イ　ヘッジ会計の方法

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金利息

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ハ　ヘッジ方針

　金利変動リスク低減のため、対

象債務の範囲内でヘッジを行って

おります。

ハ　ヘッジ方針

同左

ハ　ヘッジ方針

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件

を満たしておりますので、有効性

の評価を省略しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

（7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項

イ　販売受託手数料収入の計上基準

　事業主から販売を委託された物

件について、物件購入契約が顧客

と事業主との間で締結された時点

で契約時受取手数料及び引渡時受

取手数料の全額を売上高に計上し

ております。

イ　販売受託手数料収入の計上基準

同左

イ　販売受託手数料収入の計上基準

同左

ロ　販売準備費用

　各販売受託物件のモデルルーム

での販売活動開始前に発生した準

備費用は、販売準備費用（流動資

産のその他）として中間連結貸借

対照表に計上した上で、物件販売

戸数に応じて費用処理することと

しております。

ロ　販売準備費用

同左

ロ　販売準備費用

　各販売受託物件のモデルルーム

での販売活動開始前に発生した準

備費用は、販売準備費用（流動資

産のその他）として連結貸借対照

表に計上したうえで、物件販売戸

数に応じて費用処理することとし

ております。

ハ

――――――

ハ　ＪＶデベロップメント事業に係

る借入金の利息支払

　ＪＶデベロップメント事業で開

発期間が長期にわたるものについ

て、正常開発期間に係る借入金の

支払利息は、たな卸資産の取得原

価に算入しております。

ハ　ＪＶデベロップメント事業に係

る借入金の利息支払

同左

ニ　消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

ニ　消費税等の会計処理

同左

ニ　消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金及び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 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

　　至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

　　至　平成18年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年７月１日

　　至　平成18年６月30日）

―――――― ―――――― （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

する額は、1,213,666千円であります。

　連結財務諸表規則の改正による連結貸借

対照表の表示に関する変更は、以下のとお

りであります。

１．前連結会計年度における「資本の部」

は、当連結会計年度から「純資産の部」

となり、「純資産の部」は「株主資本」

及び「評価・換算差額等」に分類して

表示しております。

２．前連結会計年度において独立掲記して

おりました「資本金」、「資本剰余金」

及び「利益剰余金」は、当連結会計年

度においては「株主資本」の内訳科目

として表示しております。

３．前連結会計年度において「利益剰余金」

の次に表示しておりました「その他有

価証券評価差額金」は、当連結会計年

度から「評価・換算差額等」の内訳科

目として表示しております。

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」（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。

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、「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。
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

────── （中間連結損益計算書）

１．前中間連結会計期間までは、契約キャンセル引当金の

繰入額及び戻入額は区分掲記しておりませんでしたが、

当中間連結会計期間から明瞭表示のために区分掲記し

ております。

なお、前中間連結会計期間の契約キャンセル引当金繰

入額は38,277千円、同戻入額は49,378千円であり、売

上原価に含めて表示しておりました。

２．前中間連結会計期間までは、受取事務手数料は区分掲

記しておりませんでしたが、当中間連結会計期間にお

いて営業外収入の総額の100分の10を超えたため区分掲

記しております。

 なお、前中間連結会計期間の「受取事務手数料」の金

額は462千円であります。

３．前中間連結会計期間までは、不動産賃貸収入は区分掲

記しておりませんでしたが、当中間連結会計期間にお

いて営業外収入の総額の100分の10を超えたため区分掲

記しております。

 なお、前中間連結会計期間の「不動産賃貸収入」の金

額は390千円であります。

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

────── （連結株主資本等変動計算書に関する会計基準等）

当中間連結会計期間から、「株主資本等変動計算書に関

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６号）及び「株主資本等変動計算書に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第９

号）を適用しております。

連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間か

ら「中間連結株主資本等変動計算書」を作成しております。

また、前中間連結会計期間まで作成しておりました「中

間連結剰余金計算書」は、本改正により廃止され、当中間

連結会計期間からは作成しておりません。
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（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12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度
（平成18年６月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

18,137千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

21,880千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

19,654千円であります。

※２．　　　　───── ※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産

たな卸資産 1,042,550千円 たな卸資産 710,000千円

　上記は、短期借入金1,010,000千円の担

保に供しております。

　上記は、短期借入金710,000千円の担保

に供しております。

※３．　　　　───── ※３．当中間連結会計期間末において、たな

卸資産の期末残高には、支払利息13,079

千円を含めております。

※３．当連結会計年度末において、たな卸資

産の期末残高には、支払利息3,779千円

を含めております。

※４．　　　　───── ※４．財務制限条項

（1）当社が平成18年８月22日に締結した株

式会社みずほ銀行をエージェントとす

るリボルビング・クレジット・ファシ

リティ契約（シンジケート方式・融資

枠設定金額500,000千円）については、

以下の財務制限条項が付されておりま

す。なお、財務制限条項に抵触した場

合は、本契約にかかる一切の債務につ

いて期限の利益を喪失し、直ちにそれ

らの債務を弁済しなければならないこ

とが定められております。

①当社グループの連結貸借対照表の純

資産の部の金額を平成17年６月期末

日における連結貸借対照表の資本の

部の金額の80％及び直前の決算期末

日における連結貸借対照表の純資産

の部の金額の80％のいずれか高い方

の金額以上に維持すること。

②当社の貸借対照表の純資産の部の金

額を平成17年６月期末日における貸

借対照表の資本の部の金額の80％及

び直前の決算期末日における貸借対

照表の純資産の部の金額の80％のい

ずれか高い方の金額以上に維持する

こと。

③当社グループの連結損益計算書の当

期純利益につき、２期連続して損失

を計上しないこと。

④当社の損益計算書の当期純利益につ

き、２期連続して損失を計上しない

こと。

※４．　　　　─────
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前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度
（平成18年６月30日）

（2）当社が平成18年９月20日に締結した株

式会社三井住友銀行を主幹事とするコ

ミットメントライン契約（シンジケー

ト方式・融資枠設定金額900,000千円）

については、以下の財務制限条項が付

されております。なお、財務制限条項

に抵触した場合は、本契約にかかる一

切の債務について期限の利益を喪失し、

直ちにそれらの債務を弁済しなければ

ならないことが定められております。

①各事業年度の決算期の末日における

連結貸借対照表の純資産の部の合計

金額を、直近の事業年度の決算期の

末日における連結貸借対照表の純資

産の部の合計金額の80％に相当する

金額以上に維持すること。

②各事業年度の決算期の末日における

単体の貸借対照表の純資産の部の合

計金額を、直近の事業年度の決算期

の末日における単体の貸借対照表の

純資産の部の合計金額の80％に相当

する金額以上に維持すること。

③各事業年度の決算期の末日における

連結損益計算書の経常損益を損失と

しないこと。

④各事業年度の決算期の末日における

単体の損益計算書の経常損益を損失

としないこと。

⑤各事業年度の決算期の末日における

連結損益計算書の当期損益を２期連

続で損失としないこと。

⑥各事業年度の決算期の末日における

単体の損益計算書の当期損益を２期

連続で損失としないこと。

⑦各事業年度の決算期の末日における

単体の貸借対照表の有利子負債（短

期借入金、一年以内返済予定長期借

入金、一年以内償還予定社債、長期

借入金及び社債）の合計金額を、単

体の損益計算書の営業損益、受取利

息、受取配当金及び減価償却費の合

計金額の10倍以内に維持すること。

※５．　　　　───── ※５．財務制限条項

　連結子会社の株式会社セルサスコー

ポレーションが平成18年６月２日に株

式会社三菱東京ＵＦＪ銀行と締結した

金銭消費貸借契約（借入総額340,000千

円）については、以下の財務制限条項

が付されております。なお、これに抵

触した場合は、本契約にかかる一切の

債務について期限の利益を喪失し、直

ちにそれらの債務を弁済しなければな

らないことが定められております。

①保証人である当社の損益計算書（監

査済みのもの）において、営業損益、

経常損益及び当期損益のいずれも損

失としないこと。

②保証人である当社の貸借対照表（監

査済みのもの）において、純資産の

部の金額を976,000千円以下としない

こと。

※５．財務制限条項

　連結子会社の株式会社セルサスコー

ポレーションが平成18年６月２日に株

式会社三菱東京ＵＦＪ銀行と締結した

金銭消費貸借契約（借入額210,000千

円）については、以下の財務制限条項

が付されております。なお、これに抵

触した場合は、本契約にかかる一切の

債務について期限の利益を喪失し、直

ちにそれらの債務を弁済しなければな

らないことが定められております。

①保証人である当社の損益計算書（監

査済みのもの）において、営業損益、

経常損益及び当期損益のいずれも損

失としないこと。

②保証人である当社の貸借対照表（監

査済みのもの）において、純資産の

部の金額を976,000千円以下としない

こと。
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前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度
（平成18年６月30日）

　６．債務保証

　次の会社の金融機関からの借入に対

し、債務保証を行っております。

　６．　　　　───── 　６．債務保証

　次の会社の金融機関からの借入に対

し、債務保証を行っております。

会社名 金額（千円）

有限会社ノースウエスト
アパートメント

1,445,000

会社名 金額（千円）

有限会社パークサイドア
パートメント

1,201,000

－ 28 －



（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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１．契約キャンセル引当金繰入差額

△11,101千円が売上原価に含まれてお

ります。

※１．　　　　───── ※１．　　　　─────

※２．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。

※２．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。

※２．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 56,775千円

給料手当 142,764千円

賞与引当金繰入額 7,043千円

退職給付費用 6,120千円

役員報酬 62,282千円

給料手当 187,937千円

賞与引当金繰入額 7,787千円

退職給付費用 7,040千円

役員報酬 112,566千円

給料手当 298,921千円

賞与引当金繰入額 3,889千円

退職給付費用 12,057千円

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

※３．　　　　───── ※３．固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

有形固定資産

（車輌運搬具）
41千円

有形固定資産

（その他）
41千円

※４．　　　　───── ※４．固定資産売却損の内容は次のとおりで

あります。

※４．　　　　─────

有形固定資産

（その他）
8千円
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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７月１日　至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

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末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 14,856 3,500 － 18,356

合計 14,856 3,500 － 18,356

自己株式

普通株式 － 200 － 200

合計 － 200 － 200

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加200株は、市場からの買取りによる増加であります。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

ストック・オプション

としての新株予約権
普通株式 － 380 － 380 2,448

合計 － － 380 － 380 2,448

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

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 3,908 10,948 － 14,856

合計 3,908 10,948 － 14,856

（注）普通株式の増加の内訳は、次のとおりであります。

 平成18年２月10日　株式分割（１株→３株）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,816株

 平成18年３月20日　第１回無担保新株引受権付社債に付された新株引受権の権利行使　　3,132株

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計年
度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

平成13年新株引受権 普通株式 1,042 2,090 3,132 － －

ストック・オプションと

しての新株予約権
― － － － － －

合計 ― 1,042 2,090 3,132 － －

（注）１．平成13年新株引受権の当連結会計年度増加は株式分割、減少は新株引受権の権利行使によるものであります。

２．平成14年新株予約権、平成15年新株予約権、平成17年新株予約権及び平成18年新株予約権①に関する事項は、

（ストック・オプション等）に記載しております。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

（平成17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在） （平成18年６月30日現在）

現金及び預金勘定 864,122千円

現金及び現金同等物 864,122千円

現金及び預金勘定 996,454千円

現金及び現金同等物 996,454千円

現金及び預金勘定 1,392,335千円

現金及び現金同等物 1,392,335千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額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

累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額

相当額

（千円）

中間期末

残高

相当額

（千円）

有形
固定資産

14,012 12,517 1,494

無形
固定資産

11,105 5,552 5,553

合計 25,118 18,070 7,047

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額

相当額

（千円）

中間期末

残高

相当額

（千円）

有形
固定資産

3,142 2,967 174

無形
固定資産

11,105 7,773 3,331

合計 14,247 10,741 3,506

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額

相当額

（千円）

期末残高

相当額

（千円）

有形
固定資産

9,292 8,752 539

無形
固定資産

11,105 6,663 4,442

合計 20,397 15,416 4,981

２．未経過リース料中間期末残高相当額

 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 3,661千円

１年超 3,662千円

合計 7,323千円

１年内 2,495千円

１年超 1,166千円

合計 3,662千円

１年内 2,863千円

１年超 2,324千円

合計 5,187千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 2,655千円

減価償却費相当額 2,459千円

支払利息相当額 115千円

支払リース料 1,580千円

減価償却費相当額 1,474千円

支払利息相当額 55千円

支払リース料 4,871千円

減価償却費相当額 4,525千円

支払利息相当額 195千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額の差額を利息相当額とし、各期への分

配方法については、利息法によっておりま

す。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年12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）

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

(1）株式 15,559 365,258 349,698

合計 15,559 365,258 349,698

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

非上場株式 4,636

匿名組合出資金 50,000

当中間連結会計期間末（平成18年12月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
時価

（千円）
差額

（千円）

(1）国債・地方債等 4,911 4,874 △37

合計 4,911 4,874 △37

        ２．その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（千円）

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

(1）株式 10,546 191,695 181,149

合計 10,546 191,695 181,149

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

非上場株式 4,606

匿名組合出資金 50,000

前連結会計年度末（平成18年６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）

連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

(1）株式 11,231 204,202 192,970

合計 11,231 204,202 192,970

２．売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

30,920 17,857 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

非上場株式 4,606

匿名組合出資金 50,000
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③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）、当中間連結会計期間（自　平成18年７

月１日　至　平成18年12月31日）及び前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計（金利スワップの特例処理）を適用しておりますの

で、注記の対象から除いております。

④　ストック・オプション等

当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　　2,448千円

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成18年新株予約権②

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役　　１名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　　50株

付与日 平成18年10月16日

権利確定条件

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役も

しくは執行役員でなければならない。

(2)当社の平成21年６月期またはそれ以前の決算期における確定した連結損益計算書に

おいて、当期純利益が５億５千万円以上（以下、「行使基準目標値」という。）と

なった場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、経営環境の急激

な変化等が生じた場合は、取締役会の決議により行使基準目標値を±30％の範囲内

において変更することができる。行使基準目標値を下方へ変更した場合は、その変

更した割合により当社が新株予約権者に付与した新株予約権の数のうち、行使でき

る新株予約権の数を次のとおり減ずる。この場合において、新株予約権者は、その

余の新株予約権を行使することができない。

①行使基準目標値を10％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約権者は付与

された新株予約権の数のうち、90％を行使できる。

②行使基準目標値の10％を超え20％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約

権者は付与された新株予約権のうち、75％を行使できる。

③行使基準目標値の20％を超え30％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約

権者は付与された新株予約権のうち、50％を行使できる。なお、上記により新株

予約権の数を減じた結果生じる１未満の端数は切り上げる。

(3)会社が定款変更により単元株式制度を導入した場合、単元株式数未満の株式数に関

しては、新株予約権の行使はできない。

(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は

認めず、本新株予約権は失効する。

(5)新株予約嫌の譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとする。その他の処分に

ついては、株主総会並びに取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員と

の間で締結する「株式会社ライフステージ新株予約権付与契約書」に定めるところ

による。

対象勤務期間 平成18年10月16日から平成21年９月30日まで

権利行使期間 平成21年10月１日から平成26年９月30日まで

権利行使価格（円） 276,750

付与日における公正な評価単価（円） 77,334
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 平成18年新株予約権③

付与対象者の区分及び人数 当社の執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員　　10名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　　330株

付与日 平成18年10月16日

権利確定条件

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役も

しくは執行役員もしくは従業員でなければならない。

(2)当社の平成21年６月期またはそれ以前の決算期における確定した連結損益計算書に

おいて、当期純利益が５億５千万円以上（以下、「行使基準目標値」という。）と

なった場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、経営環境の急激

な変化等が生じた場合は、取締役会の決議により行使基準目標値を±30％の範囲内

において変更することができる。行使基準目標値を下方へ変更した場合は、その変

更した割合により当社が新株予約権者に付与した新株予約権の数のうち、行使でき

る新株予約権の数を次のとおり減ずる。この場合において、新株予約権者は、その

余の新株予約権を行使することができない。

①行使基準目標値を10％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約権者は付与

された新株予約権の数のうち、90％を行使できる。

②行使基準目標値の10％を超え20％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約

権者は付与された新株予約権のうち、75％を行使できる。

③行使基準目標値の20％を超え30％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約

権者は付与された新株予約権のうち、50％を行使できる。なお、上記により新株

予約権の数を減じた結果生じる１未満の端数は切り上げる。

(3)会社が定款変更により単元株式制度を導入した場合、単元株式数未満の株式数に関

しては、新株予約権の行使はできない。

(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は

認めず、本新株予約権は失効する。

(5)新株予約嫌の譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとする。その他の処分に

ついては、株主総会並びに取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員と

の間で締結する「株式会社ライフステージ新株予約権付与契約書」に定めるところ

による。

対象勤務期間 平成18年10月16日から平成21年９月30日まで

権利行使期間 平成21年10月１日から平成26年９月30日まで

権利行使価格（円） 276,750

付与日における公正な評価単価（円） 77,334
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前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成14年新株予約権 平成15年新株予約権 平成17年新株予約権 平成18年新株予約権①

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成14年６月26日 平成14年６月26日 平成17年５月17日 平成18年１月26日

付与対象者の

区分及び数

当社及び当社子会社の従業員

38名

①当社取締役及び当社子会社

の取締役５名

②当社及び当社子会社の従業

員87名

①当社及び当社子会社の取締

役・監査役３名

②当社及び当社子会社の従業

員112名

③入社予定者３名

①当社及び当社子会社の取締

役・監査役３名

②当社及び当社子会社の従業

員４名

③入社予定者９名

ストック・

オプション数

普通株式249株

（注１）

普通株式651株

（注１）

普通株式525株

（注１）

普通株式87株

（注１）

付与日 平成14年６月26日 平成15年６月23日 平成17年６月27日 平成18年３月13日

権利確定条件 （注２） （注２） （注２） （注２）

対象勤務期間 （注３） （注３） （注３） （注３）

権利行使期間
平成17年12月１日から

平成22年11月30日まで

平成17年12月１日から

平成22年11月30日まで

平成20年７月１日から

平成25年６月30日まで

平成20年７月１日から

平成25年６月30日まで

権利行使価格

（円）
26,234 38,900 76,667 116,667

付与日における

公正な評価単価

（円）

－ － － －

（注）１．株式の数は、平成18年２月10日付で１株を３株に分割しており、分割後の株式数に換算して記載しております。

２．権利確定条件は、次のとおりであります。

①対象者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有

していることを要す。ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合は、この限りではない。

②対象者が死亡した場合、対象者の相続人による本新株予約権の相続は認めず、本新株予約権は失効する。

③新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

④新株予約権の一部行使はできないこととする。

⑤その他の細目事項については、「株式会社ライフステージ新株予約権付与契約」に定めるところによる。

３．対象勤務期間の定めはありません。
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⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

マンション

販売代理事業

 （千円）

不動産流動化・

再生事業

（千円）

住宅設備備品

販売事業

（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 884,896 339,855 177,597 1,402,349 － 1,402,349

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 180 180 △180 －

計 884,896 339,855 177,778 1,402,530 △180 1,402,349

営業費用 767,805 288,464 174,970 1,231,240 136,996 1,368,236

営業利益 117,091 51,390 2,808 171,289 △137,176 34,112

　（注）１．事業区分の方法

事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主な内容

事業区分 主な事業内容

マンション販売代理事業

デベロッパー各社へ商品・販売企画を提案いたします。

顧客への販売については、デベロッパーの代理として販売活動、契約締

結、ローン事務及び引渡業務を行い、デベロッパーから販売手数料を得て

おります。

不動産流動化・再生事業

＜不動産流動化事業＞

特別目的会社（ＳＰＣ）にて土地を購入の上、賃貸マンションを開発い

たします。特別目的会社（ＳＰＣ）より企画手数料や販売手数料を得てお

ります。

＜不動産再生事業＞

デベロッパーが所有する未販売マンション、法人・個人が所有する中古

マンションを購入し、リニューアル後販売いたします。

住宅設備備品販売事業 マンション購入者に対して、住宅設備備品を販売しております。

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金額は138,807千円であり、その主なもの

は当社での管理部門に係る費用であります。
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当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

マンション

販売代理事業

（千円）

不動産流動化

・再生事業

（千円）

住宅設備備品

販売事業

（千円）

ＪＶデベロップ

メント事業

（千円）
計（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
845,058 461,231 377,734 60,952 1,744,976 － 1,744,976

(2）セグメント間の

内部売上高又は振

替高

－ － 3,540 － 3,540 △3,540 －

計 845,058 461,231 381,275 60,952 1,748,517 △3,540 1,744,976

営業費用 826,218 54,720 345,396 68,642 1,294,977 177,386 1,472,364

営業利益又は

営業損失（△）
18,839 406,511 35,879 △7,690 453,540 △180,927 272,612

　（注）１．事業区分の方法

事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主な内容

事業区分 主な事業内容

マンション販売代理事業

不動産デベロッパー各社へ商品・販売企画を提案いたします。

顧客への販売については、不動産デベロッパーの代理として販売活動、

契約締結、ローン事務及び引渡業務を行い、不動産デベロッパーから販売

手数料を得ております。

不動産流動化・再生事業

＜不動産流動化事業＞

当社及び特別目的会社（ＳＰＣ）にて土地を購入の上、賃貸マンション

を開発いたします。

＜不動産再生事業＞

不動産デベロッパーが所有する未販売マンション、法人・個人が所有す

る中古マンションを購入し、リニューアル後販売いたします。

住宅設備備品販売事業 マンション購入者に対して、住宅設備備品を販売しております。

ＪＶデベロップメント事業
他の不動産デベロッパーと分譲マンションを共同開発・販売しておりま

す。また、事業企画に係る業務も行っております。

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金額は181,039千円であり、その主なもの

は当社での管理部門に係る費用であります。
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前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

マンション

販売代理事業

（千円）

不動産流動化

・再生事業

（千円）

住宅設備備品

販売事業

（千円）

ＪＶデベロップ

メント事業

（千円）
計（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
1,883,033 901,647 540,704 － 3,325,385 － 3,325,385

(2）セグメント間の

内部売上高又は振

替高

－ － 913 － 913 △913 －

計 1,883,033 901,647 541,617 － 3,326,298 △913 3,325,385

営業費用 1,522,510 541,923 508,312 42,022 2,614,768 273,579 2,888,348

営業利益又は

営業損失（△）
360,522 359,724 33,305 △42,022 711,529 △274,493 437,036

　（注）１．事業区分の方法

事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主な内容

事業区分 主な事業内容

マンション販売代理事業

不動産デベロッパー各社へ商品・販売企画を提案いたします。

顧客への販売については、不動産デベロッパーの代理として販売活動、契約締結、ロー

ン事務及び引渡業務を行い、不動産デベロッパーから販売手数料を得ております。

不動産流動化・再生事業

＜不動産流動化事業＞

特別目的会社（ＳＰＣ）にて土地を購入の上、賃貸マンションを開発いたします。特

別目的会社（ＳＰＣ）より企画手数料や販売手数料を得ております。

＜不動産再生事業＞

デベロッパーが所有する未販売マンション、法人・個人が所有する中古マンションを

購入し、リニューアル後販売いたします。

住宅設備備品販売事業 マンション購入者に対して、住宅設備備品を販売しております。

ＪＶデベロップメント事業 他の不動産デベロッパーと分譲マンションを共同開発・販売しております。

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金額は278,587千円であり、その主なものは

当社での管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）、当中間連結会計期間（自　平成18

年７月１日　至　平成18年12月31日）及び前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

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

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）、当中間連結会計期間（自　平成18

年７月１日　至　平成18年12月31日）及び前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

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）

前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

　　至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

　　至　平成18年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年７月１日

　　至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 264,220.31円

１株当たり中間純利益金額 544.87円

　当社は、新株引受権付社債及び新株予約権

を発行しておりますが、非上場であるため、

潜在株式調整後１株当たり中間純利益は記載

しておりません。

１株当たり純資産額 103,850.88円

１株当たり中間純利益金額 6,171.21円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
5,841.35円

１株当たり純資産額 81,695.34円

１株当たり当期純利益金額 17,468.02円

　当社は、新株引受権付社債及び新株予約権

を発行しておりますが、非上場であるため、

潜在株式調整後１株当たり当期純利益は記載

しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

前中間連結会計期間

(自　平成17年７月１日

　至　平成17年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年７月１日

　至　平成18年12月31日)

前連結会計年度

(自　平成17年７月１日

　至　平成18年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 2,139 112,294 220,233

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） 2,129 112,294 220,233

期中平均株式数（株） 3,908 18,197 12,608

 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金

額

普通株式増加数 － 1,028 －

　（うち新株予約権） (－) (1,028) (－)

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

　新株引受権１種類（新株

引受権の目的となる株式の

数1,042株）及び新株予約権

２種類（新株予約権の数445

個）。

　新株予約権２種類（新株

予約権の数380個）。

　新株予約権３種類（新株

予約権の数1,335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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

（株式分割による新株式の発行）

　当社は、平成18年１月10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２月10日付で平成18年１月26

日最終の株主名簿に記載された株主の

所有株式数を１株につき３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　7,816株

(3）配当起算日

平成18年１月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前連結会計年度における（１株当た

り情報）及び当期首に行われたと仮定した場

合の当中間連結会計期間における（１株当た

り情報）は、それぞれ以下のとおりでありま

す。

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額  88,073.43円
１株当たり中間純利益金額 181.62円

　当社は、新株引受権付社債及び新株予約権を発行
しておりますが、非上場であるため、潜在株式調整
後１株当たり中間純利益は記載しておりません。

（新株引受権行使による新株式の発行）

　平成18年３月20日付で、第１回無担保新株

引受権付社債の新株引受権が全額行使されま

した。

　その概要は、次のとおりであります。

――――― ―――――

(1）増加した株式の

種類及び数
普通株式　3,132株

(2）行使額 54,922千円

(3）増加した資本金 27,461千円

(4）増加した資本準

備金
27,460千円

　これにより、発行済株式総数は14,856株、

資本金は209,561千円、資本準備金は180,660

千円となりました。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

（多額な資金の借入①）

　連結子会社の株式会社セルサスコーポレー

ションは、平成18年４月21日付で、資金の借

入を実行しております。その概要は、次のと

おりであります。

――――― ―――――

(1）使途 マンション開発事業用地の

取得

(2）借入先 株式会社りそな銀行

(3）借入金額 700,000千円

(4）借入条件 金利　　：　 2.0％

 返済方法：期限一括

(5）返済期限 平成21年６月30日

(6）担保 土地（神戸市中央区）

（多額な資金の借入②）

　連結子会社の株式会社セルサスコーポレー

ションは、平成18年５月９日付で、資金の借

入を実行しております。その概要は、次のと

おりであります。

――――― ―――――

(1）使途 マンション開発事業用地の

取得

(2）借入先 株式会社三井住友銀行

(3）借入金額 710,000千円

(4）借入条件 金利　　：　 1.5％

 返済方法：期限一括

(5）返済期限 平成18年11月９日

(6）担保 土地（神戸市東灘区）

（債務保証）

　当社は、平成18年４月21日付で、次の会社

の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っ

ております。その概要は、次のとおりであり

ます。

――――― ―――――

(1）会社名 有限会社パークサイドア

パートメント

(2）借入の目的 マンション開発事業用地の

取得

(3）債務保証の

対象となる

金額

1,201,000千円
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前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

――――― ――――― （新株式の発行①）

　平成18年６月２日及び平成18年６月15日開

催の取締役会において、下記のとおり新株式

の発行を決議し、平成18年７月４日に払込が

完了いたしました。この結果、平成18年７月

４日付で資本金は471,761千円、発行済株式の

総数は17,856株となっております。

①　募集方法 ：一般募集

(ブックビルディング方

式による募集)

②　発行する株式の

種類及び数

：普通株式　3,000株

③　発行価格 ：１株につき190,000円

一般募集はこの価格にて行いました。

④　引受価額 ：１株につき174,800円

この価額は、当社が引受人より１株当た

りの新株式払込金として受け取った金額

であります。なお、発行価格と引受価額

との差額の総額は、引受人の手取金とな

ります。

⑤　発行価額 ：１株につき190,000円

(資本組入額87,400円)

⑥　発行価額の総額：570,000千円

⑦　払込金額の総額：524,400千円

⑧　資本組入額の総

額

：262,200千円

⑨　払込期日 ：平成18年７月４日

⑩　資金の使途 ：運転資金（事業用地仕

入資金等）

――――― ――――― （新株式の発行②）

　平成18年６月２日及び平成18年６月15日開

催の取締役会において、下記のとおり第三者

割当増資による株式発行を決議し、平成18年

８月４日に払込が完了いたしました。

　この結果、平成18年８月４日付で資本金は

515,461千円、発行済株式の総数は18,356株と

なっております。

①　割当先 ：大和証券エスエムビー

シー株式会社

②　発行する株式の

種類及び数

：普通株式500株

③　発行価額 ：１株につき174,800円

(資本組入額87,400円)

④　払込期日 ：平成18年８月４日
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前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

――――― ――――― （コミットメントライン契約の締結①）

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うた

め、平成18年８月22日に株式会社みずほ銀行

をエージェントとするリボルビング・クレジッ

ト・ファシリティ契約（シンジケート方式）

を締結いたしました。その内容は、次のとお

りであります。なお、財務制限条項に抵触し

た場合は、本契約にかかる一切の債務につい

て期限の利益を喪失し、直ちにそれらの債務

を弁済しなければならないことが定められて

おります。

融資枠設定金額 500,000千円

契約期間 平成18年８月22日

～平成19年８月21日

財務制限条項

　平成18年６月の決算以降の決算及び中間決

算につき、決算期の末日及び中間決算の日に

おいて、以下の各号の条件を充足することを

確約する。

①当社グループの連結貸借対照表の純資産の

部の金額を平成17年６月期末日における連

結貸借対照表の資本の部の金額の80％及び

直前の決算期末日における連結貸借対照表

の純資産の部の金額の80％のいずれか高い

方の金額以上に維持すること。

②当社の貸借対照表の純資産の部の金額を平

成17年６月期末日における貸借対照表の資

本の部の金額の80％及び直前の決算期末日

における貸借対照表の純資産の部の金額の

80％のいずれか高い方の金額以上に維持す

ること。

③当社グループの連結損益計算書の当期純利

益につき、２期連続して損失を計上しない

こと。

④当社の損益計算書の当期純利益につき、２

期連続して損失を計上しないこと。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

――――― ――――― （コミットメントライン契約の締結②）

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うた

め、平成18年９月20日に株式会社三井住友銀

行を主幹事とするコミットメントライン契約

（シンジケート方式）を締結いたしました。

その内容は、次のとおりであります。なお、

財務制限条項に抵触した場合は、本契約にか

かる一切の債務について期限の利益を喪失し、

直ちにそれらの債務を弁済しなければならな

いことが定められております。

融資枠設定金額 900,000千円 

契約期間 平成18年９月20日

～平成19年９月19日

 財務制限条項

　本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ

借入人及びエージェントに対する本契約上の

全ての債務の履行を完了するまでの間、次の

各号を遵守することを確約する。

①各事業年度の決算期の末日における連結貸

借対照表の純資産の部の合計金額を、直近

の事業年度の決算期の末日における連結貸

借対照表の純資産の部の合計金額の80％に

相当する金額以上に維持すること。

②各事業年度の決算期の末日における単体の

貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直

近の事業年度の決算期の末日における単体

の貸借対照表の純資産の部の合計金額の

80％に相当する金額以上に維持すること。

③各事業年度の決算期の末日における連結損

益計算書の経常損益を損失としないこと。

④各事業年度の決算期の末日における単体の

損益計算書の経常損益を損失としないこと。

⑤各事業年度の決算期の末日における連結損

益計算書の当期損益を２期連続で損失とし

ないこと。

⑥各事業年度の決算期の末日における単体の

損益計算書の当期損益を２期連続で損失と

しないこと。

⑦各事業年度の決算期の末日における単体の

貸借対照表の有利子負債（短期借入金、１

年以内返済予定長期借入金、１年以内償還

予定社債、長期借入金及び社債）の合計金

額を、単体の損益計算書の営業損益、受取

利息、受取配当金及び減価償却費の合計金

額の10倍以内に維持すること。
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５．仕入及び販売の状況
 

(1）仕入実績  

事業の種類別セグメントの名称

前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

金額（千円） 金額（千円） 前期比（％） 金額（千円）

マンション販売代理事業 － － － －

不動産流動化及び再生事業 224,845 940,500 418.3 102,798

住宅設備備品販売事業 119,980 299,105 249.3 424,439

ＪＶデベロップメント事業 － 545,600 － 1,891,948

合計 344,825 1,785,207 517.7 2,419,186

(2）販売実績  

事業の種類別セグメントの名称

前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

金額（千円） 金額（千円） 前期比（％） 金額（千円）

マンション販売代理事業 884,896 845,058 95.5 1,883,033

不動産流動化及び再生事業 339,855 461,231 135.7 901,647

住宅設備備品販売事業 177,597 377,734 212.7 540,704

ＪＶデベロップメント事業 － 60,952 － －

合計 1,402,349 1,744,976 124.4 3,325,385

（注）セグメント間の取引については、相殺消去しております。

販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。

地域

前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

金額（千円） 金額（千円） 前期比（％） 金額（千円）

近畿圏 1,103,045 1,428,238 129.5 2,631,966

首都圏 126,835 129,919 102.4 221,479

九州 172,468 186,819 108.3 471,939

合計 1,402,349 1,744,976 124.4 3,325,385

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における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

に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

住友不動産株式会社 149,014 10.6 － －

栄泉不動産株式会社 142,162 10.1 － －

（注）当中間連結会計期間の住友不動産株式会社及び栄泉不動産株式会社の販売実績並びに当該販売実績の総販売実績に

対する割合は、当該販売実績に対する割合が10％未満であるため、記載を省略しております。
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