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

(1）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 1,308 44.3 241 － 201 －

18年６月中間期 907 － △15 － △15 －

18年６月期 2,273 362 352

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

19年６月中間期 108 － 5,975 13

18年６月中間期 △19 － △4,965 14

18年６月期 187 14,856 97

（注）①期中平均株式数 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

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であります。

④前中間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）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 4,089 1,894 46.3 104,199 06

18年６月中間期 3,013 1,053 35.0 269,664 57

18年６月期 2,838 1,223 43.1 82,361 05

（注）①期末発行済株式数 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

②期末自己株式数 19年６月中間期 200株 18年６月中間期 －株 18年６月期 －株

２．平成19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成18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 2,841 510 280

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　15,443円82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６月期 － － －

17年６月期（実績） － － －

19年６月期（予想） － 2,300.00 2,300.00

※　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．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（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  820,896 828,973 1,211,153

２．売掛金  1,123,601 1,038,374 811,101

３．短期貸付金  287,000 542,500 205,000

４．たな卸資産 ※１ － 951,782 2,978

５．その他  153,183 227,676 150,342

流動資産合計  2,384,680 79.1 3,589,308 87.8 1,204,627 2,380,575 83.9

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※２ 28,115 55,570 38,402

２．無形固定資産  3,234 2,928 3,062

３．投資その他の資
産

 

(1）投資有価証券  472,894 289,301 258,808

(2）その他  124,832 152,335 157,202

投資その他の資
産合計

 597,726 441,637 416,010

固定資産合計  629,077 20.9 500,136 12.2 △128,941 457,475 16.1

資産合計  3,013,758 100.0 4,089,444 100.0 1,075,685 2,838,051 100.0

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金  93,943 113,187 82,944

２．短期借入金 ※３ 836,680 1,060,000 350,060

３．一年以内返済予
定長期借入金

 122,980 57,320 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  16,712 17,493 9,160

６．契約キャンセル
引当金

 38,277 28,626 31,256

７．その他 ※４ 132,206 261,094 343,344

流動負債合計  1,280,799 42.5 1,577,720 38.6 296,920 943,936 33.3

Ⅱ　固定負債  

１．社債  460,000 520,000 540,000

２．長期借入金  73,690 16,370 45,030

３．その他  145,419 81,066 85,529

固定負債合計  679,109 22.5 617,436 15.1 △61,672 670,559 23.6

負債合計  1,959,909 65.0 2,195,157 53.7 235,247 1,614,495 56.9
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前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（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 6.0 － － △182,100 － －

Ⅱ　資本剰余金  

資本準備金  152,100 － －

資本剰余金合計  152,100 5.1 － － △152,100 － －

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金  3,452 － －

２．任意積立金  470,000 － －

３．中間未処分利益  38,616 － －

利益剰余金合計  512,068 17.0 － － △512,068 － －

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

 207,580 6.9 － － △207,580 － －

資本合計  1,053,849 35.0 － － △1,053,849 － －

負債・資本合計  3,013,758 100.0 － － △3,013,758 － －

 

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  － － 515,461 12.6 515,461 209,561 7.4

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  － 486,560 180,660

資本剰余金合計  － － 486,560 11.9 486,560 180,660 6.4

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  － 3,452 3,452

(2）その他利益剰
余金

 

別途積立金  － 470,000 470,000

繰越利益剰
余金

 － 354,061 245,334

利益剰余金合計  － － 827,513 20.2 827,513 718,786 25.3

４．自己株式  － － △45,227 △1.1 △45,227 － －

株主資本合計  － － 1,784,308 43.6 1,784,308 1,109,008 39.1

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券
評価差額金

 － － 107,530 2.6 107,530 114,547 4.0

評価・換算差額等
合計

 － － 107,530 2.6 107,530 114,547 4.0

Ⅲ　新株予約権  － － 2,448 0.1 2,448 － －

純資産合計  － － 1,894,287 46.3 1,894,287 1,223,555 43.1

負債純資産合計  － － 4,089,444 100.0 4,089,444 2,838,051 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（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  907,176 100.0 1,308,603 100.0 401,426 2,273,200 100.0

Ⅱ　売上原価  542,087 59.8 556,116 42.5 14,029 1,130,403 49.7

調整前売上総
利益

 － － 752,486 57.5 752,486 1,142,797 50.3

契約キャンセル引当
金戻入額

 － － 31,256 2.4 31,256 49,378 2.2

契約キャンセル引当
金繰入額

 － － △28,626 △2.2 △28,626 △31,256 △1.4

売上総利益  365,089 40.2 755,116 57.7 390,027 1,160,919 51.1

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

 380,974 42.0 513,774 39.3 132,800 798,860 35.1

営業利益又は
営業損失
（△）

 △15,885 △1.8 241,342 18.4 257,227 362,058 16.0

Ⅳ　営業外収益 ※１ 15,259 1.7 11,526 0.9 △3,733 41,940 1.8

Ⅴ　営業外費用 ※２ 15,325 1.7 51,431 3.9 36,105 51,532 2.3

経常利益又は
経常損失
（△）

 △15,950 △1.8 201,437 15.4 217,388 352,467 15.5

Ⅵ　特別利益  － － 325 0.0 325 13,059 0.6

Ⅶ　特別損失  41 0.0 495 0.0 453 41 0.0

税引前中間(当
期)純利益又は
税引前中間純
損失（△）

 △15,992 △1.8 201,267 15.4 217,259 365,485 16.1

法人税、住民
税及び事業税

 556 89,711 167,133

法人税等調整
額

 2,855 3,411 0.4 2,829 92,540 7.1 89,128 11,037 178,170 7.9

中間（当期）
純利益又は
中間純損失
（△）

 △19,403 △2.2 108,726 8.3 128,130 187,314 8.2

前期繰越利益  59,765 － －

合併による未
処理損失受入
額

 1,745 － －

中間（当期）
未処分利益

 38,616 － －
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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

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合

計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年６月30日　残高
（千円）

209,561 180,660 3,452 470,000 245,334 718,786 － 1,109,008

中間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     108,726 108,726  108,726

自己株式の取得       △45,227 △45,227

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）

305,900 305,900 － － 108,726 108,726 △45,227 675,299

平成18年12月31日　残高
（千円）

515,461 486,560 3,452 470,000 354,061 827,513 △45,227 1,784,308

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 － 1,223,555

中間会計期間中の変動額

新株の発行   611,800

中間純利益   108,726

自己株式の取得   △45,227

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△7,017 2,448 △4,568

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△7,017 2,448 670,731

平成18年12月31日　残高
（千円）

107,530 2,448 1,894,287
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前事業年度（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
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成17年６月30日　残高
（千円）

182,100 152,100 3,452 370,000 159,765 533,217 867,417

事業年度中の変動額

新株の発行（新株引受権の行
使）

27,461 28,560 － － － － 56,022

当期純利益 － － － － 187,314 187,314 187,314

別途積立金の積立 － － － 100,000 △100,000 － －

子会社合併による未処理損失
受入

－ － － － △1,745 △1,745 △1,745

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

27,461 28,560 － 100,000 85,568 185,568 241,590

平成18年６月30日　残高
（千円）

209,561 180,660 3,452 470,000 245,334 718,786 1,109,008

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 1,100 977,429

事業年度中の変動額

新株の発行（新株引受権の行
使）

－ △1,100 54,922

当期純利益 － － 187,314

別途積立金の積立 － － －

子会社合併による未処理損失
受入

－ － △1,745

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

5,634 － 5,634

事業年度中の変動額合計
（千円）

5,634 △1,100 246,125

平成18年６月30日　残高
（千円）

114,547 － 1,223,555
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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

項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

イ　有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法を採

用しております。

イ　有価証券

子会社株式

同左

イ　有価証券

子会社株式及び関係会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　中間期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）を

採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　中間期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

を採用しております

その他有価証券

時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）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

―――――

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．固定資産の減価償却の方

法

(1）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年～47年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

ソフトウェア

　利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方法 (1)社債発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

(2)株式交付費

―――――

(1)社債発行費

同左

(2)株式交付費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

(1)社債発行費

同左

(2)株式交付費

―――――

(3)新株発行費

―――――

(3)新株発行費

―――――

(3)新株発行費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

４．引当金の計上基準 (1）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、当中間会計期間に負担

すべき支給見込額を計上しており

ます。

(1）賞与引当金

同左

(1）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、当事業年度に負担すべ

き支給見込額を計上しております。

(2）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。

(2）契約キャンセル引当金

同左

(2）契約キャンセル引当金

　契約済未引渡の物件について、

当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．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップの特例処理を採用

しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ方法

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ方法

同左

(3）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。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）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。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1）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。

(1）販売受託手数料収入の計上基準

同左

(1）販売受託手数料収入の計上基準

同左

(2）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。

(2）販売準備費用

同左

(2）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。

(3）消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

(3）消費税等の会計処理

同左

(3）消費税等の会計処理

同左
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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７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前事業年度

（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） 

　当事業年度から、「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、1,223,555千円であります。

　財務諸表等規則の改正による貸借対照表

の表示に関する変更は、以下のとおりであ

ります。

１．前事業年度における「資本の部」は、

当事業年度から「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．前事業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、当事業年度にお

いては「株主資本」の内訳科目として

表示しております。

３．前事業年度において、「利益剰余金」

の内訳科目として表示しておりました

「任意積立金」は、当事業年度から「そ

の他利益剰余金」の内訳科目として表

示しております。なお、本改正より従

来の「任意積立金」の区分は廃止され

ております。

４．前事業年度において「利益剰余金」の

内訳科目として表示しておりました「当

期未処分利益」は、当事業年度から「そ

の他利益剰余金」の内訳科目である「繰

越利益剰余金」として表示しておりま

す。

５．前事業年度において「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、当事業年度から

「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。

――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　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。
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

────── （中間損益計算書）

　前中間会計期間までは、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。

追加情報

前中間会計期間
（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）

────── （株主資本等変動計算書に関する会計基準等）

当中間会計期間から、「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。

中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間か

ら「中間株主資本等変動計算書」を作成しております。

－ 10 －



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12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年６月30日）

※１．担保に供している資産

―――――

※１．担保に供している資産

たな卸資産 332,550千円

　上記は、短期借入金300,000千円の担保

に供しております。

※１．担保に供している資産

―――――

※２．有形固定資産の減価償却累計額は、

17,033千円であります。

※２．有形固定資産の減価償却累計額は、

20,615千円であります。

※２．有形固定資産の減価償却累計額は、

18,504千円であります。

※３．財務制限条項

―――――

※３．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。

※３．財務制限条項

―――――
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前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（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。

※４．消費税等の取扱い ※４．消費税等の取扱い ※４．消費税等の取扱い

　仮払消費税及び仮受消費税は、相殺の

上、流動負債の「その他」に含めて表示

しております。

同左 同左
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前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年６月30日）

　５．債務保証 　５．債務保証 　５．債務保証

　(1)　　　　───── (1)次の関係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）

株式会社セルサスコーポ
レーション

2,056,000

　なお、上記のうち、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。

(1)次の関係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）

株式会社セルサスコーポ
レーション

1,872,000

　なお、上記のうち、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。

(2)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

(2)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）

有限会社パークサイドア
パートメント

1,201,000
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１．営業外収益のうち、主要なものは次の

とおりであります。

※１．営業外収益のうち、主要なものは次の

とおりであります。

※１．営業外収益のうち、主要なものは次の

とおりであります。

受取利息 6,401千円

有価証券売却益 3,670千円

受取事務手数料収入 3,591千円

受取利息 5,416千円

受取事務手数料収入 3,527千円

  

受取利息 10,683千円

受取事務手数料収入 7,583千円

有価証券売却益 4,798千円

※２．営業外費用のうち、主要なものは、次

のとおりであります。

※２．営業外費用のうち、主要なものは、次

のとおりであります。

※２．営業外費用のうち、主要なものは、次

のとおりであります。

支払利息 5,453千円

社債発行費 7,150千円

支払利息 5,203千円

融資関連手数料 29,000千円

株式上場関連費用 8,136千円

株式交付費 5,467千円

支払利息 11,138千円

株式上場関連費用 24,999千円

社債発行費 8,409千円

　３．減価償却の実施額は、次のとおりであ

ります。

　３．減価償却の実施額は、次のとおりであ

ります。

　３．減価償却の実施額は、次のとおりであ

ります。

有形固定資産 1,096千円

無形固定資産 172千円

有形固定資産 2,444千円

無形固定資産 133千円

有形固定資産 2,567千円

無形固定資産 345千円

（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７月１日　至　平成18年12月31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（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

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。

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30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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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（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、各期への配

分方法については、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

②　有価証券

　前中間会計期間（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）及び前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）において、子会社

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７月１日

　　至　平成17年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年７月１日

　　至　平成18年12月31日）

前事業年度

（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 269,664.57円

１株当たり中間純損失金

額（△）
△4,965.14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株当たり中間純損失は記載

しておりません。

１株当たり純資産額 104,199.06円

１株当たり中間純利益金

額
5,975.13円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
5,655.75円

１株当たり純資産額 82,361.05円

１株当たり当期純利益金

額
14,856.97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)純利益又は中間純損失（△）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)

当中間会計期間

(自　平成18年７月１日

　至　平成18年12月31日)

前事業年度

(自　平成17年７月１日

　至　平成18年６月30日)

中間(当期)純利益又は中間純損失（△）（千円） △19,403 108,726 187,314

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)純利益又は中間純損失

（△）（千円）
△19,403 108,726 187,314

期中平均株式数（千株） 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)純利益又は中間純損失（△）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）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（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

た場合の前事業年度における（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  89,888.19円

１株当たり中間純損失金額（△） △1,655.04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）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

（債務保証①）

　平成18年４月21日付で、次の関係会社の金

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 株式会社セルサスコーポ

レーション

(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

700,000千円

（債務保証②）

　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

（債務保証③）

　平成18年５月９日付で、次の関係会社の金

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 株式会社セルサスコーポ

レーション

(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

710,000千円

－ 18 －



前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（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）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（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）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（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、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。
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