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１．18年12月期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 14,048 (24.9) 1,895 (22.2) 1,836 (21.6)

17年12月期 11,245 (18.0) 1,551 (100.5) 1,510 (97.5)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 1,031 (18.9) 16,773 52 －  30.9 15.5 13.1

17年12月期 867 (91.0) 65,205 11 －  51.2 18.7 13.4

（注）１．持分法投資損益 18年12月期 － 17年12月期 － 

２．期中平均株式数（連結） 18年12月期 61,510株 17年12月期 13,304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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）連結財政状態 （百万円未満切捨て）

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年12月期 14,650 4,260 29.1 68,272 23

17年12月期 9,052 2,427 26.8 168,561 13

（注）期末発行済株式数（連結） 18年12月期 62,400株 17年12月期 14,400株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨て）

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

18年12月期 △2,291 △1,051 4,272 4,632

17年12月期 2,717 △289 △303 3,702

(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 ６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） ２社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 7,466 700 394

通  期 17,658 1,870 1,054

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　16,903円16銭

〔業績予想に関する留意事項〕

　平成19年12月期の予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際

の業績は様々な要因によって、予想数値と異なる可能性があります。上記予想に関する事項は添付資料の10ページを参照

して下さい。

　

－ 1 －



１．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び子会社７社（連結子会社６社、非連結子会社１社）により構成されており、不動産販売・

不動産管理を主たる業務としております。

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

不動産販売事業

　当社は、主として資産運用を目的とした自社ブランドである投資用マンション「グリフィン・グリフォーネシリー

ズ」の企画・販売を主に横浜・川崎を中心としたエリアにおいて行っているほか、投資用マンションの一棟売り、リ

ノベーション、バリューアップ物件の販売を行っております。また連結子会社である株式会社ヨコハマ地所は、戸建

住宅の企画・販売を主に横浜市を中心としたエリアにおいて行っております。

不動産管理事業

　連結子会社である株式会社陽光ビルシステムは、当社グループで販売した投資用マンションの建物維持管理及び賃

貸管理等を行っております。

その他の事業

　連結子会社である株式会社ヨコハマ地所は、不動産仲介業及び不動産賃貸業を行っております。

　連結子会社であるサン建築設計株式会社は、当社グループで企画された投資用マンションの建築設計・施工監理等

を行っております。

　また、株式会社陽光アセット・インベスターズと、連結子会社である有限責任中間法人YKトラスト及び有限会社YK

インベスターズは、今までグループで蓄積した経験・知識を活用したビジネスである不動産ファンド事業の活動をし

ております。

　連結子会社である有限会社ヨーコー管財は、既存債権回収の範囲内に限り貸金業を行っております。
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　当社グループの事業の系統図は、次のとおりであります。

＜当社グループ＞

当

社

(不動産販売事業）

土地所有者

仲介業者

建設会社

土地購入

土地代金

土地仲介

仲介手数料

建築工事

建築工事代金

投
資
用
マ
ン
シ
ョ
ン
購
入
者

サン建築設計株式会社

設計監理業務

設計・監理料

※連結子会社

土地・戸建

住宅販売

売買代金

※連結子会社

有限会社ヨーコー管財

※連結子会社

入
居
者
（賃
借
人
）

賃貸仲介

仲介手数料

株式会社陽光ビルシステム

集金代行手数料

管理委託手数料

賃貸管理

マンション管理

※連結子会社

(不動産管理事業）

(その他の事業）

顧

客

株

式

会

社

セ

ン

チ

ュ

リ

ー
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建設会社

建築工事

建築工事代金
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建物代金

物
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※連結子会社※連結子会社

＜当社グループ＞

当

社

(不動産販売事業）

土地所有者

仲介業者

建設会社

土地購入

土地代金

土地仲介

仲介手数料

建築工事

建築工事代金

投
資
用
マ
ン
シ
ョ
ン
購
入
者

サン建築設計株式会社

設計監理業務

設計・監理料

※連結子会社

土地・戸建

住宅販売

売買代金

※連結子会社

有限会社ヨーコー管財

※連結子会社

入
居
者
（賃
借
人
）

賃貸仲介

仲介手数料

株式会社陽光ビルシステム

集金代行手数料

管理委託手数料

賃貸管理

マンション管理

※連結子会社

(不動産管理事業）

(その他の事業）

顧

客

株
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社
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建設会社
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建築工事代金

建物所有者
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マンション一棟・オフィスビル・投資用物件・
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※連結子会社※連結子会社

　（注）有限会社ヨーコー管財は、既存債権の回収を行っており、新規の貸付業務は行っておりません。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは「会社の繁栄と社員の幸せそして社会への貢献」を経営理念として掲げ、グループの健全な成長を

図りつつ、顧客、株主、社員など、すべてのステークホルダーに意義ある存在となるべく、継続的な発展と企業価値

の向上の双方に努めております。

　当社グループではこの経営理念を踏まえ、①「会社の繁栄」とは、当社グループの継続的な発展を果たすための売

上の最大化・コストの最小化を積極的に図る利益重視の事業運営であり、②「社員の幸せ」とは、実行・礼節・協調

の行動指針を旨とした人材育成と適正公正な人材の活用評価による従業員の物心両面の幸せの追求であり、③「社会

への貢献」とは、ライフスタイルに対応した安心で豊かな住環境を一人でも多くのお客様に提供することである、と

の共通理解のもとに、活動しております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要施策として位置づけるとともに、企業体質を強化し安定的な

成長を可能とすることが最終的に株主に貢献することから、内部留保の充実についても重要な経営課題であると考え

ております。

　各期の株主配当金については、業績、資金需要見通し等を総合的に判断しながらも、安定的な配当水準を維持する

ことを基本方針とし、単体の当期純利益に対する配当金の比率（配当性向）は35％程度を基準としております。

　内部留保資金につきましては、経営基盤の強化及び事業拡大のための土地仕入等の事業資金として有効活用する予

定であります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　株式投資単位の引き下げにつきましては、株式の流動性を高めるため、多くの投資家の参加を促し、株式市場の活

性化を促すために有用な施策であると認識しております。

　今後の具体的な施策および時期等につきましては、株価の推移、需給状況、施策による影響等を考慮して、慎重に

対処したいと考えております。

(4）目標とする経営指標

  当社グループでは、利益重視の事業運営のため、売上高経常利益率を最重視することはもとより、事業活動の成果

たる営業利益の最大化を目指し、企業経営にあたってまいります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

①　従来の収益の柱であった投資用マンション事業をさらに強化するほか、実需向け不動産事業、不動産流動化事業

を収益の柱として構築し、安定した収益と事業経営を図れる総合不動産ディベロッパーへの変革を目指しておりま

す。

　投資用マンションの需要は、今後も、国や企業の社会保障制度の変化、投資に対する消費者の積極化により、さ

らに高まると思われるため、今後とも、投資用マンション事業を継続してまいります。好立地・高利便性・高級仕

様を追求した「グリフィン・グリフォーネシリーズ」のブランド力を強化するとともに、グリフィンブランドとは

立地・仕様において一線を画した新ブランドの創出を手がけ、商品バリエーションの拡充を図ります。

　また、神奈川県下の閑静かつ環境の良いエリアに実需向け新商品を創出いたします。若年単身層の多い「グリフィ

ン・グリフォーネシリーズ」居住者の人生のステップにあわせた次の居住用物件を提供することによって、顧客の

信頼を深めるとともに収益機会の拡充を図ります。

　さらに、不動産流動化事業として、法人・個人富裕層・外部ファンド等への１棟販売と、不動産ファンド運営に

よるフィービジネス活動を行います。

②　資産価値、付加価値の高い商品を提供するため、継続的に成長する横浜・川崎エリアを中心としたドミナント戦

略を展開してきたことから、同エリアにおいて、非常に高いシェアを獲得しております。この実績をもとに培われ

た仕入・販売・賃貸営業の優位性を生かし、今後も高い市場成長が見込める横浜みなとみらい周辺・ポートサイド

エリア、川崎再開発エリア、新横浜エリアを最重要エリアと位置づけつつ、新たな市場成長性の見込めるエリアを

見出し、事業を展開してまいります。

(6）会社の対処すべき課題

  当社グループは、横浜・川崎を中心としたエリアにおいて、投資用マンション「グリフィン・グリフォーネシリー

ズ」の開発・販売等を行うマンションディベロッパーであります。当社グループの事業は、不動産販売事業、不動産

管理事業、不動産仲介事業、設計監理事業を中心として構成されており、主力事業である投資用マンション販売につ

いては、創業以来、同エリアにおいて順調に物件供給を行ってまいりました。
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  しかしながら、昨今、金利上昇懸念や同エリアへの同業他社の進出がみられるなど、経営環境は次第に変化しつつ

あります。当社グループといたしましては、既存事業のブランド力をさらに高めるとともに、厳しい環境にも耐え得

る企業体質の強化に取り組む方針であり、そのために対処すべき課題は次のとおりであります。

 

①  商品の拡充および事業エリアの拡大

  これまで当社グループは、横浜・川崎エリアを中心としたドミナント戦略に基づき、賃貸することを前提にした投

資用マンションの集中開発を行ってまいりました。多くの賃借入居者が見込める利便性の高い土地を厳選し、積極的

に事業展開した結果、これまでに提供した投資用マンションの供給数は、65棟3,047戸（平成18年12月末現在）となり、

マンションオーナーと入居者をあわせて約6,000名の顧客を擁するに至りました。

  当社グループでは、この重要な財産である顧客基盤に目を向け、さらに質の高い商品やサービスを提供するために、

ディンクス向けやファミリー向けマンション、あるいは戸建住宅の提供など、実需向け商品の開発を検討中でありま

す。結婚・出産などを機に、広い部屋への住み替えや不動産を購入される方など、一人ひとりのライフサイクルにあ

わせた商品を提供するため、利便性はもとより、自然などの生活環境も重視してエリアを選定していく方針でありま

す。

  また、一方では「利便性や品質よりも投資利回りを重視する」などのオーナーニーズにも耳を傾け、商品バリエー

ションの拡充も図る計画であります。

  横浜・川崎エリアでは、みなとみらい地区の開発が進捗し有名企業の進出やアミューズメント施設の出店が予定さ

れるなど、引き続き就業人口・居住人口の増加が予想され、安定した賃借需要や実需向けマンションの需要を見込ん

でおります。今後とも、当社グループの特色である同エリアに対するドミナント戦略を継続し、総合不動産ディベロッ

パーとして、投資用・実需向けマンションを核とした商品を提供していく方針であります。

 

②  営業体制の拡充および顧客基盤の活用

  当社グループの主な販売手法であるテレマーケティングによる顧客アプローチは、効率的かつ有効な手段でありま

すが、個人情報保護意識の高まりなどに伴い、顧客情報の入手が困難になりつつあります。今後はリスティング広告

やメールマガジンの配信など、インターネットを介した情報提供なども積極的に活用し、広域に渡り顧客獲得を図る

計画であります。

  また、当社グループの既存顧客であるマンションオーナーと入居者の方々の情報網を活用し、新たなお客様を紹介

していただくなど、営業手法の多様化も目指してまいります。それにあわせて顧客に提供するサービスについても今

一度点検し、例えば建物の維持・管理のために巡回する際に、物流機能をからめたサービスを提供するなど、顧客満

足度を更に高める体制を整えていく方針であります。

 

(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社のコーポレート・ガバナンスは、「企業の所有者は、その所有を法的に裏付ける株式の対価を支払って保有

する者、すなわち株主である」ことが基本理念であります。そうした基本理念のもと、株主以外のいわゆるステー

クホルダー（利害関係者）との利害の調整を図りながらも、それが究極的には株主の利益となるよう常に意識し、

企業価値（enterprise value）の極大化のみならず株主価値（shareholders value）の極大化を目的とした経営を

心がけてまいります。
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②　コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

ａ）会社の機関と内部統制

経営管理組織

会
計
監
査

監

査

法

人

株 主 総 会

監査役委員会
監査役3名
（内非常勤監査役2名）

取締役会
取締役９名
（内社外取締役１名）

顧
問
弁
護
士
・税
理
士経営企画室 代表取締役社長

各本部
管理本部・営業本部・事業本部

内部監査

報告

監査

報告

統制監視

助
言

報告

選任・解任

報告

選任・解任 経営会議

報告

報告

監査

各種委員会
（リスク管理委員会・情報管理委員会）

相談・通報制度社内窓口
（総務部）

業務体制確認・見直し

報告

報告

連絡

会
計
監
査

監

査

法

人

株 主 総 会

監査役委員会
監査役3名
（内非常勤監査役2名）

取締役会
取締役９名
（内社外取締役１名）

顧
問
弁
護
士
・税
理
士経営企画室 代表取締役社長

各本部
管理本部・営業本部・事業本部

内部監査

報告

監査

報告

統制監視

助
言

報告

選任・解任

報告

選任・解任 経営会議

報告

報告

監査

各種委員会
（リスク管理委員会・情報管理委員会）

相談・通報制度社内窓口
（総務部）

業務体制確認・見直し

報告

報告

連絡

・取締役会

　当社の取締役会は、社外取締役（非常勤）１名を含む９名で構成されており、最低月１回、必要に応じて複数

回開催されております。取締役会では、法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事項及び経営戦略を決

定しております。また、子会社取締役を兼務する当社取締役からは子会社の状況についても適宜報告がなされる

体制となっております。これにより取締役会は、株主から委ねられた会社の価値の最大化に対する善良なる管理

者としての注意義務を遂行しております。なお、監査役３名（非常勤２名含む）も毎時出席し、必要に応じて意

見の陳述を行っております。

・経営会議

　当社の経営会議は、取締役９名（非常勤１名含む）で構成され、定時経営会議は毎週１回開催され、臨時経営

会議は必要に応じて開催しております。

　経営会議では、週次の業務執行状況の報告が行われる他、取締役会の付議事項ではない重要事項等を決定して

おります。なお、常勤監査役は毎時出席し、必要に応じて意見の陳述を行い、監査役委員会にて経営会議の状況

を報告することとなっております。

・監査役委員会

　当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名で構成され、非常勤監査役はいずれ

も社外から招聘しております。

　当社は、会社法上の大会社には該当しないため監査役会設置の法令上の義務はありませんが、監査役間の連携

を強化し監査役監査の実効性を高めるべく、監査役委員会を設置しております。監査役委員会は、原則として月

１回開催され、監査方針及び年度監査方針の決定、ヒアリングや往査時の質問事項の検討、収集した監査資料の

精査、取締役会および経営会議の議事進行・決議内容のチェックなどの意見交換を行っております。

・株主総会

　当社の株主は、現状では役員および役員個人の持株会社、従業員持株会が大株主の上位を占めております。年

１回の定時株主総会を開催することにより、中核的なステークホルダーである株主の権利を保護しております。

当社では、株主へのアカウンタビリティを重視し、株主総会に多くの株主が出席し、当社の経営陣と意見交換を

行い、当社の経営方針を理解していただくべく努めております。
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ｂ）内部監査の状況、監査役との相互連携

　当社では、経営企画室（人員３名）が内部監査の役割を担っております。経営企画室では、内部監査規程に則

り、監査計画を策定して業務監査及び会計監査を実施しており、当社グループの業務活動が適正・効率的に行わ

れているかを監査しております。また、監査役とも監査結果について情報を共有し、効率的な監査を行うため、

連携強化に努めております。

ｃ）弁護士、監査法人などその他第三者の関与状況

　当社では、コンプライアンス経営を企業が社会で活動していく上での必須事項ととらえ、３つの法律事務所と

顧問契約を締結し、常に法律問題に関する助言を受けられる体制を整えております。また、税理士法人、社会保

険労務士とも顧問契約を締結し、税務関連、労務関連についても適切なアドバイスを受けております。

　当社は、監査法人トーマツと監査契約を締結しております。当社は、同監査法人から、年２回の財務諸表等の

監査をはじめ、監査目的上必要と認められる範囲内で内部統制をはじめとする会計記録に関連する制度・手続き

の整備・運用状況の調査を受けております。さらに、会計上の課題についても定期的な会合を通じてアドバイス

を受けております。

　なお、当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名等は次のとおりであります。

所属 氏名 継続監査年数

監査法人トーマツ 指定社員 公認会計士　松尾　清 －（注）

監査法人トーマツ 指定社員 公認会計士　吉田　英司 －（注）

　（注）　継続監査年数が７年を超えないため記載を省略しております。

　また、当社の監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士２名、会計士補７名及びその他３名であります。

ｄ）社外取締役及び社外監査役と当社との利害関係

　社外取締役榎本倉治郎は、当社株式を40株保有しております。社外監査役につきましては、当社との間に人的・

資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。

③　リスク管理体制整備の状況

ａ）企業倫理の確立

　当社では、企業倫理の遵守は、道徳の問題だけではなく、重要な経営手法の一つであるという認識を持ってお

り、企業倫理の遵守は「個人」の問題ではなく「組織」の問題であるため、組織上に企業倫理を遵守する仕組み

を構築し、社風として定着させる必要があると考えております。

ｂ）リスクマネジメント

　当社ではリスクの重要度と発生可能性を把握・測定し、こうしたリスク管理の状況を企業戦略にも反映させる

仕組みを、組織およびビジネスプロセスにおいて構築する必要があると考えており、問題が起こってからそれを

解決する「問題解決型マネジメント」から、問題が起こる前に事前予測して対応を図る「問題予防型マネジメン

ト」への転換を進めております。

　この考えを実効あらしめるため、当社では、取締役会により指名されたリスク管理担当役員を委員長とし、各

部門から選任されたリスク管理担当者により構成されたリスク管理委員会を設置するとともに、「リスク管理規

程」「地震リスク管理規程」「危機管理規程」「不祥事件取扱規程」等の社内規程を制定し、リスク管理体制の

徹底を図っております。

ｃ）役員報酬の内容

　当社の役員に対する報酬は、当該事業年度においては、以下のとおりであります。

　当社の社内取締役に対する報酬は230,851千円であり、社外取締役に対する報酬は8,194千円であります。

　当社の社内監査役に対する報酬は18,677千円であり、社外監査役に対する報酬は8,029千円であります。

ｄ）監査報酬の内容

当社の監査法人トーマツに対する報酬額

公認会計士法第２条第１項に規程する業務に基づく報酬　　18,000千円

その他の報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000千円
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(8）親会社等に関する事項

　当社は親会社を有していないため、該当事項はありません。

(9）内部管理体制の整備・運用状況

①　内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状

況

　前掲「(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況」に記載のとおり、当社

の内部管理体制につきましては、監査役が取締役会の経営執行についての監視を行っており、月次の取締役会に出

席し意見を述べるとともに毎月１回開催される監査役委員会において取締役の業務執行の監査結果を協議するほか、

取締役ならびに各部門責任者と定期的に面談を行い、業務執行状況の把握及び情報の共有化を図っております。

　また、各部門から独立した社長直轄の経営企画室（人員３名）が内部監査業務を担っており、監査計画に基づき

当社各部門及び子会社の業務監査及び会計監査を実施しております。実施された監査内容につきましては、社長へ

監査報告書を提出して報告するとともに被監査部門へ改善指摘事項を通知し、改善状況を継続的に確認することに

より内部管理体制の強化を図っております。

　なお、社内規程に関しましては「業務分掌規程」「職務権限規程」等、社内業務を脱漏なく網羅するよう、必要

に応じて整備・改訂を継続的に実施して内部牽制制度の充実を図るとともに、社内規程に変更があった場合には社

内情報共有システムを利用して役職員へ周知徹底を行い、管理体制の強化に努めております。

②　内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　最近１年間における内部管理体制の充実に向けた取組みとしましては、経営企画室の増員によって内部監査をよ

り一層充実させ、当社の各部門、子会社を対象に監査計画に基づく業務監査及び会計監査を実施し、管理体制の強

化のための改善を行いました。

　また、当社及び子会社の役職員を対象とした法令遵守のための勉強会等も実施し、コンプライアンスの強化を図

るとともに、個人情報・社内情報の管理に関するマニュアルおよびシステムの整備、社員教育をはじめとした啓蒙

活動を継続に行っており、内部情報管理の重要性などを周知徹底いたしました。

(10）その他、経営上の重要な事項

　当社及び連結子会社である株式会社ヨコハマ地所は、不動産フランチャイズであります株式会社センチュリー21・

ジャパンとフランチャイズ契約を締結し、事業活動の充実を図っております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当連結会計年度においてわが国経済は、日本銀行のゼロ金利政策の解除に伴う金利上昇不安など、今後とも国内景

気の先行きには注意を要する状況にはありますが、輸出、生産とも増加を続けており、高水準の企業収益を受けて設

備投資が引き続き増加するなかで、雇用情勢も着実な改善を示した結果、個人消費で伸びが鈍化しつつあるものの増

加基調が続くなど、国内民間需要に支えられた景気の回復がみられました。

　不動産業界におきましては、都心を中心とする超高層マンションブームや不動産ファンドの投資競争の激化等によ

り、３大都市圏の公示地価はほぼすべての地点で上昇または横ばいとなり、資産デフレから脱却したとの見方もあり、

特に収益性の高い商業地域を中心に地価が高騰する傾向が強まっており、マンションディベロッパー各社は、開発地

域を郊外へシフトする動きを見せております。

　このような不動産市場の動向を受け、同業者との開発用地の取得競争も激化するなか、当社グループは、事業領域

の中心に投資用マンション事業を据え、地域的には成長性のある横浜・川崎エリアを中心としたドミナント戦略を実

践することにより競争優位性を発揮し、安定した収入が期待できる投資商品を提供してまいりました。その結果、当

連結会計期間の連結売上高は、14,048百万円（前年同期比24.9％増）、連結経常利益1,836百万円（前年同期比21.6％

増）、連結純利益1,031百万円（前年同期比18.9％増）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。

（不動産販売事業）

　平成18年12月期の不動産販売事業におきましては、投資用マンション売上高12,233百万円（前年同期比23.1％増）、

その他売上高674百万円（前年同期比89.3％増）となり、同事業の売上高は12,908百万円（前年同期比25.4％増）とな

りました。

　また、売上の増加に伴い営業利益も増加し、同事業の営業利益は2,044百万円（前年同期比25.0％増）となりました。

（不動産管理事業）

　平成18年12月期の不動産管理事業におきましては、当該事業の主たる対象となる投資用マンションの順調な販売が

賃貸管理物件の増加につながるとともに、リフォーム案件も増加したことから、同事業の売上高は634百万円（前年同

期比31.6％増）となりました。

　また、営業利益は114百万円（前年同期比19.3％増）となりました。

（その他の事業）

　その他の事業の内容は、売買・賃貸の仲介事業、投資用マンションの設計・監理事業、所有不動産の賃貸事業及び

貸金業でありますが、平成18年12月期におきましては、所有不動産の増加により賃貸事業が伸びたことから、売上高

は506百万円（前年同期比8.5％増）となりました。

　また、営業利益は200百万円（前年同期比23.1％増）となりました。

(2）財政状態

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動による支出2,291百万円及び投資活動による支出1,051

百万円があったものの、財務活動による収入が4,272百万円となったことから、4,632百万円と前連結会計年度末に比

べ929百万円の増加となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益で1,829百万円を獲得したものの、たな卸資産の増

加3,798百万円、法人税等の支払額870百万円などがあったことにより、2,291百万円の支出となりました。

（投資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・フローは、投資不動産の取得による支出711百万円、有価証券及び投資有価証券の取得

による支出249百万円などがあったことにより、1,051百万円の支出となりました。
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（財務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・フローは、借入による収入2,932百万円（純額）、株式の発行による収入1,222百万円、

社債の発行による収入689百万円などにより、4,272百万円の収入となりました。

キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期

株主資本比率（％） 13.6 26.8 29.1

時価ベースの株主資本比率（％） ― 229.1 85.2

債務償還年数（年） 52.1 1.1 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 4.2 282.5 －

　（注）１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：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

２．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

３．平成16年12月期の時価ベースの株主資本比率につきましては、当社株式が非上場であったため、記載してお

りません。

４．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。また、利払いについては、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。

５．平成18年12月期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。

(3）次期の見通し

　次期（平成19年12月期）につきましては、顧客ニーズに合致した商品提供や積極的な販売活動に加え、より一層の

業務の効率化を図ることで業績向上に努めるものの、用地取得競争の激化に加え、地価の反転による用地取得費、さ

らには建築費の上昇による利益率の縮小などを想定しております。

　当社グループでは平成19年度を『新生・陽光』への改革元年と位置づけており、主力事業である投資用マンション

事業の強化に加え、実需向け不動産事業、不動産流動化事業など新たな収益の柱を構築し、安定した収益基盤と事業

機会の拡充を目指した総合不動産ディベロッパーへの変革を確かなものにするため、新規事業の立ち上げに注力し拡

大よりも充実に努めることから、連結売上高17,658百万円（前期比25.7％増）、経常利益1,870百万円（前期比1.9％

増）、当期純利益1,054百万円（前期比2.2％増）を計画しております。

　なお、セグメント別における連結業績見込みは以下のとおりであります。

　不動産販売事業においては、今後さらなる発展が期待される横浜・川崎エリアを中心としたドミナント戦略により、

主力事業である投資用マンションの販売を強化するほか、1棟販売、バリューアップ不動産の売買及び戸建販売等を計

画していることから16,445百万円（前期比27.4％増）を見込んでおります。

　不動産管理事業では、継続的な投資用マンションの供給による管理物件の増加に加え、不動産ファンド事業からの

管理物件が増加することから719百万円（前期比13.5％増）を見込んでおります。

　その他の事業では安定した賃貸収入を見込むものの、売買仲介手数料、賃貸仲介手数料収入が前期並で推移するこ

とから492百万円（前期比2.7％減）を見込んでおります。

※ 平成19 年12 月期の予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、

実際の業績は様々な要因によって、予想数値と異なる可能性があります。

(4）時価発行公募等に係る資金使途計画及び資金充当実績

　平成18年3月7日に実施した公募増資（手取額1,018百万円）及び平成18年3月23日に実施した第三者割当による増資

（手取額203百万円）の資金使途計画及び資金充当実績についての概略は以下のとおりであります。

①　資金使途計画

　運転資金（事業用地仕入資金等）に充当する予定であります。

②　資金充当実績

　投資用マンション事業用地仕入資金等に全額充当いたしました。
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③　会社収益への影響

　当社の投資用マンション事業は、高い事業効率を実現しております。調達資金を投資用マンション事業用地仕入

資金に充当することで、今後の業績拡大、収益基盤の強化に寄与するものと考えております。

(5）事業等のリスク

　以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しており

ます。また、当社グループとしては必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、あ

るいは当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、情報開示の観点から記載しており

ます。当社グループは、これらリスクの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応に努める

方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項以外の記載内容も併せて慎重に検討した上で行う必要があり

ます。

　なお、以下の記載につきましては、本資料発表日（平成19年２月９日）現在における判断によるものであり、当社

グループの事業等及び当社株式への投資に係るリスクを全て網羅するものではありません。また、将来に関する事項

につきましては、本資料発表日現在で当社グループが判断したものであります。

①　法的規制について

　当社グループでは、不動産販売事業の他、不動産管理事業、不動産仲介事業、設計監理事業等の関連事業を行っ

ており、それぞれ下記のとおり法的規制を受けております。当社グループは、これまでにこれら法的規制によって

重大な影響を受けたことはありませんが、今後新たな規制の制定や改廃が行われた場合、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。

不動産販売事業：宅地建物取引業法、建物の区分所有等に関する法律、住宅の品質確保の促進等に関する法律、

国土利用計画法、都市計画法、建築基準法、土地基本法、各地方自治体における条例など、不当景品類及び不当

表示防止法、不動産の表示に関する公正競争規約

不動産管理事業：マンションの管理の適正化の推進に関する法律

不動産仲介事業：宅地建物取引業法

設計監理事業：建築基準法、都市計画法、建設業法、建築士法

建設事業：建設業法

貸金事業：貸金業の規制等に関する法律

不動産ファンド事業：不動産投資顧問業登録規程、借地借家法、信託業法

　当社及び連結子会社である株式会社ヨコハマ地所、株式会社陽光ビルシステムは宅地建物取引業法第３条に基

づき、宅地建物取引業者として、宅地建物取引業者免許証（当社：免許番号　国土交通大臣(2)第5992号　有効期

間：平成17年３月４日から平成22年３月３日まで、株式会社ヨコハマ地所：免許番号　神奈川県知事(6)第15026

号　有効期間：平成16年１月16日から平成21年１月15日まで、株式会社陽光ビルシステム：免許番号　神奈川県

知事(1)第24922号　有効期間：平成15年10月16日から平成20年10月15日まで）の交付を受けて、宅地建物取引業

を営んでおります。また、株式会社陽光ビルシステムは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第44条

に基づき、マンション管理業者の登録（登録番号　国土交通大臣(1)第030671号　有効期間：平成14年６月７日か

ら平成19年６月６日まで）を受けて、不動産管理業を営み、建設業法第３条第１項の規定により、建設業の許可

（登録番号神奈川県知事許可（般－18）第66008号　有効期間：平成18年12月19日から平成23年12月18日まで）を

受けて、建設事業を営んでおります。連結子会社である有限会社ヨーコー管財は、貸金業の規制等に関する法律

第３条１項に基づき、貸金業者登録を受けて、貸金業を営んでおりました（登録番号　神奈川県知事(4)第03403

号）。しかしながら、今後同社は、新規貸付業務を行わず、既存貸付の回収業務のみを行う予定であることから、

同法第44条の規定に基づき、登録更新は行っておりません。そのため、当該貸金業登録は有効期限である平成17

年７月１日をもって失効しております。非連結子会社である株式会社陽光アセット・インベスターズは、不動産

投資顧問業登録規程第６条３項に基づく不動産投資顧問業の登録（登録番号　一般－第711号　有効期間：平成16

年７月23日から平成21年７月22日まで）および信託業法第87条代１項に基づく信託受益権販売業の登録（登録番

号　関東財務局長（売信）第437号　有効期間：平成18年12月28日から平成21年12月27日まで）を受けておりま

す。 

 　宅地建物取引業者免許及びマンション管理業者登録については、当社グループの主要な事業活動に必須であり

ます。なお、現時点において、当社グループには、宅地建物取引業法第66条の定める免許取消事由・更新欠格事

由に該当する事実や、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条および第83条の定める登録取消事由・

更新欠格事由に該当する事実は存在いたしません。しかしながら、将来、何らかの理由により免許及び登録の取

消・更新欠格による失効等があった場合には、当社グループの主要な事業活動に支障をきたし、業績に重大な影

響を及ぼす可能性があります。
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②　「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による瑕疵担保責任について

　「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、新築住宅の供給事業者に対して構造上の主要な部分及び雨水の

浸食を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負うことを定めております。当社グループでは、投資用マン

ション及び戸建住宅の供給に際し、建築設計の段階から一貫して携わり、供給物件の品質管理に万全を期すよう努

めるとともに、他社が開発した新築物件を仕入れて販売する場合には、仕入先の開発実績及び物件の選定に十分留

意しております。また、販売後のクレームに対しても、法令上の責任に基づき、真摯な対応に努めております。

　さらに、構造設計書偽造事件を他山の石として、当社では、提供するマンションの構造計算の適正性を厳重に確

認することにより、瑕疵の発生を防いでおります。例えば、新規開発物件の構造計算について、異なる構造設計事

務所を２社同時に選定してダブルチェックを行い、建築確認の際には過去においてチェックミスが報告されていな

い実績のある機関に依頼し、かつ、過去において評価ミスが報告されていない実績のある住宅性能評価機関による

住宅性能評価書の取得を義務づけております。当社グループでは、このように、瑕疵なき物件を提供すべく、常に

品質管理体制向上に努めております。

　しかしながら、当社及び株式会社ヨコハマ地所の供給物件に何らかの原因で瑕疵が発生した場合、クレーム件数

と補償工事の増加等を招き、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③　土地の仕入れについて

　当社グループでは、マンション用地及び戸建用地の取得にあたり、売買契約前に綿密な事前調査を行っておりま

すが、契約後、稀に土壌汚染等の隠れた瑕疵が発見されることがあります。その場合、当社グループに追加費用が

発生することがあり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、現在、当社グループの主要な事業エリアである横浜市・川崎市内の商業地域において、利便性の高い土地

の地価が上昇傾向にある一方で、同業者との開発用地の取得競争も激化しております。当社グループは、地元不動

産業者との関係の強化や独自の調査等により十分な情報を収集できる体制の構築に努めておりますが、今後、地価

の上昇が続いた場合や、有用な情報の入手が困難になった場合には、開発用地に適した土地の仕入が十分にできず、

自社開発物件が計画どおり供給できない可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④　外注先の影響について

　当社グループは、マンションの建設については、建設会社に一括発注し、主に民間（旧四会）連合会協定工事請

負契約約款に基づく工事請負契約を締結しております。また、建築工事の進捗状況については、連結子会社である

サン建築設計株式会社が定期的な監理を行っており、同社より当社に対して状況報告がなされる体制を構築してお

ります。

　工事請負契約の締結にあたりましては、外注先の財務状況、施工能力・実績、経営の安定性等を総合的に勘案の

上決定しておりますが、外注先に信用不安等が発生し、工期遅延が生じた場合、当社の販売計画にも遅延が生じ、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、施工完了後、外注先に倒産等の事態が発生した場合

には、本来外注先が負うべき瑕疵の補修責任等が履行されず、当社に想定外の費用負担が発生する可能性が生じる

ため、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤　マンション建設に対する近隣住民の反対運動について

　当社グループはマンション建設にあたり、建設地が属する自治体の条例等に従い、事前に周辺住民に説明会を実

施する等の近隣への対策を講じております。マンションの立地については、住宅密集地を避け、駅に近い商業地域

を中心としてきたため、現在までのところ、近隣住民との摩擦は軽微なものに留まっております。しかしながら、

今後、開発中の騒音、電波障害、日照問題、景観変化等を理由に近隣住民に反対運動等が発生する可能性は否定で

きず、その解決に時間を要したり、計画の変更が必要となった場合、工期遅延や追加費用が発生することによって、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥　資金調達について

　当社グループは不動産販売事業を遂行するにあたり、用地の取得資金及び建設費用等を金融機関からの融資を主

体に資金調達しております。当社は、取引金融機関と良好な関係を構築する一方で、新たな金融機関との取引開始、

社債の発行等、資金調達の円滑化、多様化に努めております。しかしながら、何らかの事情により、当社の希望す

る金額及び条件で金融機関からの融資を受けることができない場合、自社開発物件を計画どおり供給できない可能

性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑦　金利の上昇について

a）業績への影響

　市場金利の上昇に伴って、ローン金利が上昇した場合、ローンを利用する顧客の購入意欲が低下する可能性が

あります。また、預金金利が上昇した場合、相対的に当社商品の利回りの優位性を低減することとなるため、顧

客の購入意欲が低下する可能性があります。こうした顧客の変化に当社が対応できず、計画どおりの販売が困難

になった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

b) 財政状態への影響

　当社グループの有利子負債残高は下表のとおり、事業拡大等によるたな卸資産等の増加に伴い有利子負債は増

加しております。

　今後、当社はたな卸資産の回転を早めることに努め、有利子負債依存度の上昇を抑える方針でありますが、市

場金利が予想を超えて上昇し、有利子負債の金利負担が増加した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。

（連結） 平成16年12月期 平成17年12月期  平成18年12月期

有利子負債残高（千円）（Ａ） 3,788,300 2,886,500 6,379,000

総資産額（千円）（Ｂ） 7,062,601 9,052,935 14,650,481

有利子負債依存度（％）（Ａ／Ｂ） 53.6 31.9 43.5

⑧　地価の変動について

a) 業績への影響

　地価の上昇に伴って、用地取得価格が上昇するため、商品一戸あたりの単価は上昇いたします。この場合、将

来の価格上昇期待から購入意欲が高まる顧客層が発生する一方で、賃料収入による利回りの低下を懸念し、購入

意欲が低下する顧客層が発生する可能性もあります。こうした顧客の価値観に当社が対応できず、計画どおりの

販売が困難になった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

b) 財政状態への影響

　当社グループは下表のとおり、販売用不動産、仕掛販売用不動産、投資不動産において土地を保有しておりま

す。これらの不動産は、今後の事業拡大に伴い増加が見込まれております。販売用不動産及び仕掛販売用不動産

は、駅前利便地を中心に保有し、かつ保有期間は短期間であるため、当連結会計年度末時点では評価損は発生し

ておりません。また、投資不動産は、一定の投資利回り確保を算定した上で保有しており、将来的にも重大な評

価損が発生する可能性は低いと判断しております。しかしながら、予期しない速度と規模で地価が下落した場合

には、保有資産に評価損が発生し、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

（連結） 平成16年12月期 平成17年12月期  平成18年12月期

販売用不動産（千円）（Ａ） 453,280 244,925 585,885

仕掛販売用不動産（千円）（Ｂ） 2,863,217 2,786,190 5,659,938

投資不動産（千円）（Ｃ） 307,797 298,055 614,918

総資産（千円）（Ｄ） 7,062,601 9,052,935 14,650,481

比率（％）（（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）／Ｄ） 51.3 36.8 46.8

　（注）　（Ａ）～（Ｃ）につきましては、土地相当分を記載しております。

⑨　事業エリアの集中について

　当社グループが販売する投資用マンション「グリフィン・グリフォーネシリーズ」は、次表のとおり、横浜市内の

みなとみらい地区周辺のエリア（西区・中区・神奈川区）、ＪＲ新横浜駅周辺（港北区）、ＪＲ川崎駅周辺（川崎市

幸区）に集中して建設しており、今後も企業イメージの形成を勘案し、当該エリアを中心とした事業展開を図る方針

であります。このことから特に、横浜市、川崎市を中心とした神奈川県内の経済環境、雇用環境、賃貸需要、地価の

動向等の影響を受ける可能性があります。

　また、近年、首都圏ではワンルームマンションに対する規制を目的とした条例を制定する自治体が見られ、横浜市

では、平成12年１月24日に「横浜市ワンルームマンション形式集合建築物に関する指導基準及び同施行細目」等の指

導要綱等による規制が制定され、管理人室の設置、住戸の最低専有面積、駐車・駐輪施設の設置の義務付け等が定め

られております。現在、自治体の条例による規制が、当社の事業展開に与える影響は軽微でありますが、将来的に規

制が変更若しくは強化された場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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エリア 棟数 構成比（％） 戸数 構成比（％）

横浜市西区・中区・神奈川区　計 46 70.8 2,156 70.8

横浜市港北区　計 7 10.8 404 13.3

横浜市内その他　計 2 3.1 75 2.5

横浜市内　計 55 84.6 2,635 86.5

川崎市幸区　計 3 4.6 163 5.3

川崎市中原区　計 3 4.6 106 3.5

川崎市宮前区　計 1 1.5 35 1.1

川崎市内　計 7 10.8 304 10.0

神奈川県下　計 62 95.4 2,939 96.5

東京都内　計 3 4.6 108 3.5

総計 65 100.0 3,047 100.0

　（注）　平成18年12月31日現在の竣工棟数・供給戸数について記載しております。

　⑩　投資用マンション販売事業について

 a) 顧客からのクレームないし訴訟提起について

　当社が販売するマンションは、主にマンション経営による資産運用を目的として購入されており、金融商品や他

の投資運用手段と競合した商品との位置づけにあると考えております。当社は商品販売に際し、空室の発生、家賃

相場の下落、金利上昇による返済負担の増加等、マンション経営に関するリスクについて、顧客の十分な理解が得

られる説明を行うよう努めております。また、販売後も集金の代行、建物の維持管理、入居者の募集及び賃貸仲介

等、当社及び連結子会社によるアフターサービスの充実に努めております。このため、投資用マンションの販売に

おいて、現在まで訴訟やこれに準ずる重大なトラブルが発生した事実はありません。しかしながら、今後、何らか

の事情により、顧客からクレームないし訴訟提起があった場合、事実の存否にかかわらず、訴訟やクレームが公に

なることにより、当社グループの信用に影響を与え、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 b) 販売物件の入居率低下について

　当社が販売した投資用マンションの賃貸入居率が低下した場合、賃料収入を見込む新規購入者の購買意欲が低下

する可能性があります。当社グループでは、賃貸需要が高いと考えられる地域へ建設し、株式会社ヨコハマ地所及

び近隣の不動産業者による新規入居者の獲得に努め、株式会社陽光ビルシステムによって良好な住環境を整備し、

入居者の固定化に尽力しております。また、関心の高まりを見せているマンションの耐震強度についても、当社供

給物件に対する不安を解消すべく、当社ホームページ等を通じて耐震強度の数値を明らかにし、適正であることを

示し、もって入居者確保に努めております。しかしながら、既存物件の周囲で住環境が悪化する等、不測の事態に

より入居率が低下した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑪　不動産ファンド事業への参入について

　当社グループでは、これまでグループで蓄積した経験・知識・ノウハウを生かし、新しい不動産ビジネスである

不動産ファンド事業を開始するため、平成16年２月には当該事業を目的とする当社100％子会社「株式会社陽光ア

セット・インベスターズ」を設立しました。しかしながら、事業開始の準備過程において、状況の変化に応じて事

業計画の見直しを行い、平成16年９月に同社を休眠会社とし、同社の人員・設備を当社に新設したアセット事業部

に統合しました。その後、アセット事業部および同事業部を引き継いだ流動化事業部において、事業再開に向け、

物件の選定・取得などの準備活動を行っておりましたが、活動体制が整備されたことから、平成18年12月に株式会

社陽光アセット・インベスターズは、活動再開の緒についております。当社グループは、不動産ファンド事業に精

通した人材を外部から招聘した上で事業に着手しており、計画の採算性を十分検討の上で物件の取得しております

が、不動産市況の変化等の要因により、当該事業に予定どおり参入できない可能性があるとともに、参入後に採算

が悪化した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑫　株式会社センチュリー21・ジャパンとのフランチャイズ契約について

　当社及び連結子会社である株式会社ヨコハマ地所は、株式会社センチュリー21・ジャパンとフランチャイズ契約

を締結しております。株式会社センチュリー21・ジャパンとは良好な関係を維持しており、そのブランド認知度が

顧客に対して安心感を与えるメリットがあるため、今後も契約を継続していく方針ですが、何らかの要因により当

該フランチャイズ契約が解除となった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑬　人材の確保について

　当社グループの退職者は、平成16年12月期に84名、平成17年12月期に66名、平成18年12月期に99名、発生してお

り、総従業員に対する退職者の比率が高くなっております。

　当社グループは、優秀な人材の確保と育成を重要な経営上の課題と捉え、定期の新卒者採用及び適宜中途採用に

より入社した従業員に対しては、当社内での研修カリキュラムに加え、株式会社センチュリー21・ジャパンによる

研修・不動産関連のセミナーへの参加、ＯＪＴの実施により早期の職務技能習得を目指しております。また、個人

毎の業績評価については、社内各部門毎に適した評価制度を定め、適正な人事考課を実施することで、優秀な人材

の定着に努めております。特に、用地仕入れを担当する開発事業部と販売を担当する営業本部に所属する従業員に

ついては、業務の成果が当社の業績に直結することから、その他の部門とは別の報酬体系を定め、成果に応じたイ

ンセンティブを付与しております。しかしながら、こうした施策にも拘らず、従業員の定着度が高まらない場合や、

雇用の需給関係から当社が求める人材が十分に確保できない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

⑭　個人情報の取扱について

　当社グループでは、既存顧客・見込み顧客の個人情報を保有しております。平成17年４月１日より施行された個

人情報保護法に鑑み、当社グループでは、グループ全体の役職員共通のプライバシーポリシーの制定等、同法を遵

守する体制の構築を進めております。システム上においては、個人情報ファイル保管の厳重化・ＯＡシステム監視

ソフトの導入・アクセス権の制限などにより、個人情報の漏洩防止に備えております。

　しかしながら、不測の事態により、個人情報が外部に漏洩するような事態となった場合、損害賠償等による費用

が発生する可能性がある他、当社グループの信用低下を招く場合があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。

⑮　訴訟について

　本資料発表日現在、当社グループでは係争中の訴訟等はございません。

　平成15年10月、株式会社陽光ビルシステムは、建築請負代金を支払わない注文者及び保証人に対し、請負工事代

金債権1,497万1,100円と年利５％の法定遅延損害金の支払いを求め、また、当該建物を占有する注文者の親会社に

対し占有回収を求め、横浜地方裁判所に提訴いたしました。

　平成18年３月に1,042万8,626円と年利６％の損害金の支払を認める判決が確定し、これに基づき差押等の回収手

段を講じましたが、債務者には差押えることのできる財産がなく、回収不能となりました。当該債権については全

額貸倒引当金を設定済みであり、回収不能が当社グループの業績に与える影響は軽微であります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年12月31日）
当連結会計年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

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   3,702,399   4,632,313  

２  売掛金   83,063   41,092  

 ３　有価証券   －   149,744  

４　たな卸資産 ※１  3,883,770   7,475,211  

５　繰延税金資産   130,392   127,748  

６　その他   75,157   130,701  

貸倒引当金   △20,752   △24,517  

流動資産合計   7,854,031 86.8  12,532,294 85.5

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物及び構築物  48,639   53,025   

減価償却累計額  △15,332 33,306  △19,871 33,153  

(2）車両運搬具  24,471   42,294   

減価償却累計額  △17,284 7,186  △16,513 25,781  

(3）工具器具及び備品  58,388   100,240   

減価償却累計額  △34,591 23,796  △47,667 52,573  

(4）土地   19,532   19,532  

有形固定資産合計   83,822 0.9  131,040 0.9

２　無形固定資産        

(1）連結調整勘定   5,908   －  

 (2) のれん   －   3,018  

(3）その他   21,391   41,240  

無形固定資産合計   27,299 0.3  44,258 0.3
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前連結会計年度

（平成17年12月31日）
当連結会計年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   24,792   120,605  

(2）関係会社株式 ※２  10,000   10,000  

(3）長期貸付金   69,786   52,979  

(4）繰延税金資産   129,142   135,300  

(5）投資不動産  799,061   1,569,667   

減価償却累計額  △83,261 715,800  △98,145 1,471,522  

(6）その他   158,045   177,211  

貸倒引当金   △19,784   △24,731  

投資その他の資産合計   1,087,783 12.0  1,942,888 13.3

固定資産合計   1,198,904 13.2  2,118,187 14.5

資産合計   9,052,935 100.0  14,650,481 100.0
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前連結会計年度

（平成17年12月31日）
当連結会計年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金   2,005,882   2,112,128  

２　短期借入金 ※1、4  362,500   1,576,000  

３　一年以内返済予定の長期
借入金

※１  1,503,000   1,390,000  

４　一年以内償還予定の社債   140,000   393,800  

５　未払法人税等   528,087   455,233  

６　賞与引当金   48,750   4,556  

７　その他   404,651   588,229  

流動負債合計   4,992,871 55.2  6,519,948 44.5

Ⅱ　固定負債        

１　社債   220,000   526,200  

２　長期借入金 ※１  661,000   2,493,000  

３　繰延税金負債   －   349  

４　退職給付引当金   28,601   29,770  

５　役員退職慰労引当金   268,648   280,847  

６　預り保証金   452,757   539,767  

７　その他   1,776   412  

固定負債合計   1,632,784 18.0  3,870,346 26.4

負債合計   6,625,655 73.2  10,390,294 70.9
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前連結会計年度

（平成17年12月31日）
当連結会計年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※３  452,400 5.0  － －

Ⅱ　資本剰余金   427,840 4.7  － －

Ⅲ　利益剰余金   1,534,218 17.0  － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   12,821 0.1  － －

資本合計   2,427,280 26.8  － －

負債及び資本合計   9,052,935 100.0  － －

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   － －  1,071,420 7.3

２　資本剰余金   － －  1,046,860 7.1

３　利益剰余金   － －  2,131,559 14.6

株主資本合計   － －  4,249,839 29.0

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

  － －  10,346 0.1

評価・換算差額等合計   － －  10,346 0.1

純資産合計   － －  4,260,186 29.1

負債純資産合計   － －  14,650,481 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   11,245,119 100.0  14,048,760 100.0

Ⅱ　売上原価   7,430,213 66.1  9,561,975 68.1

売上総利益   3,814,906 33.9  4,486,784 31.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１　広告宣伝費  75,185   92,284   

２　販売促進費  66,992   70,045   

３　旅費交通費  94,034   79,606   

４　貸倒引当金繰入額  6,653   11,251   

５　役員報酬  300,692   382,018   

６　給与手当  846,906   978,163   

７　賞与引当金繰入額  50,084   4,156   

８　退職給付費用  5,137   7,632   

９　役員退職慰労引当金繰入額  60,629   56,685   

10　法定福利費  119,003   130,732   

11　福利厚生費  22,827   22,088   

12　支払手数料  118,041   170,244   

13　賃借料  106,961   111,391   

14　租税公課  59,110   73,992   

15　減価償却費  23,399   36,128   

16　連結調整勘定償却  2,889   －   

17　のれん償却  －   2,889   

18　その他  304,763 2,263,311 20.1 362,206 2,591,519 18.4

営業利益   1,551,594 13.8  1,895,265 13.5
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前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  488   1,185   

２　受取配当金  372   309   

３　受取手数料  25,950   26,750   

４　保険解約返戻金  －   13,883   

５　その他  3,264 30,075 0.3 10,020 52,148 0.4

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  9,862   10,224   

２　新株発行費償却  11,315   －   

 ３　株式交付費償却  －   15,880   

４　社債発行費償却  －   10,051   

５　支払保証料  2,293   3,869   

６　融資手数料  3,431   62,455   

７　貸倒引当金繰入額  1,571   7,706   

８　株式公開関連費用  35,696   －   

９　その他  7,181 71,352 0.7 1,027 111,215 0.8

経常利益   1,510,318 13.4  1,836,198 13.1

Ⅵ　特別利益        

１　貸倒引当金戻入益  1,936   2,760   

２　償却債権取立益  352 2,289 0.0 609 3,369 0.0

Ⅶ　特別損失        

１　貸倒損失  －   6,772   

２　固定資産売却損 ※１ 1,097   728   

３　固定資産除却損 ※２ 3,906 5,004 0.0 2,068 9,569 0.1

税金等調整前当期純利益   1,507,603 13.4  1,829,999 13.0

法人税、住民税及び事業税  700,969   799,771   

法人税等調整額  △60,861 640,107 5.7 △1,514 798,257 5.7

当期純利益   867,495 7.7  1,031,741 7.3
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年１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   6,000

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１　増資による新株の発行  421,840 421,840

Ⅲ　資本剰余金減少高   －

Ⅳ　資本剰余金期末残高   427,840

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   791,110

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１　当期純利益  867,495 867,495

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１　配当金  104,800  

２　役員賞与  19,588 124,388

Ⅳ　利益剰余金期末残高   1,534,218
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年１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 株主資本合計

平成17年12月31日　残高（千円） 452,400 427,840 1,534,218 2,414,458

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 619,020 619,020  1,238,040

剰余金の配当   △434,400 △434,400

当期純利益   1,031,741 1,031,741

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）

619,020 619,020 597,341 1,835,381

平成18年12月31日　残高（千円） 1,071,420 1,046,860 2,131,559 4,249,839

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等合
計

平成17年12月31日　残高（千円） 12,821 12,821 2,427,280

連結会計年度中の変動額    

新株の発行   1,238,040

剰余金の配当   △434,400

当期純利益   1,031,741

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△2,475 △2,475 △2,475

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△2,475 △2,475 1,832,906

平成18年12月31日　残高（千円） 10,346 10,346 4,260,186
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

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　税金等調整前当期純利益  1,507,603 1,829,999

２　減価償却費  33,495 51,770

３　連結調整勘定償却  2,889 －

 ４　のれん償却  － 2,889

５　新株発行費償却  11,315 －

 ６　株式交付費償却  － 15,880

７　社債発行費償却  － 10,051

８　賞与引当金の増減額（△は減少）  25,185 △44,193

９　退職給付引当金の増加額  4,159 1,168

10　役員退職慰労引当金の増加額  60,629 12,198

11　貸倒引当金の増加額  3,111 8,712

12　受取利息及び受取配当金  △860 △1,494

13　支払利息  9,862 10,224

14　固定資産売却損  1,097 728

15　固定資産除却損  3,906 2,068

16　売上債権の増減額（△は増加）  △41,635 41,970

17　たな卸資産の増減額（△は増加）  481,910 △3,798,515

18　仕入債務の増加額  953,135 254,256

19　役員賞与の支払額  △19,588 －

20　その他  95,359 189,407

小計  3,131,577 △1,412,877

１　利息及び配当金の受取額  403 864

２　利息の支払額  △9,621 △9,104

３　法人税等の支払額  △404,540 △870,205

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,717,819 △2,291,323
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前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

１　定期預金の預け入れによる支出  △28,000 －

２　定期預金の払い出しによる収入  28,000 －

 ３　有価証券の取得による支出  － △149,598

４　有形固定資産の取得による支出  △33,406 △74,037

５　有形固定資産の売却による収入  740 716

６　無形固定資産の取得による支出  △4,150 △14,690

 ７　投資有価証券の取得による支出  － △99,911

８　投資不動産の取得による支出  △246,094 △711,551

９　貸付金の回収による収入  20,367 16,806

10　その他投資の増減  △27,318 △19,156

投資活動によるキャッシュ・フロー  △289,862 △1,051,421

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

１　短期借入による収入  482,000 2,663,600

２　短期借入金の返済による支出  △1,204,800 △1,450,100

３　長期借入による収入  1,640,000 3,883,000

４　長期借入金の返済による支出  △1,779,000 △2,164,000

５　社債の発行による収入  － 689,948

６　社債の償還による支出  △40,000 △140,000

７　株式の発行による収入  702,924 1,222,159

８　配当金の支払額  △104,800 △431,949

財務活動によるキャッシュ・フロー  △303,675 4,272,659

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加額  2,124,281 929,913

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,578,117 3,702,399

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  3,702,399 4,632,313
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　４社

連結子会社の名称

株式会社ヨコハマ地所

株式会社陽光ビルシステム

サン建築設計株式会社

有限会社ヨーコー管財

(1）連結子会社の数　　　６社

連結子会社の名称

株式会社ヨコハマ地所

株式会社陽光ビルシステム

サン建築設計株式会社

有限会社ヨーコー管財

 有限責任中間法人ＹＫトラスト

 有限会社ＹＫインベスターズ

　有限責任中間法人ＹＫトラスト及び

有限会社ＹＫインベスターズについて

は、当連結会計年度において新たに設

立したことにより、当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めることといたしま

した。

(2）非連結子会社の名称

株式会社陽光アセット・インベス

ターズ

(2）非連結子会社の名称

同左

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は小規模会社であり、

総資産、売上高、当期純損益及び利益

剰余金等は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないためであ

ります。

 

 

２　持分法の適用に関する事

項

持分法を適用しない非連結子会社

株式会社陽光アセット・インベスターズ

同左

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、当期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため、持分

法の適用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

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。

　決算日が連結決算日と異なる会社は次の

とおりであります。

　会社名　有限会社ＹＫインベスターズ

　決算日　11月30日

　なお、連結に際しては、連結決算日現在

で本決算に準じた仮決算を行った財務諸表

を基礎としております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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

ａ　子会社株式

移動平均法による原価法

①有価証券

ａ　子会社株式

同左

ｂ　その他有価証券

時価のあるもの

　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）

ｂ　その他有価証券

時価のあるもの

　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）

②たな卸資産

ａ　販売用不動産、仕掛販売用不動産

個別法による原価法

②たな卸資産

ａ　販売用不動産、仕掛販売用不動産

同左

ｂ　貯蔵品

最終仕入原価法

ｂ　貯蔵品

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

　定率法によっております。但し、平成

10年４月１日以降取得の建物（建物附属

設備を除く）については、定額法によっ

ております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

①有形固定資産

同左

建物及び構築物　　10年～47年

車両運搬具　　　　６年

工具器具及び備品　４年～15年

 

②無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、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）に基づいております。

②無形固定資産

同左

③投資不動産

　定率法によっております。但し、平成

10年４月１日以降取得の建物（建物附属

設備を除く）については、定額法によっ

ております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

③投資不動産

同左

建物及び構築物　15年～47年  

(3）重要な繰延資産の処理

方法

新株発行費

　支出時に全額費用処理しております。

株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。

 社債発行費

 支出時に全額費用処理しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(4）重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

　売上債権及び貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

①貸倒引当金

同左

②賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額基準に基づく当連結会計年度中

の負担額を計上しております。

②賞与引当金

同左

③退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、退職

一時金制度に基づき当連結会計年度末に

おいて発生していると認められる額を計

上しております。

③退職給付引当金

同左

④役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく当連結会計

年度末要支給見積額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

同左

(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

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

①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

抜方式によっております。

　なお、控除対象外消費税等については、

発生年度の期間費用としております。

①消費税等の会計処理

同左

②販売用不動産・仕掛販売用不動産に係る

利息の処理方法

　個々の案件に係る借入金に対する支払

利息のうち、建設期間中の利息について

は、販売用不動産・仕掛販売用不動産に

算入しております。

②販売用不動産・仕掛販売用不動産に係る

利息の処理方法

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６　連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定は、５年間で均等償却を

行っております。

──────

７　のれんの償却に関する事

項

────── 　のれんは、５年間で均等償却を行ってお

ります。

８　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

利益処分又は損失処理の取扱い方法

　連結会計年度中に確定した利益処分又は

損失処理に基づいております。

同左

 

９　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、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

投資であります。

同左
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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

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年１月１日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

──────  （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。

  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は4,260,186千円で

あります。

　なお、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。

  （企業結合に係る会計基準等）

　当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準第７号　平成17年12月27日）

並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12

月27日）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、連結財務諸表規則の改正による連結財務諸表の表

示に関する変更は以下のとおりであります。

①連結貸借対照表

　「連結調整勘定」は、当連結会計年度から「のれん」と

して表示しております。

②連結損益計算書

　「連結調整勘定償却」は、当連結会計年度から「のれん

償却」として表示しております。

③連結キャッシュ・フロー計算

　「連結調整勘定償却」は、当連結会計年度から「のれん

償却」として表示しております。

  （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当連結会計年度より、「繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日実

務対応報告第19号）を適用しております。

　前連結会計年度において営業外費用の内訳として表示し

ていた「新株発行費償却」は、当連結会計年度より「株式

交付費償却」として表示する方法に変更しております。

　また、前連結会計年度において営業活動によるキャッ

シュ・フローの内訳として表示していた「新株発行費償

却」は、当連結会計年度より「株式交付費償却」として表

示する方法に変更しております。
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追加情報

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算書

上の表示方法）

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年２月13日　企業会計基準委員会実務

対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本

割については、販売費及び一般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が12,947千円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が同額減

少しております。

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

※１　担保資産

　借入金2,526,500千円（長期借入金661,000千円、一

年以内返済予定の長期借入金1,503,000千円、短期借

入金362,500千円）の担保として抵当に供しているも

のは次のとおりであります。

※１　担保資産

　借入金5,459,000千円（長期借入金2,493,000千円、

一年以内返済予定の長期借入金1,390,000千円、短期

借入金1,576,000千円）の担保として抵当に供してい

るものは次のとおりであります。

たな卸資産 2,483,419千円 たな卸資産 5,450,349千円

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

関係会社株式 10,000千円 関係会社株式 10,000千円

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式14,400株であり

ます。

※３　　　　　　　　　──────

※４　コミットメントライン契約

　当社は機動的な資金調達及び資金効率の改善を目的

として株式会社みずほ銀行との間でコミットメントラ

イン契約を締結しております。この契約に基づく当連

結会計年度末におけるコミットメントラインに係る借

入金未実行残高等は次のとおりであります。

※４　コミットメントライン契約

①当社は機動的な資金調達及び資金効率の改善を目的

として株式会社みずほ銀行との間でコミットメント

ライン契約を締結しております。この契約に基づく

当連結会計年度末におけるコミットメントラインに

係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

コミットメントラインの総額 300,000千円

借入実行額 －

差引額 300,000千円

コミットメントラインの総額 300,000千円

借入実行額 － 

差引額 300,000千円

②当社は機動的な資金調達及び資金効率の改善を目的

として株式会社三菱東京ＵＦＪ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）を締結しております。この

契約に基づく当連結会計期間末における借入金未実

行残高等は次のとおりであります。

融資枠設定金額 3,000,000千円 

借入実行額 　　　　 －

差引額 3,000,000千円 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※１　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

車両運搬具 1,097千円 車両運搬具 728千円

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 3,642千円

工具器具及び備品 264千円

計 3,906千円

建物及び構築物 1,153千円

工具器具及び備品 378千円

ソフトウエア    536千円

計 2,068千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年１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 14,400 48,000 － 62,400

合計 14,400 48,000 － 62,400

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加48,000株は、公募増資による増加1,000株、第三者割当増資による増加200株、株

式分割による増加46,800株であります。

 

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３月24日

定時株主総会
普通株式 272,160 18,900 平成17年12月31日 平成18年３月27日

平成18年８月21日

取締役会
普通株式 162,240 2,600 平成18年６月30日 平成18年９月５日

(2）基準日が当期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19年３月23日

定時株主総会
普通株式 187,200  利益剰余金 3,000 平成18年12月31日 平成19年３月26日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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

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

現金及び預金 3,702,399千円

現金及び現金同等物 3,702,399千円

現金及び預金 4,632,313千円

現金及び現金同等物 4,632,313千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(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）

期末残高
相当額
（千円）

有形固定資産    

車両運搬具 19,783 6,987 12,796

工具器具
及び備品

62,398 28,240 34,157

無形固定資産    

ソフトウエア 15,379 9,197 6,182

合計 97,561 44,425 53,136

 
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    

車両運搬具 14,718 7,532 7,185

工具器具
及び備品

44,575 19,356 25,219

無形固定資産    

ソフトウエア 12,438 8,566 3,871

合計 71,732 35,455 36,276

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 18,093千円

１年超 36,298 〃

合計 54,392千円

１年以内 18,030千円

１年超 20,914 〃

合計 38,945千円

(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

支払リース料 18,583千円

減価償却費相当額 16,636 〃

支払利息相当額 2,039 〃

支払リース料 17,384千円

減価償却費相当額 15,681 〃

支払利息相当額 1,101 〃

(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

(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

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年以内 2,870千円

１年超 8,850 〃

合計 11,720千円

１年以内 3,441千円

１年超 5,189 〃

合計 8,631千円
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成17年12月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結決算日における連結

貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

①　株式 3,422 24,792 21,369

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 3,422 24,792 21,369

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

①　株式 － － －

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 － － －

合計 3,422 24,792 21,369

２　時価評価されていない有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

子会社株式 10,000
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当連結会計年度（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
連結貸借対照表計上
額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表計上

額を超えるもの

(1）国債・地方債等 149,789 149,900 110

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 149,789 149,900 110

時価が連結貸借対照表計上

額を超えないもの

(1）国債・地方債等 99,893 99,865 △28

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 99,893 99,865 △28

合計 249,683 249,765 81

２　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結決算日における連結
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

①　株式 3,422 20,667 17,244

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 3,422 20,667 17,244

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

①　株式 － － －

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 － － －

合計 3,422 20,667 17,244

３　時価評価されていない有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

子会社株式 10,000
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 　　　　 ４　満期保有目的の債券の今後の償還予定額　

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

(1)債券     

①国債・地方債等 149,744 99,938 － －

②社債 － － － －

③その他 － － － －

(2)その他 － － － －

合計 149,744 99,938 － －

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用して

おります。

１　採用している退職給付制度の概要

同左

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

退職給付債務 28,601千円

退職給付引当金 28,601千円

退職給付債務 29,770千円

退職給付引当金 29,770千円

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 8,100千円

退職給付費用 8,100千円

勤務費用 8,586千円

退職給付費用 8,586千円

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　簡便法を採用しておりますため、割引率等については

記載しておりません。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左

（ストック・オプション等）

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

①繰延税金資産（流動）  

未払事業税損金不算入額 38,841千円

貸倒引当金繰入限度超過額 8,297千円

賞与引当金繰入限度超過額 19,500千円

棚卸資産未実現利益 57,952千円

その他 5,800千円

繰延税金資産（流動）計 130,392千円

  

②繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金繰入限度超過額 11,190千円

貸倒引当金繰入限度超過額 6,569千円

役員退職慰労引当金繰入限度超過

額
107,459千円

一括償却資産償却限度超過額 2,631千円

減価償却限度超過額 4,593千円

その他 5,246千円

繰延税金資産（固定）合計 137,690千円

繰延税金負債（固定）との相殺額 △8,547千円

繰延税金資産（固定）の純額 129,142千円

  

③繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 8,547千円

繰延税金負債（固定）合計 8,547千円

繰延税金資産（固定）との相殺額 △8,547千円

繰延税金負債（固定）の純額 －

繰延税金資産  

①繰延税金資産（流動）  

未払事業税損金不算入額 35,680千円

貸倒引当金繰入限度超過額 9,819千円

賞与引当金繰入限度超過額 1,822千円

棚卸資産未実現利益 77,345千円

その他 3,080千円

繰延税金資産（流動）計 127,748千円

  

②繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金繰入限度超過額 11,890千円

貸倒引当金繰入限度超過額 3,176千円

役員退職慰労引当金繰入限度超過

額
112,339千円

一括償却資産償却限度超過額 2,763千円

減価償却限度超過額 5,414千円

その他 6,264千円

繰延税金資産（固定）合計 141,848千円

繰延税金負債（固定）との相殺額 △6,548千円

繰延税金資産（固定）の純額 135,300千円

  

③繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 6,897千円

繰延税金負債（固定）合計 6,897千円

繰延税金資産（固定）との相殺額 △6,548千円

繰延税金負債（固定）の純額  349千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 （単位：％）

法定実効税率 40.0

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6

住民税均等割 0.1

留保金課税 1.1

その他 0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.5

 （単位：％）

法定実効税率 40.6

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9

住民税均等割 0.2

留保金課税 0.4

その他 0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.6
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

 
不動産販売
事業
（千円）

不動産管理
事業
（千円）

その他の事
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 10,296,808 481,650 466,660 11,245,119 － 11,245,119

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 50,036 235,886 285,922 (285,922) －

計 10,296,808 531,686 702,547 11,531,042 (285,922) 11,245,119

営業費用 8,660,820 436,013 539,438 9,636,272 57,252 9,693,524

営業利益 1,635,987 95,673 163,108 1,894,769 (343,175) 1,551,594

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 7,433,203 621,884 1,148,652 9,203,740 (150,804) 9,052,935

減価償却費 16,014 3,591 13,889 33,495 － 33,495

資本的支出 20,028 2,927 289,286 312,242 － 312,242

　（注）１　事業区分の方法及び各区分の主な内容

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。

不動産販売事業……マンション等の販売

不動産管理事業……マンション等の管理

その他の事業………不動産の仲介・賃貸等、設計・監理他

２　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主なものは、親会社本社の総務部門等管

理部門にかかる費用344,868千円であります。

３　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（定期預金等）、

長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等214,633千円であります。
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当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 
不動産販売
事業
（千円）

不動産管理
事業
（千円）

その他の事
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 12,908,208 634,016 506,534 14,048,760 － 14,048,760

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 72,907 327,086 399,994 (399,994) －

計 12,908,208 706,924 833,621 14,448,754 (399,994) 14,048,760

営業費用 10,863,548 592,814 632,850 12,089,214 64,280 12,153,494

営業利益 2,044,660 114,109 200,770 2,359,540 (464,274) 1,895,265

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 12,135,828 782,005 2,016,625 14,934,458 (283,977) 14,650,481

減価償却費 27,250 3,893 20,627 51,770 － 51,770

資本的支出 91,550 7,625 781,407 880,583 － 880,583

　（注）１　事業区分の方法及び各区分の主な内容

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。

不動産販売事業……マンション等の販売

不動産管理事業……マンション等の管理

その他の事業………不動産の仲介・賃貸等、設計・監理他

２　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主なものは、親会社本社の総務部門等管

理部門にかかる費用419,435千円であります。

３　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（定期預金等）、

長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等362,349千円であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　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。

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　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

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

(1）親会社及び法人主要株主

　該当事項はありません。

(2）役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

(3）子会社等

　非連結子会社の株式会社陽光アセット・インベスターズとは重要な取引がないため、その記載を省略してお

ります。

(4）兄弟会社等

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

(1）親会社及び法人主要株主

　該当事項はありません。

(2）役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

(3）子会社等

　非連結子会社の株式会社陽光アセット・インベスターズとは重要な取引がないため、その記載を省略してお

ります。

(4）兄弟会社等

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 168,561円13銭 68,272円23銭

１株当たり当期純利益 65,205円11銭 16,773円52銭

 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。

 　また、当社は平成17年４月15日付で

株式１株につき４株の株式分割を行っ

ております。当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の１株当たり

情報については、それぞれ以下のとお

りとなります。

　また、当社は平成18年４月１日付で

株式１株につき４株の株式分割を行っ

ております。当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の１株当たり

情報については、それぞれ以下のとお

りとなります。

 前連結会計年度

１株当たり純資産

73,664円40銭

１株当たり当期純利益

33,955円05銭

　なお、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益については、潜在株
式が存在しないため、記載してお
りません。

前連結会計年度

１株当たり純資産

42,140円28銭

１株当たり当期純利益

16,301円28銭

　なお、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益については、潜在株
式が存在しないため、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

項目
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 867,495 1,031,741

普通株式に係る当期純利益（千円） 867,495 1,031,741

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

（千円）
  

利益処分による役員賞与金 － －

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式の期中平均株式数（株） 13,304 61,510
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．平成18年２月10日開催の取締役会において、次のとお

り新株式の発行を決議し、平成18年３月７日に払込が完

了しました。この結果、平成18年３月７日付で資本金は

968,250千円、発行済株式総数は15,400株となりました。

(1）募集方法　　　　：一般募集

(2）発行する株式の種：普通株式　1,000株

類及び数

(3）発行価格　　　　：１株につき1,105,800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1,031,700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は、引受人の手取金になりま

す。

(5）発行価額　　　　：１株につき1,031,700円

(6）発行価額の総額　：1,031,700千円

(7）払込金額の総額　：1,031,700千円

(8）資本組入額　　　：１株につき515,850円

(9）資本組入額の総額：515,850千円

(10）払込期日　　　　：平成18年３月７日

(11）配当起算日　　　：平成18年１月１日

(12）資金の使途　　　：運転資金（事業用地仕入資金

等）

２．当社は、公募新株式発行並びに株式売出しに関連し、

当社株主より当社普通株式200株を賃借した売出し（以

下、「オーバーアロットメントによる売出し」という）

を行いました。本件第三者割当は、このオーバーアロッ

トメントによる売出しに関連して、平成18年２月10日開

催の取締役会決議に基づき、三菱ＵＦＪ証券株式会社を

割当先として行うものであり、その概要は次のとおりで

あります。

(1）発行する株式の種：普通株式　　200株

類及び数

(2）発行価額　　　　：１株につき1,031,700円

(3）資本組入額　　　：１株につき515,850円

(4）払込金総額　　　：206,340千円

(5）払込期日　　　　：平成18年３月23日

(6）新株の配当起算日：平成18年１月１日

(7）割当先　　　　　：三菱ＵＦＪ証券株式会社

(8）資金の使途　　　：運転資金（事業用地仕入資金

等）

──────
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前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

３．平成18年２月10日開催の取締役会において、次のとお

り株式分割による新株式の発行を決議しております。

(1）平成18年４月１日付をもって普通株式１株につき４

株に分割します。

①分割により増加する株式数

普通株式　　　　　　46,800株

②分割方法

平成18年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿

に記載又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します。

(2）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連結会計年度における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産 １株当たり純資産

18,416円10銭 42,140円28銭

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

8,488円76銭 16,301円28銭

　なお、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益に
ついては、潜在株式が存
在しないため、記載して
おりません。

同左
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当社グループは不動産販売事業、不動産管理事業、その他の事業を営んでおり、生産を定義することが困難である

ため、生産実績の記載はしておりません。

(2）受注実績

　当連結会計年度における不動産販売事業の受注（契約）実績は次のとおりであります。なお、不動産販売事業はそ

の大半を投資用マンションの受注が占めていることから、同商品に対する受注実績のみ記載いたします。

区分

前連結会計年度
自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日

当連結会計年度
自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日

前期比（％） 前期比（％）

戸数（戸） 568 119.8 617 108.6

金額（千円） 10,755,829 125.5 11,342,400 105.5

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3）販売実績

　当連結会計年度の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。

区分 物件内訳 販売戸数（戸） 販売金額（千円）

不動産販売事業 グリフィン横浜・ディアコート 1 20,620

 グリフィン横浜・東口弐番館 1 24,630

 グリフィン横浜・桜木町伍番館 2 34,639

 グリフィン横浜・日本大通り 4 95,572

 グリフィン横浜・桜木町六番館 4 64,547

 グリフィン横浜・天王町 11 197,308

 グリフィン川崎・西口参番館 90 1,570,650

 グリフィン新横浜・七番館 40 644,647

 グリフィン横浜・反町公園弐番館 60 1,090,004

 グリフィン横浜・プライムスクエア 40 713,941

 グリフィン新横浜・八番館 40 674,672

 グリフィン・元住吉 35 638,674

 グリフィン横浜・桜木町駅前 27 472,324

 グリフォーネ横浜・岡野公園 34 654,646

 グリフィン南蒲田・アクトシティ 42 886,789

 グリフォーネ横浜・平沼橋駅前 40 833,088

 グリフォーネ横浜・妙蓮寺 22 492,429

 グリフィン横浜・山下町 30 567,687

 グリフィン・鷺沼 13 223,521

 ケンジントンマンション関内 117 1,900,018

 マルシンソナーレ池袋 25 433,320

 その他 － 674,472

 小計 678 12,908,208

不動産管理事業  － 634,016

その他の事業  － 506,534

合計  14,048,760

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間取引については、相殺消去しております。
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