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１．平成19年１月中間期の連結業績（平成18年８月１日～平成19年１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１月中間期 6,813 (△60.4) 25 (△98.1) △771 (―)

18年１月中間期 17,204 (4.6) 1,360 (49.0) 889 (42.9)

18年７月期 34,760 3,490 2,387

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１月中間期 △507 (―) △59 31 ― ―

18年１月中間期 507 (48.8) 64 52 64 47

18年７月期 1,341 163 47 163 38

（注）①持分法投資損益 19年1月中間期 △31百万円 18年1月中間期 △17百万円 18年7月期 △52百万円
②期中平均株式数（連結） 19年1月中間期 8,557,378株 18年1月中間期 7,864,483株 18年7月期8,207,594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。
⑤19年1月中間期の潜在株式調整後1株当たり中間純利益は1株当たり中間純損失を計上しているため記載しており
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１月中間期 80,556 9,025 11.2 1,051 60

18年１月中間期 45,952 9,045 19.7 1,057 33

18年７月期 48,704 9,645 19.8 1,127 28

（注）期末発行済株式数（連結） 19年1月中間期 8,558,300株 18年1月中間期 8,554,700株 18年7月期 8,556,700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１月中間期 △32,647 △164 31,292 1,827

18年１月中間期 △7,104 470 7,234 2,290

18年７月期 △9,303 △113 11,074 3,347

(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 2社 持分法適用非連結子会社数 ―社 持分法適用関連会社数 2社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） ―社 （除外） ―社 持分法（新規） ―社 （除外） ―社

２．平成19年７月期の連結業績予想（平成18年８月１日～平成19年７月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 37,000 2,600 1,430

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　167 円　12 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。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社(株式会社明豊エンタープライズ)及び子会社㈱明豊プロパティーズ（㈱東京テナントセンター

から平成18年８月１日付けで社名変更)、㈱明豊コーポレーション（平成18年６月２日設立））により構成されており、

不動産分譲事業、不動産賃貸事業、不動産仲介事業及びこれらに付随する業務を行っております。

　当社グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 区分 事業内容

不動産分譲事業

自社単独物件

外断熱工法を採用した100年耐用型マンション「シェルゼ」（自社ブラン

ド）シリーズの分譲、および外断熱工法を採用した100年耐用型の賃貸マン

ション「サンフルプロセンチュリー」(自社ブランド）の供給

共同事業物件
マンションデベロッパーに対してマンション用地情報を含む企画を提案し、

共同事業として行う分譲マンションの展開

不動産賃貸事業

賃貸マンション・アパート等のオーナーより一括賃借し、オーナー収入を

保証すると共に、一定の利潤を加算し賃貸（転貸）および自社保有物件の

賃貸や、オーナーの代理として、入居者募集、契約手続き、家賃徴収、未

収の催促、賃貸運営に関る全てをおこなう賃貸。

不動産仲介事業
不動産分譲事業に付随して発生するマンション用地等の仲介事業、加えて、

取引先等からの依頼による不動産仲介

その他事業

不動産分譲事業により派生する各種受託、土地使用による手数料、子会社

である㈱明豊プロパティーズの賃貸管理代理業務の手数料、工事請負業務

等

［事業系統図］

　企業集団の事業系統図は、次のとおりであります。
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２．経営方針
（1） 会社経営の基本方針

 当社は平成17年12月に、「中期経営計画」を策定し「4年後の平成23年に“シェルゼ”年間1,000戸供給体制の確

立とＪ－ＲＥＩＴ向けの賃貸物件の開発事業を積極的に推進し、グループ会社（株式会社明豊プロパティーズ、株

式会社明豊コーポレーション）との相乗効果を図る」ことを目標としています。基本方針は以下のとおりです。

①　住宅系不動産業を中核とし少数精鋭にて高い収益率を生み出すプロ集団を目指す。

②　お客様からの高い評価、信頼を得るために、常に新しいものへチャレンジする企業として「挑戦」と「対応」

をキーワードに、常に顧客のニーズを先取りし、柔軟に対応していく。

③　高い収益、安定した収益を確保するために、顧客ニーズを先取りしたマーケティングを実現し、これを付加価

値に変えていく発想・アイデアを生み出していく。 

この基本方針を実践するために「リビング・サービス・システム」の充実とともに、他社とは差別化した健康・

快適・省エネで資産価値の維持できる、外断熱工法を採用した新100年耐用型分譲マンション「シェルゼ」の供給拡

大と、外断熱工法を採用した100年耐用型の賃貸マンション「サンフルプロセンチュリー」の供給拡大に積極的に取

り組んでまいります。

 (2） 会社の利益配分に関する基本方針

     当社は、株主への利益配分を経営上の重要政策の一つとして位置づけております。現在及び今後の事業収支

 　　 をベースに、将来の事業展開や経営環境の変化に対応するために　必要な内部留保の確保等を総合的に勘案し、

 　　 利益還元を継続的かつ安定的に実施すべきものと考えております。

 (3） 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

 　　　　当社は、株式流動性向上及び個人を中心とした投資家の皆様に投資しやすい環境を整え、株式市場への参加を

　　  促進し、株式流動性を高める有用な施策のひとつとして、平成17年7月31日を基準日として、同年9月20日付けを

　　  もって、普通株式1株を2株に分割しております。

　　　　 なお、今後とも引き続き、株式流動性向上のため、常に株価や出来高を注視し、投資家の皆様に投資していた

　　  だきやすい環境の整備のため、諸施策を積極的に実施してまいりたいと考えております。　

 (4) 目標とする経営指標

　当社は前期第38期（平成18年７月期）から第40期（平成20年７月期）の中期３ヵ年経営計画を開示しており、最

終年度にあたる第40期（平成20年７月期）は売上高500億、経常利益33億円（連結ベース）を目標としております。

 (5）中長期的な会社の経営戦略

　平成17年12月27日付策定の中期経営計画において、「物造りにこだわり、健康、快適、安全で資産価値の高いマ

ンションをその価値に見合った価格にて供給する少数精鋭の総合デベロッパーを目指す。」を基本方針として、第

38期（平成18年７月期）を初年度とした中期３ヵ年を「外断熱工法を採用した100年耐用型分譲マンションの第一号

案件“サンフル池上シェルゼ”の竣工前完売を受け、平成23年7月期には、シェルゼを年間1,000戸供給する体制の

確立を図ると共に、不動産賃貸事業についてはＪ－ＲＥＩＴ向けの収益案件の開発事業を積極的に推進し、株式会

社明豊プロパティーズとの相乗効果を図っていくための前半３ヵ年計画」として位置づけております。また、平成

18年７月期をブランド確立の１年間と位置付け、1,000戸供給体制の確立のために土地仕込み部隊と企画部隊の強化

を図り、平成20年７月期の数値目標（連結ベース）として、シェルゼ400戸供給を目指し、売上高500億円、経常利

益33億円を目標としております。

　なお、本計画は単に数値的目標設定に留まらず、基本方針の実現を目指して、経営の方向性を定め、この３ヵ年

で着実に新たな基盤を確立して行うというものであります。  

(6）会社の対処すべき課題

  当社グループを取り巻く経営環境は、近年大きく変化しております。経済・社会の成熟化が進行する中、マン

ション購入者や入居者のニーズは多様化・高度化の度合を強め、また機関投資家や個人投資家の投資ポートフォー

リオに占める不動産のポジションも高まってきており、高度な専門性を備えた不動産開発、不動産運営に対する

ニーズも増大してきております。このような環境認識に基づき、当社グループは事業主として業界初のお客様を一

生涯に亘ってお世話をする「リビング・サービス・システム」と外断熱工法を採用した新100年耐用型分譲マンショ

ン「シェルゼ」、外断熱賃貸マンションにおけるサブリースシステム「FIX-ed30」を軸にすえ、積極的かつ柔軟に

対応してまいります。

①　多様化・高度化するマンション購入者ニーズへの的確な対応

      (a）リビング・サービス・システム（L.S.S.）の整備

        従来のマンション分譲事業においては、マンション購入者に物件を引渡す時点で関係を完結させていました。

      これに対し当社は、マンション購入後においても、お客様と一生涯に亘る関係を構築するため、リニューアル・

      買い替え・買取り・転勤時の賃貸等、住まいや暮らしの様々な相談・要望事項に事業主としてお応えする「リ
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      ビング・サービス・システム（L.S.S.）」を構築しております。

      (b）外断熱工法を採用した100年耐用型マンションの供給

         外断熱工法は建物躯体を断熱材ですっぽり覆うことでマンションの躯体そのものが外部の温度変化の影響を

       受けにくい構造となり、コンクリートの蓄熱効果を最大限に活用できるとともにコンクリートの劣化抑制効果も

       期待できる工法であり、結露の抑制、カビ、ダニ等の発生を押える効果、ヒートショックの抑制効果等の健康

       面でのメリットとともに、建物の長寿命化、蓄熱効果による冷暖房費の削減等でのメリットも大きく、平成17年

　　　 ２月の京都議定書の締結以降、地球環境へ配慮する意味でも着目されているものです。また国土交通省により

       平成18年6月に施行された「住生活基本法」の目指す「良質な住宅ストックの形成及び将来世代への承継」に適

       合するマンションであります。

         当社は、外断熱工法を採用した100年耐用型マンションを当社の主力商品として位置づけ、自社ブランド商品

       名を「シェルゼ」と命名し、第一号物件を東京都大田区池上に「サンフル池上シェルゼ」として発表し、平成

       18年1月の竣工前に好評のうちに完売いたしました。引き続いて今期39期には「シェルゼ府中の森公園（平成19

       年4月竣工予定）」、「シェルゼ千駄木（平成19年7月竣工予定）」、「シェルゼ木場公園(平成20年3月竣工予

       定）」の販売を開始しており、「シェルゼ千駄木」、「シェルゼ木場公園」におきましては早期の竣工前完売を

       致しました。なお、東京都が平成17年10月からスタートした、大規模マンション建築主に対して義務付けた

      「マンション環境性能表示」において「シェルゼ木場公園」が唯一全項目における満点評価を達成いたしまし

       た。そのほか東京都世田谷区砧、杉並区上高井戸、神奈川県鎌倉市、東京都三鷹市下連雀、東京都台東区雷門、

       神奈川県川崎市武蔵中原、東京都北区王子神谷等を計画しております。

 　      また、外断熱工法の利点をお客様に知っていただき、より良く理解・体感していただくため、平成18年5月に

       目黒区目黒にシェルゼパビリオンを竣工いたしました。シアター、体感コーナー、また業界初の外断熱体験宿泊

       ルームを設置しオープン以来大変ご好評を頂いております。外断熱の快適さ、効果をお客様にご体験頂けるだけ

       でなく、シェルゼブランドの認知向上のための広告宣伝活動の推進を続けております。　　　　　

 　　 (c）FIX-ed30システムの推進　　　 

         不動産賃貸部門においては、株式会社明豊プロパティーズより、賃貸不動産オーナーに向けて、外断熱工法を

       採用した100年耐用型マンションに対して30年間のサブリース対応を行うFIX-ed30システムを構築しておりま

       す。FIX-ed30システムは、外断熱工法を採用した100年耐用型マンションの資産性の高さをより具体的な形でオ

       ーナーの方々に提供するとともに、その入居者にも健康面でのメリットを提供できるものとして、今後推進して

       まいります。　

 　　②　業績の安定化・強固な財務体質の構築

         (a）円滑な資金調達手段

         　　  従来の調達手段によるプロジェクト・ファイナンスに加えてコミットメントラインの設定、公募増資等

             による資金調達手段の多様化を図り、成長拡大のための円滑な資金調達を継続推進してまいります。　

          (b）売り上げ・収益の確保

           　　マンション分譲事業における市場・相場の変動への対応として、売上高および収益の一定水準を確保す

             るために、不動産賃貸開発事業につきましては、積極的に推進し、ファンドへの売却、流動化を促進し連

             結子会社の株式会社明豊プロパティーズのリーシング業務並びにPM業務の受託に結びつけ、相乗効果を高

             めてまいります。

 　　③　新規事業、新たなビジネス・チャンスへの対処

 　　　　(a）不動産投資信託市場への積極的な対応

 　　　　　　　当社は、従来、私募不動産ファンド・J－REIT等へ向けた賃貸物件の開発事業を積極的に推進してまい

             りましたが、外断熱工法を採用した100年耐用型マンションを主に環境配慮型住宅を運用対象とするJ－

             REIT立ち上げのため、平成17年３月にアセットマネジメント会社「エコロジー・アセットマネジメント株

　　　　　　 式会社」を当社他４社にて設立しました。当社は今後、「エコロジー・アセットマネジメント株式会社」

             の設立するJ－REIT向けの賃貸分野における外断熱工法を採用した100年耐用型賃貸マンション「サンフ

             ル・プロセンチュリー」の供給積極的にを推進してまいります。

 　　　　(b）中国市場への進出に向けた取組み

 　　　　　　　将来の当社事業拡大のため、新たな外断熱工法を採用した100年耐用型マンション分譲マーケットとし

             ての中国市場の研究を進めております。

 (7）親会社等に関する事項

 　　　　　該当事項はありません。

 (8）その他、会社の経営上重要な事項

 　　　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

   【当中間期の概況】

当中間連結会計年度の売上高は、68億13百万円（前期同期比60.4％減）、営業利益は25百万円（同98.1％減）、経

常損失は７億71百万円、当期純損失は５億７百万円となりました。

当中間連結会計年度の業績は以下の通りであります。

[当期連結業績の概要]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 区分 平成19年１月中間期 平成18年１月中間期 対前期比 増減率

 売上高 6,813 17,204 △10,390 △60.4％

 営業利益 25 1,360 △1,334 △98.1％

 経常利益 △771 889 △1,660 ―

中間純利益 △507 507 △1,014 ―

　　【事業の種類別セグメント概況】

 不動産分譲事業につきましては、共同事業物件として「グランフォーラム宮崎台」、「エスティプレイス」等５物

件の供給を行い、好調に販売いたしました。その他シェルゼ事業物件として完売済みの「シェルゼ千駄木」（総戸数

24戸）、好評販売中の「シェルゼ府中の森公園」（総戸数34戸）の供給を行いましたが、引渡時期により当中間連結

期売上とならないため、当中間連結会計年度の売上高は55億93百万円（前期同期比64.9％減）、営業利益は２億96百

万円（同79.0％減）となりました。

 〔連結セグメント別業績〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

事業の種類別　　

　　セグメントの

名称

 

 平成19年１月中間期

 

 

 平成18年１月中間期

 

対前期比 

増減 増減率 

  売上高 営業利益 売上高 営業利益  売上高  営業利益  売上高   営業利益 

 不動産分譲事業　 5,593 296 15,933 1,412 △10,340 △1,116 △64.9％ △79.0％

 不動産賃貸事業 1,162 259 1,007 182 155 76 15.4％ 41.6％

 不動産仲介事業 46 3 155 65 △108 △62 △69.9％ △95.4％

 その他の事業 11 33 107 91 △96 △57 △89.5％ △63.1％

　（セグメント業績の概要）

　 （1）不動産分譲事業

売上高の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 平成19年１月中間期 平成18年１月中間期 増減 増減率 

 共同事業 5,369 8,885 △3,516 △39.6

 単独事業 224 7,048 △6,824 △96.8

 合計 5,593 15,933 △10,340 △64.9

（2）不動産賃貸事業　　　   

 　不動産賃貸事業につきましては、当中間連結会計年度の売上高は11億62百万円（前期同期比15.4％増）、営業

利益は２億59百万円（同41.6％増）となりました。

（3）不動産仲介事業　　　　　　

　　不動産仲介事業につきましては、仙台プロジェクトなどにより、当中間連結会計年度の売上高は46百万円（前

期同期比69.9％減）、営業利益は３百万円（同95.4％減）となりました。

（4）その他の事業　　　　　　　    

　　その他の事業につきましては、不動産事業に派生したものとして、当中間連結会計年度の売上高は11百万円

（前期同期比89.5％減）、営業利益33百万円（同63.1％減）となりました。

（２）財政状態   

  【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）の残高は、新築分譲マンション事業が

順調に推移したものの、順調な開発用地取得によるたな卸資産の増加や取得に伴う借入利息の支出があった結果、

前中間連結会計期間に比べ４億62百万円減少し、当中間連結会計期間には18億27百万円（前中間連結会計期間は22

億90百万円）となりました。
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（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、新築マンション分譲事業が順調に推移したものの税金等調整前中間当期

純損失７億79百万円の支出があり、また順調な開発用地取得によるたな卸資産の増加により322億75百万円の支出等

があったため、326億47百万円の支出（前中間連結会計期間は71億４百万円の支出）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、投資有価証券の売却により２億60百万円の収入がありましたが、投資有

価証券の購入による１億40百万円の支出、短期貸付金による１億円の支出等があったため、１億64百万円の支出（前

中間連結会計期間は４億70百万円の収入）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、不動産分譲事業における分譲マンション竣工・販売による事業資金の短

期借入金及び長期借入金返済額68億53百万円の支出となりましたが、順調な開発用地取得に伴うあらたな長期借入

金の調達等による収入が383億16百万円あったため、312億92百万円の収入（前中間連結会計期間は72億34百万円の

収入）となりました。

  【キャッシュ・フロー関連指標の推移】　

 　　　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7月期
平成18年1月
中間期 

平成18年7月期 
 平成19年1月

中間期

自己資本比率（％） 15.6 19.7 19.8 11.2

時価ベースの自己資本比率（％） 30.1 34.3 21.4 16.8

債務償還年数（年） ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― ― ―

　（注）　自己資本比率＝自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率＝株式時価総額／総資産

債務償還年数＝有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー／利払い

※　いずれも連結ベースの財務数値より計算しております。

※　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。

※　営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によ

るキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

※　債務償還年数とインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては平成17年７月期、平成18年１月中間期、

平成18年７月期、平成19年１月中間期のいずれも営業キャッシュ・フローがマイナスのため表示しており

ません。

※　当社は、平成17年９月20日付をもって１株を２株の割合で株式分割を行っており、平成17年７月末時点の

株価は権利落ち後の株価となっております。平成17年７月末の時価ベースの株主資本比率を算出するため、

株式時価総額につきましては、権利落ち後の株価に分割割合を乗じて算定しております。

（３）通期の見通し　　　　　　　

     　当期の連結の業績見通しにつきましては、連結売上高370億円（前期比6.4%増）、連結経常利益26億（前期比8.9%

増）、連結当期純利益14億30百万円（前期比6.6％増）、また、平成19年７月期の個別業績見通しにつきましては、

売上高350億円（前期比7.2％増）、経常利益25億（前期比5.8％増）、当期純利益13億78百万円（前期比0.9％増）

を見込んでおります。

 平成19年７月期 平成18年７月期 増減 率

  売上高 37,000 34,760 2,240 6.4%

  経常利益 2,600 2,387 212    8.9%

　当期純利益 1,430 1,341 88 6.6%

  （４）事業等のリスク

 　　 １．不動産分譲事業の特徴について

　(1）マンション用地の取得について

            当社グループでは、不動産分譲事業において用地取得が重要要素であるとの認識に基づき、有用な不動産

          関連情報を効率的に入手するためのネットワーク化を進めており、金融機関及び不動産業者等の協力企業を
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         「明豊会」として組織化しております。平成19年1月末現在における加盟社数は124社(東京68社+大阪56社）で

          あり、当社は、各協力企業からの情報等により良質な用地取得を行うことにより、他社との競争力向上が図

          られているものと認識しております。しかしながら、十分な不動産関連情報の入手が困難となった場合に

          は、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　(2）共同事業物件における共同事業主について

　共同事業物件については、デベロッパーを共同事業主としてマンション分譲プロジェクト等を展開しており、

各期の事業における相手先別の構成比は毎期変動しております。

　当社は、共同事業主との間で、物件ごとに、事業シェア及び費用配分方法等を定めた共同事業協定書を締結し

ており、その多くには相手先による一定の当社販売リスク低減条項が付されております。

　なお、当社グループは、デベロッパーごとの特性を考慮して最適と考えられる相手先に企画提案を行っており

ますが、必ずしも当社が提案する企画及びその条件等が相手先に受け入れられるものではありません。また、当

社は、今後も各デベロッパーとの良好な関係を継続し、かつ、必要に応じて新たな共同事業先の開拓を進めてい

く方針でありますが、各デベロッパーの事業展開又は戦略等に変化が生じた場合には、当社事業展開及び業績等

に影響を及ぼす可能性があります。

　(3）不動産分譲事業における利益率の変動について

　不動産分譲事業においては、物件規模、共同事業及び自社単独の別、共同事業物件における事業シェアや費用

分担方法等に加えて、販売状況その他の諸条件等により、個別プロジェクトごとに利益率は異なるものでありま

す。

　共同事業物件については、相手先デベロッパーに、当社の事業リスクの低減が図られたものであると認識して

おりますが、その収益性は必ずしも高いものではありません。また、自社単独物件については、収益性を高める

ことが可能でありますが、その一方でマンション分譲にかかる事業リスクは全て当社が負うこととなります。

　当社は、事業リスクのバランスを考慮しつつ、中長期的には自社単独物件の比率を高めていく方針であります

が、短期的には共同事業物件と自社単独物件の割合はそれぞれの各物件規模及び取組件数等により変動する場合

もあり、当事業全体の利益率が変動する可能性があります。

　なお、自社単独物件については、専有卸（マンション物件の一棟売り）方式による販売、不動産ファンド向け

物件の開発等、販売形態の多様化による事業リスク軽減も図っていく方針でありますが、その事業規模が拡大し

た場合には、事業リスクが増加することとなり、当社の業績は、従来以上に外部環境及び各プロジェクトの販売

動向等の影響を与える可能性があります。

　当社では、不動産分譲事業において重要要素であるマンション用地取得については、有用な不動産関連情報を

効率的に入手するためのネットワーク化を進めており、金融機関及び不動産業者等の協力企業を「明豊会」とし

て組織化しております。平成19年1月末現在における加盟社数は124社(東京68社+大阪56社）であり、当社は、各

協力企業からの情報等により良質な用地取得を行うことにより、他社との競争力向上が図られているものと認識

しております。しかしながら、当社及び各協力企業における何らかの理由により、十分な不動産関連情報の入手

が困難となった場合には、当社の業績に悪影響を受ける可能性があります。

　(4）資金調達手法の多様化について

　資金調達につては、プロジェクト案件の資産及びキャッシュ・フロー等をベースとした資金の調達をしており

ますが、今後において当社の意図する十分な資金調達が出来る保証はありません。

   　２．不動産業界について

   　 (1）法的規制について

        　不動産取引については、「宅地建物取引業法」、「国土利用計画法」、「建築基準法」、「都市計画法」など

の法的規制があります。当社は宅地建物取引業者としてこれらの法令を遵守しており、「宅地建物取引業法」に

基づく免許を受け、事業を展開しております。また、平成15年２月には、「不動産特定共同事業法」に基づく不

動産定共同事業の認可も受けております。

       　今後、これらの法的規制の改廃や新たな法的規制が設けられる場合等においては、当社事業に影響を及ぼす可

能性があります。

    　(2）外部環境について

       　不動産関連法規の制定・改正、不動産に係る税制改正、景気動向、金利動向及び地価動向等の外部環境要因

       の動向より当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。

    　３．当社の事業体制について

     　(1）代表取締役会長への依存について

       当社の代表取締役会長である髙島勝宏は、昭和57年９月に当社代表取締役に就任以降、社長及び会長等を歴

     任し、現在に至っております。当社事業においても、長年培ってきた業界における信頼及び人脈等の活用並び

     に対外的な折衝等において重要な役割を果たしており、その依存度は高いものであると考えられます。
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 　    現在、当社事業の運営においては、代表取締役社長である梅木篤郎との２名体制を構築し、業務分担及び権

     限委譲を行い、協力会社組織「明豊会」による土地情報ネットワークの構築等を図る等の組織的対応の強化を

     すすめておりますが、何らかの要因により同氏の当社業務遂行が困難となった場合、当社の事業展開や経営成

     績等に影響を与える可能性があります

     　(2）小規模組織であることについて

      　　当社は、平成19年1月末現在、役員8名、従業員51名の計59名、子会社役職員36名を含めて計95名の小規模組

        織であり、内部管理体制も組織規模に応じた体制となっております。人的資源を集中させることにより小規模

　　　  組織による効率的な経営を指向しており、今後においても、必要に応じて不動産業務等に精通した優秀な人材

        等の採用等を行う予定でありますが、基本的には上記方針を継続していく方針であります。

 　   しかしながら、今後における事業拡大に伴い、当社グループにおいて想定以上の人員が必要となる可能性も

    あり、優秀な人材が確保できなかった場合には事業拡大の制約要因となる可能性もあります。

 　   また、小規模組織による効率的な経営により、当社事業における人材の重要性は高いものと考えられ、

　　有能な人材が社外流出した場合には、当社の事業遂行等に影響を及ぼす可能性があります。

   　  (3）不動産分譲事業における共同事業物件の費用分担方法について

       不動産分譲事業における共同事業物件においては、マンション分譲に係る必要資金を共同事業主と分担して

　　　プロジェクトを遂行しておりますが、この費用分担の主な方法は、①事業シェアにより全ての費用を按分

      する方法②当社が主に土地取得関連費用（又は建設関連費用等）等を負担し、共同事業主がそれ以外の費用

      を負担する方法等があり、相手先及び物件ごとにその方法が定められております。

 　    これらの費用分担方法の違いによる、当社分担費用の損益計算書上の計上箇所（売上原価と販売費及び一般

管理費）等の差異により、物件ごとの売上総利益率は大きく異なる場合があります。このことから各期におけ

るこれら費用分担方法の違うプロジェクトの構成及び規模の違いにより売上総利益率に変動が生じる場合があ

ります。

 　      なお、売上総利益率を含む利益率の変動要因としては、単独及び共同事業並びに各事業ごとの構成比、物件

ごとの収益性、市況変動等による販売価格の変動等の場合もあります。

 　(4）有利子負債への依存について

　当社グループは、不動産分譲事業において、プロジェクト案件ごとに用地取得と開発費用等のプロジェクトの

推進に必要な資金を主に借入金で賄っており、用地取得から顧客への引渡しまでに１年以上の期間を要すること

が多いため、事業拡大等によるたな卸資産等の増加に伴い、有利子負債残高も増加する傾向があります。

　これらの要因から、当社グループの有利子負債残高が総資産額に占める比率は、平成18年1月期末：69.6％、平

成18年７月期末：73.6％、平成19年1月期末：83.5％、と高い水準となっております。

　今後においても、事業拡大に伴い有利子負債残高は相応の高い水準で推移するものと想定され、今後において

金利が上昇する局面においては支払利息の増加によ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。

平成19年1月
中間期

平成18年1月
中間期

平成18年７月期

売上高（千円） 6,813,872 17,204,089 34,760,019

経常利益（千円） △771,248 889,692 2,387,287

支払利息（千円） 554,516 342,429 722,519

たな卸資産（千円） 71,623,734 37,524,724 39,280,293

有利子負債残高（千円）(A） 67,296,236 31,994,400 35,834,000

総資産額（千円）(B） 80,556,075 45,952,084 48,704,103

有利子負債依存度（％）(A）／(B） 83.5 69.6 73.6

　(5）物件の引渡時期等による業績の変動について

　マンション業界においては、一般に転勤及び学期末の時期であること等から３月に物件の引渡時期が集中する

傾向にあります。現在、当社においては、各期において引渡しとなる物件数が多くないこと、また、個別物件に

ついて用地取得時期及び工期等の関係から必ずしも３月に売上高が増加するものではないこと等から、各物件の

引渡時期等により売上高の計上時期は変動しております。

　今後においても、不動産分譲事業における個別物件ごとの引渡時期及び規模、不動産仲介事業におけるスポッ

ト的な収益計上時期等により、当社の業績は、上期及び下期又は四半期ごとの変動が生じ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18年１月31日）

当中間連結会計期間末

（平成19年１月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金  2,316,222 1,853,726 3,373,271

２．売掛金 2,221,370 136,085 688,005

３．たな卸資産 ※２ 37,524,724 71,623,734 39,280,293

４．その他  1,220,100 4,449,512 2,960,399

貸倒引当金 △3,303 △3,470 △2,898

流動資産合計 43,279,113 94.2 78,059,588 96.9 46,299,072 95.1

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1)建物及び構築物 ※1.２ 241,860 416,682 447,015

(2）土地 ※２ 663,127 475,307 524,964

(3）その他 ※1.２ 69,855 974,843 66,518 958,507 71,027 1,043,007

２．無形固定資産 43,593 37,323 38,787

３．投資その他の資産

その他  1,710,123 1,556,246 1,378,826

貸倒引当金 △55,590 1,654,533 △55,590 1,500,656 △55,590 1,323,236

固定資産合計 2,672,970 5.8 2,496,487 3.1 2,405,031 4.9

資産合計 45,952,084 100.0 80,556,075 100.0 48,704,103 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 394,102 1,116,674 1,088,730

２．短期借入金 ※2,3 11,648,000 55,738,080 24,228,800

３．未払法人税等 408,474 11,349 584,741

４．前受金 2,788,945 1,818,146 638,184

５. 役員賞与引当金 32,500 ― 32,500

６．その他  479,310 316,433 265,479

流動負債合計 15,751,333 34.3 59,000,684 73.2 26,838,436 55.1

       

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 20,346,400 11,558,155 11,605,200

２．役員退職慰労引当
金

50,380 ― 59,913

３．その他 758,861 971,506 554,734

固定負債合計 21,155,641 46.0 12,529,662 15.6 12,219,848 25.1

負債合計 36,906,975 80.3 71,530,346 88.8 39,058,284 80.2

－ 9 －



前中間連結会計期間末

（平成18年１月31日）

当中間連結会計期間末

（平成19年１月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,681,074 3.7 ― ― ― ―

Ⅱ　資本剰余金 1,871,064 4.1 ― ― ― ―

Ⅲ　利益剰余金 5,266,246 11.4 ― ― ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

227,103 0.5 ― ― ― ―

Ⅴ　自己株式 △380 △0.0 ― ― ― ―

資本合計 9,045,109 19.7 ― ― ― ―

負債及び資本合計 45,952,084 100.0 ― ― ― ―

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  1,681,406 2.1  1,681,258 3.5

２．資本剰余金   － －  1,871,396 2.3  1,871,248 3.8

３．利益剰余金   － －  5,367,328 6.7  6,046,032 12.4

４．自己株式   － －  △380 0.0  △380 △0.0

株主資本合計   － －  8,919,749 11.1  9,598,159 19.7

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  80,194 0.1  47,659 0.1

評価・換算差額等合
計

  － －  80,194 0.1  47,659 0.1

Ⅲ　新株予約権   － －  25,785 0.0  ―  

純資産合計   － －  9,025,729 11.2  9,645,819 19.8

負債純資産合計   － －  80,556,075 100.0  48,704,103 100.0

－ 10 －



(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 17,204,089 100.0 6,813,872 100.0 34,760,019 100.0

Ⅱ　売上原価 14,261,596 82.9 5,746,999 84.3 28,452,739 81.9

売上総利益 2,942,493 17.1 1,066,872 15.7 6,307,280 18.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,582,071 9.2 1,041,227 15.3 2,816,661 8.1

営業利益 1,360,421 7.9 25,645 0.4 3,490,618 10.0

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息及び配当金 1,120 7,206 2,658

２．保険金収入 ― 8,840 3,766

３. 匿名組合投資利益 35,308 13,847 56,584

４．その他 5,870 42,299 0.3 10,511 40,405 0.6 27,842 90,851 0.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 342,429 554,516 722,519

２．支払手数料 130,323 251,550 394,521

３. 持分法による投資損
失

17,113 31,190 52,825

４.その他 23,161 513,028 3.0 41 837,298 12.3 24,315 1,194,181 3.4

経常利益又は経常損
失（△）

889,692 5.2 △771,248 △11.3 2,387,287 6.9

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益
　　　　

 27,000   ―   27,071   

２.役員退職慰労引当金　
　　　
 戻入益　

 ―   729   ―   

３.　その他  ― 27,000 0.2 ― 729 0.0 15,066 42,137 0.1

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※２ ― 9,260 6,135

２．固定資産除却損 ※３ 214 ― 214

３. 役員退職金  5,667 ― 5,667

４．過年度役員退職慰労
引当金繰入額

 4,650 ― 4,650

５. その他 ― 10,531 0.1 ― 9,260 0.1 10,175 26,841 0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益又は
中間純損失（△）

906,161 5.3 △779,780 △11.4 2,402,583 6.9

法人税、住民税及び
事業税

395,758 1,469 1,065,535

法人税等調整額 3,023 398,782 2.4 △273,679 △272,209 △4.0 △4,688 1,060,847 3.0

中間（当期）純利益 507,378 2.9 △507,570 △7.4 1,341,736 3.9

－ 11 －



(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８月１日

至　平成18年１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 1,002,324

Ⅱ　資本剰余金増加高

　　増資による新株発行 868,740 868,740

Ⅲ　資本剰余金中間期末残高 1,871,064

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 4,976,161

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間純利益 507,378 507,378

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 151,094

２．役員賞与 66,200 217,294

Ⅳ　利益剰余金中間期末残高 5,266,246

－ 12 －



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８月１日　至　平成19年１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７月31日　残高（千円） 1,681,258 1,871,248 6,046,032 △380 9,598,159

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 147 147 ― ― 294

剰余金の配当 ― ― △171,134 ― △171,134

中間純利益 ― ― △507,570 ― △507,570

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）

147 147 △678,704 ― △678,410

平成19年１月31日　残高（千円） 1,681,406 1,871,396 5,367,328 △380 8,919,749

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

評価・換算
差額等合計

平成18年７月31日　残高（千円） 47,659 47,659 ― 9,645,819

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 ― ― ― 294

剰余金の配当 ― ― ― △171,134

中間純利益 ― ― ― △507,570

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）

32,534 32,534 25,785 58,319

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

32,534 32,534 25,785 △620,090

平成19年１月31日　残高（千円） 80,194 80,194 25,785 9,025,729

－ 13 －



前連結会計年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７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17年７月31日　残高（千円） 812,074 1,002,324 4,976,161 △380 6,790,180

連結会計年度中の変動額

新株の発行 869,184 868,924 ― ― 1,738,108

剰余金の配当 ― ― △151,094 ― △151,094

役員賞与の支給 ― ― △66,200 ― △66,200

当期純利益 ― ― 1,341,736 ― 1,341,736

持分法の適用に伴う剰余金の減
少高

― ― △54,571 ― △54,571

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）

869,184 868,924 1,069,871 ― 2,807,979

平成18年７月31日　残高（千円） 1,681,258 1,871,248 6,046,032 △380 9,598,159

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７月31日　残高（千円） 5,026 5,026 6,795,206

連結会計年度中の変動額

新株の発行 ― ― 1,738,108

剰余金の配当 ― ― △151,094

役員賞与の支給 ― ― △66,200

当期純利益 ― ― 1,341,736

持分法の適用に伴う剰余金の減少
高

― ― △54,571

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

42,633 42,633 42,633

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

42,633 42,633 2,850,612

平成18年７月31日　残高（千円） 47,659 47,659 9,645,819

－ 14 －



(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８月１日

至　平成18年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年８月１日

至　平成19年１月31日）

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８月１日

至　平成18年７月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・

フロー

税金等調整前中間（当

期）純利益又は中間純損

失

906,161 △779,780 2,402,583

減価償却費 15,231 32,007 45,572

貸倒引当金の増減額 171 571 △234

役員退職慰労引当金の増

減額
8,100 △59,913 17,633

役員賞与引当金の増減額 32,500 △32,500 32,500

受取利息及び受取配当金 △1,120 △7,206 △2,658

支払利息 342,429 554,516 722,519

持分法による投資損失 17,113 31,190 52,825

投資有価証券売却益 △27,000 ― △27,071

固定資産売却損 ― 9,260 6,135

固定資産除却損 214 ― 4,489

売上債権の減少額 2,979,796 551,919 4,513,160

たな卸資産の増加額 △4,454,975 △32,275,730 △6,149,937

仕入債務の増減額 △5,402,410 27,943 △4,707,782

前受金の増減額 △233,737 1,179,961 △2,384,498

役員賞与の支払額 △66,200 ― △66,200

その他 △127,515 △727,165 △1,798,755

小計 △6,011,240 △31,494,923 △7,339,717

利息及び配当金の受取額 1,120 7,206 2,658

利息の支払額 △324,439 △589,640 △703,886

法人税等の支払額 △770,398 △570,361 △1,262,907

営業活動によるキャッシュ・

フロー
△7,104,957 △32,647,719 △9,303,853

－ 15 －



前中間連結会計期間

（自　平成17年８月１日

至　平成18年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年８月１日

至　平成19年１月31日）

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８月１日

至　平成18年７月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・

フロー

定期預金の払戻による収

入
500,000 ― 500,000

投資有価証券の取得によ

る支出
△413,465 △140,318 △455,388

投資有価証券の売却等に

よる収入
555,500 260,183 670,726

関連会社株式の取得によ

る支出
― △70,000 ―

有形・無形固定資産の取

得による支出
△57,968 △41,769 △360,390

有形・無形固定資産の売

却による収入
50 10,299 77,860

 貸付による支出 ― △100,000 △360,000

その他 △113,860 △82,554 △186,318

投資活動によるキャッシュ・

フロー
470,255 △164,159 △113,510

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・

フロー

短期借入金の純増減額 1,859,000 28,516,000 249,000

長期借入れによる収入 10,059,000 9,800,000 29,234,000

長期借入金の返済による

支出
△6,270,800 △6,853,763 △19,996,200

株式の発行による収入 1,737,740 294 1,738,108

配当金の支払額 △150,159 △170,198 △150,416

財務活動によるキャッシュ・

フロー
7,234,780 31,292,332 11,074,491

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 600,078 △1,519,545 1,657,127

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残

高
1,690,143 3,347,271 1,690,143

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高
※ 2,290,222 1,827,726 3,347,271
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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８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　すべての子会社を連結しておりま

す。

　連結子会社の数　　１社

　連結子会社の名称

株式会社東京テナントセンター

　すべての子会社を連結しておりま

す。

　連結子会社の数　　２社

　連結子会社の名称

株式会社明豊プロパティーズ

株式会社明豊コーポレーション

　すべての子会社を連結しておりま

す。

　連結子会社の数　　２社

　連結子会社の名称

株式会社東京テナントセンター

株式会社明豊コーポレーション

（注）㈱明豊コーポレーション

　　　は平成18年６月２日に当

　　　社の100%子会社として設

　　　立されたことに伴い、当

　　　連結会計年度より連結の

　　　範囲に含めております。

　　　㈱東京テナントセンター

      は平成18年８月１日に㈱

　　　明豊プロパティーズと商

　　　号を変更しております。

２．持分法の適用に関する事

項

 すべての関連会社を持分法適用の

対象としております。

　持分法を適用した関連会社数　

　１社

 会社等の名称

    エコロジー・アセットマネジ

    メント株式会社

 

 すべての関連会社を持分法適用の

対象としております。

　持分法を適用した関連会社数　

　２社

 会社等の名称

  エコロジー・アセットマネジ

  メント株式会社

有限会社シーエーエム・フォー武

蔵小杉 

 すべての関連会社を持分法適用の

 対象としております。

　持分法を適用した関連会社数　

　２社 

 会社等の名称

   エコロジー・アセットマネジ

   メント㈱

　  ㈲シーエーエム・フォー武蔵

　　小杉

 （注）㈲シーエーエム・フォー

　 　　武蔵小杉は、より重要性

　　 　が高くなったため、当連

　　　 結会計年度より持分法適

　　　 用の対象としております

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社の中間期の末日は、中

間連結決算日と一致しております。

　　　　　同左  連結子会社の決算日は連結決算日

と一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方

法

①　有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法

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）

(1)重要な資産の評価基準及び評価方

法

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

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）

（1）重要な資産の評価基準及び評

　　価方法 

①　有価証券

満期保有目的の債券

　　　 同左

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） 

時価のないもの

　　　 匿名組合出資金は、個別

       法に基づく原価法、その

       他は移動平均法による原

       価法によっております。

時価のないもの

匿名組合出資金は、純資

産における持分相当額、

その他は移動平均法によ

る原価法によっておりま

す。

時価のないもの

　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　  同左

②　たな卸資産

販売用不動産、仕掛不動産

個別法による原価法

②　たな卸資産

販売用不動産、仕掛不動産

同左

 ②　たな卸資産

販売用不動産、仕掛不動産

　 　　　　　　同左

 

匿名組合出資金

個別法による原価法

 

 

 

 

貯蔵品

移動平均法による原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品 

同左 
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

(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

  　　　 ただし、平成10年４月１日

       以降に取得した建物（建物附

       属設備を除く）については定

       額法によっております。

　       なお、主な耐用年数は次の

       とおりであります。

         建物及び構築物　７～42年

(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

  　　　 ただし、平成10年４月１日

       以降に取得した建物（建物附

       属設備を除く）については定

       額法によっております。

　       なお、主な耐用年数は次の

       とおりであります。

         建物及び構築物　７～50年

(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

  　　　 ただし、平成10年４月１日

       以降に取得した建物（建物附

       属設備を除く）については定

       額法によっております。

　       なお、主な耐用年数は次の

       とおりであります。

         建物及び構築物　７～50年

         車両運搬具　　　２～６年

②　無形固定資産

　  定額法

　なお、自社利用のソフト

ウェア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

②　無形固定資産

　　　同左

 

 　

 　　　　　　　　　

 

 

(3)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　 債権の貸倒れによる損

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、

個別の回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。　

(3)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　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、当社及び子

　会社の規程に基づく中間期

　末要支給額を計上しており

　ます。

 (追加情報)

　連結子会社株式会社東京テナン

トセンターについては、従来、役

員退職慰労金の支出を行わない方

針でありましたが、当中間連結会

計期間において、役員退職慰労金

規程を新設したことから、中間期

末要支給額を役員退職慰労引当金

として計上することにしまし

た。

　この結果、当期発生額3,099千

円は販売費及び一般管理費に、過

年度分相当額4,650千円は特別損

失に計上しており、従来の場合と

比較して、営業利益及び経常利益

は3,099千円減少し、税金等調整

前中間純利益は7,749千円減少し

ております。

②　役員退職慰労引当金

 

 　　　―――――

 

 

 

（追加情報）

 当社及び連結子会社である株

式会社明豊プロパティーズは、

いずれも平成18年10月27日の株

主総会の承認を得て、平成18年

７月末までの在任期間に対応す

る役員退職慰労金の支給を行い、

役員退職慰労金制度の廃止を行

いました。

②　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、当社及び子会社

の規程に基づく期末要支給額

を計上しております。

  (追加情報)

 　 連結子会社である㈱東京テナン

トセンターは、従来、役員退職慰

労金の支出を行わない方針であり

ましたが、当連結会計年度におい

て、役員退職慰労金規定を新設し

たことから期末要支給額を役員退

職慰労引当金として計上すること

にしました。

 この結果、当期発生額5,699千円

は販売費及び一般管理費に、過年

度分相当額4,650千円は特別損失

に計上しており、従来の場合と比

較して営業利益及び経常利益は

5,699千円減少し、税金等調整前

当期純利益は10,349千円減少して

おります。

 なお、当社及び連結子会社㈱東

京テナントセンターは、平成18年

7月開催の取締役会において、株

主総会の承認を得ることを前提に、

平成18年７月末までの在任期間に

対応する役員退職慰労金の支給を

行い、役員退職慰労金制度の廃止

を行うことを決議しております。

   ③  役員賞与引当金

 　　　  役員の賞与の支給に備える

　　　 ため、支給見込額のうち当中

 ③　役員賞与引当金

 　　　 同左 

  　③　役員賞与引当金 

      　役員に対して支給する賞与

　　　　の支出に充てる支給見込額
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

　　　 間連結会計期間負担額を計上

　　　 しております。

　　を計上しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

(4)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。

(4)重要なリース取引の処理方法

同左

(4)重要なリース取引の処理方法

同左

(5)重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

  　当中間連結会計期間にお

  いては、特例処理の要件を

  満たしている金利スワップ

  のみがヘッジ会計の対象で

  あり、この金利スワップに

  ついては特例処理によって

  おります。

(5)重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(5)重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

当連結会計年度においては、

特例処理の要件を満たしてい

る金利スワップのみがヘッジ

会計の対象であり、この金利

スワップについては特例処理

によっております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　  当中間連結会計期間にヘ

  ッジ会計を適用したヘッジ

  手段とヘッジ対象は以下の

  とおりであります。

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

当連結会計年度にヘッジ会計

を適用したヘッジ手段とヘッ

ジ対象は以下のとおりであり

ます。

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

③　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権

限規程等を定めた内部規程に基

づき金利変動リスクを一定の範

囲内でヘッジしております。

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

　当中間連結会計期間において

は、特例処理によっている金利

スワップのみであり、これにつ

いては有効性の評価を省略して

おります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

当連結会計年度においては、

特例処理によっている金利ス

ワップのみであり、これについ

ては有効性の評価を省略してお

ります。

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計

処理は税抜方式を採用しており

ます。

　なお、固定資産に係る控除対

象外消費税は、一括して投資そ

の他の資産の「その他」に計上

して５年間均等償却し、販売費

及び一般管理費に計上しており

ます。

(6) その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(6） その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

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、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

満期日が到来する短期的な投資であ

ります。

同左 同左
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会計処理の変更

前中間連結会計期間

（自　平成17年８月１日

至　平成18年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年８月１日

至　平成19年１月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年８月１日

至　平成18年７月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準） （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間から「固定資産

の減損に係る会計基準」(「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会　平成14年８月

９日))及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」(企業会計基準委員

会　平成15年10月31日　企業会計基準

適用指針第６号）を適用しておりま

す。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

 　(役員賞与に関する会計基準）

　会社法（平成17年法律第86号）が平成18

年５月を目途に施行されることが見込まれ

るため、当中間連結会計期間より「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 企業会計基準第４号 平成17年11月29

日）を適用しております。

  これにより、役員賞与支給見込額のうち

当中間連結会計期間負担額32,500千円を販

売費及び一般管理費に計上しております。

この結果、従来に比して、営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利益が32,500

千円減少しております。

　　　　　  ―――――

 

 

 

 

 

 

 

　

 

 

 

 　　　　　　―――――

　当連結会計年度から「固定資産の減

損に係る会計基準」(「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会　平成14年８月９

日))及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」(企業会計基準委員会

　平成15年10月31日　企業会計基準適

用指針第６号）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

 　(役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度より「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 企業会

計基準第４号 平成17年11月29日）を適用

されることとなったため、同基準を適用し

ております。これにより、従来の方法に

よった場合に比べ営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益はそれぞれ32,500

千円減少しております。

 

 

 　　　　　　

　　　　　　　―――――

 

 

 

 　　　　　　―――――

 （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）が適用さ

れることになったため、同基準を適用して

おります。

　なお、従来の資本の部の合計に相当する

金額は9,645,819千円であります。

　連結財務諸表規則の改正により、当連結

会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。

 

表示方法の変更

前中間連結会計期間 

 （自　平成17年８月１日

至　平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間 

 （自　平成18年８月１日

至　平成19年１月31日） 

（中間連結損益計算書）

 前中間連結会計期間において区分掲記していた「保険金収入」（当

中間連結会計期間3,575千円）は営業外収益の100分の10以下である

ため、当中間連結会計期間において営業外収益の「その他」に含め

て表示しております。

（中間連結損益計算書）

 前中間連結会計期間において営業外収益の「その他」に含まれてい

た「保険金収入」（前中間連結会計期間　3,575千円）は営業外収益

の100分の10超であるため、当中間連結会計期間においては区分掲記

しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年１月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年１月31日）

前連結会計年度
（平成18年７月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

174,535千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

169,620千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

    　　　　　　　　　　　　144,975千円

　

※２　担保に供している資産及びこれに対応

する債務

(1）担保に供している資産

※２　担保に供している資産及びこれに対応

する債務

(1）担保に供している資産

※２　担保に供している資産及びこれに対

応する債務

(1）担保に供している資産

たな卸資産 29,978,212千円

建物及び構築物 92,998千円

土地 467,827千円

有形固定資産の「そ

の他」
55,135千円

計 30,594,173千円

たな卸資産 69,577,120千円

建物及び構築物 274,533千円

土地 311,466千円

有形固定資産の「そ

の他」
31,599千円

計 70,194,719千円

たな卸資産 32,250,326千円

建物及び構築物 313,484千円

土地 453,371千円

有形固定資産の「その

他」

 

38,640千円

計 33,055,823千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

短期借入金 9,838,000千円

長期借入金 19,316,400千円

計 29,154,400千円

短期借入金 52,688,080千円

長期借入金 9,228,155千円

計 61,916,236千円

短期借入金 21,455,800千円

長期借入金 11,275,200千円

計 32,731,000千円

※３　運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行２行と貸出コミットメント契約を

締結しております。当該契約に基づく当

中間連結会計期間末の借入金実行残高は

次のとおりであります。

※３　運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行２行と貸出コミットメント契約を

締結しております。当該契約に基づく当

中間連結会計期間末の借入金実行残高は

次のとおりであります。

※３　運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と貸出コミット

メント契約を締結しております。

当該契約に基づく当連結会計年度

末の借入金実行残高は次のとおり

であります。

貸出コミットメントライン

の総額

1,000,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 500,000千円

貸出コミットメントライン

の総額

 1,330,000千円

借入実行残高  1,330,000千円

差引額 ―

貸出コミットメントライン

の総額

4,000,000千円

借入金実行残高 330,000千円

差引金額 3,670,000千円

   ４　消費税等の会計処理

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上、金額的重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含めて表示してお

ります。

   ４　消費税等の会計処理

 

　　　　　同左　

 

 ―――――
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

※１　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。

※１　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。

※１　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。

広告宣伝費   535,552千円

販売手数料  409,698千円

給与手当  171,240千円

役員退職慰労引当金繰

入額
    9,200千円

役員賞与引当金繰入額     32,500千円

貸倒引当金繰入額 　　　918千円

広告宣伝費   189,357千円

給与手当   224,134千円

租税公課    125,145千円

貸倒引当金繰入額     571千円

広告宣伝費 842,011千円

販売手数料 529,254千円

給与手当  398,090千円

役員退職慰労引当金繰入

額

18,733千円

 

役員賞与引当金繰入額 32,500千円

貸倒引当金繰入額 2,128千円

　　　　　　 　　　　　  

  

　　　　　　　―――――――

　　　　　　

※２　固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。

　　　　　　

※２　固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。

土地 5,664千円

建物及び構築物 3,596千円

　計 9,260千円

土地       3,286千円

建物及び構築物 2,848千円

 計 6,135千円

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

構築物  176千円

工具器具備品 38千円

 計 214千円

 

 

 

   ―――――――

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物及び構築物  176千円

有形固定資産の

「その他」

 

38千円

　　計   214千円
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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８月１日　至　平成19年１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 8,556,900 1,600 ― 8,558,500

合計 8,556,900 1,600 ― 8,558,500

自己株式

普通株式 200 ― ― 200

合計 200 ― ― 200

（注）当中間連結会計期間増加株式数は新株予約権の行使による増加株式数1,600株であります。

 

 ２．新株予約権及び自己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

平成15年ストック・オプショ

ンとしての新株予約権
 普通株式 4,300 ― 1,600 2,700 ―

（親会社) 平成18年ストック・オプショ

ンとしての新株予約権
普通株式 ― ― ― ― 25,785

合計  ― 4,300 ― 1,600 2,700 25,785

 （注）１. 目的となる株式の数は、権利可能数を記載しております。

  　　 ２. 目的となる株式の数の変動事由の概要

 　　　　  平成15年ストックオプションとしての新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。

 　　　３. 平成18年ストックオプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

  　 　３．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10月27日

定時株主総会
普通株式 171,134 20 平成18年７月31日 平成18年10月30日

 

前連結会計年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７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総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式  　　　　　(注) １ 3,777,450 4,779,450 ― 8,556,900

合計 3,777,450 4,779,450 ― 8,556,900

自己株式

普通株式  　　　　　(注) ２ 100 100 ― 200

合計 100 100 ― 200
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 　（注）１.　当連結会計年度増加株式数は、平成17年７月15日開催の取締役会決議により、平成17年９月20日をもっ

　　　　　　　て普通株式１株を２株に分割したことによる増加株式数3,777,450株、平成17年11月15日開催の取締役

　　　　　　　会決議による平成17年12月６日付け公募増資による増加株式数1,000,000株、新株予約権の行使による

 増加株式数2,000株であります。

２． 自己株式の増加は平成17年７月15日開催の取締役会決議により、平成17年９月20日をもって、普通株式

　　 １株を２株に分割したことによるものです。

 

 ２．新株予約権及び自己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15年ストック・オプショ

ンとしての新株予約権
 普通株式 3,150 3,150 2,000 4,300 ―

 　（注）１.  目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

 ２.　目的となる株式の数の変動事由の概要

平成15年ストック・オプションとしての新株予約権の増加は、平成17年７月15日開催の取締役会決議によ

り平成17年９月20日をもって、普通株式１株を２株に分割したためであります。

平成15年ストック・オプションとしての新株予約権の減少は権利行使によるものであります。

 

 ３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成17年10月27日

定時株主総会
普通株式 151,094 40 平成17年７月31日 平成17年10月28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18年10月27日

定時株主総会
普通株式 171,134  利益剰余金 20 平成18年７月31日 平成18年10月30日
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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８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

※　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

※　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

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（平成18年１月31日現在） （平成19年１月31日現在） （平成18年７月31日現在）

現金及び預金勘定    2,316,222千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
   △26,000千円

現金及び現金同等物    2,290,222千円

現金及び預金勘定  1,853,726千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
 △26,000千円

現金及び現金同等物  1,827,726千円

現金及び預金勘定 3,373,271千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
△26,000千円

現金及び現金同等物 3,347,271千円
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(リース取引関係)

前中間連結会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

　内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの

金額が少額なリース取引のため、中間連結財

務諸表規則第15条において準用する財務諸表

等規則第８条の６第６項の規定により記載を

省略しております。

　　　　　　　　　同左 　内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの

金額が少額なリース取引のため、連結財務諸

表規則第15条の３において準用する財務諸表

等規則第８条の６第６項の規定により記載を

省略しております。

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末（平成18年１月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

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 10,004 9,977 △27

(2)社債 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

合計 10,004 9,977 △27

 　　　　２．その他有価証券で時価のあるもの

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 365,525 748,434 382,909

(2)債券

国債・地方債 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

合計 365,525 748,434 382,909

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）

その他有価証券  

非上場株式

 

35,119

 

匿名組合出資金

 

1,915,000

 

（注）匿名組合出資金のうち、1,575,000千円は流動資産の「たな卸資産」に、340,000千円は投資その他の資産の「そ

　　　の他」に計上されております。
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当中間連結会計期間末（平成19年１月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

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 10,004 9,930 △74

(2)社債 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

合計 10,004 9,930 △74 

 　　　　２．その他有価証券で時価のあるもの

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 368,090 503,302 135,212

(2)債券

国債・地方債 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

合計 368,090 503,302 135,312

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）

その他有価証券  

非上場株式 35,119

匿名組合出資金 272,815

投資信託 147,000

（注）匿名組合出資金のうち、261,631千円は流動資産の「たな卸資産」に、11,184千円は投資その他の資産の「そ

　　　の他」に計上されております。
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前連結会計年度末（平成18年７月31日現在）

１．満期保有目的の債権で時価のあるもの

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 10,004 9,817 △187

(2)社債 　　　―          ―          ― 

(3)その他 　　　　　　  ― 　　　　　     ― 　　　　　     ―

合計 10,004 9,817 △187

 

  ２．その他有価証券で時価のあるもの

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 367,772 448,129 80,356

(2)債券    

国債・地方債 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

合計 367,772 448,129 80,356

 

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）

その他有価証券  

非上場株式 42,119

匿名組合出資金 1,437,606

（注）匿名組合出資金のうち、1,180,085千円は流動資産の「たな卸資産」に、257,520千円は投資その他の資産の

     「その他」に計上されております。

(デリバティブ取引関係)

　前中間連結会計期間末（自平成17年8月1日　至平成18年1月31日）、当中間連結会計期間末（自平成18年8月1

　日至平成19年1月31日）及び前連結会計年度末（自平成17年8月1日　至平成18年7月31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。
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（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年１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　　25,785千円

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年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社および子会社の役職員　　78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　　200,000株

 付与日 平成18年８月21日

 権利確定条件
 付与日（平成18年８月21日）以降、権利確定日（平成19年

 10月27日）まで継続して勤務していること。

 対象勤務期間  平成18年８月21日から平成19年10月27日まで

 権利行使期間  権利確定後５年以内

 権利行使価格（円）  1株あたり　1,395円

 付与日における公正な評価単価（円）  1株あたり　　354円

前連結会計年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31日）

前連結会計年度において、会社法施行日後付与されたストック・オプションはありません。

 

－ 30 －



(セグメント情報関係)

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８月１日　至　平成18年１月31日）

不動産分譲
事業
（千円）

不動産賃貸
事業
（千円）

不動産仲介
事業
（千円）

その他事業
（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
15,933,953 1,007,191 155,398 107,545 17,204,089 ― 17,204,089

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

― ― ― 18,848 18,848 (18,848) ―

計 15,933,953 1,007,191 155,398 126,393 17,222,937 (18,848) 17,204,089

営業費用 14,521,574 824,313 90,108 35,227 15,471,224 372,443 15,843,668

営業利益 1,412,378 182,878 65,290 91,165 1,751,713 (391,291) 1,360,421

　（注）１．各事業区分に属する主要な内容

不動産分譲事業：共同事業及び自社単独によるマンション分譲等。

不動産賃貸事業：住宅、事務所及び店舗等の賃貸。

不動産仲介事業：不動産分譲事業に付随して発生するマンション用地等の仲介事業。

その他事業：上記事業に付帯して発生する業務。

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

理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間：381,953千円

  　　　３．連結子会社株式会社東京テナントセンターについては、従来、役員退職慰労金の支出を行わない方針であ

　　　　　　りましたが、当中間連結会計期間において、役員退職慰労金規程を新設したことから、中間期末要支給額

　　　　　　を役員退職慰労引当金として計上することとしたため、当中間連結会計期間負担額3,099千円を販売費及び

　　　　　　一般管理費に計上しております。

　　　　　　　この結果、不動産賃貸事業の営業費用は1,195千円増加し、営業利益は同額減少しております。

当中間連結会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日）

不動産分譲
事業
（千円）

不動産賃貸
事業
（千円）

不動産仲介
事業
（千円）

その他事業
（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
5,593,566 1,162,231 46,783 11,291 6,813,872 ― 6,813,872

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

― ― 368 25,481 25,849 (25,849) ―

計 5,593,566 1,162,231 47,152 36,772 6,839,722 (25,849) 6,813,872

営業費用 5,297,425 903,225 44,131 3,175 6,247,957 540,269 6,788,226

営業利益 296,141 259,005 3,020 33,597 591,764 (566,119) 25,645
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　（注）１．各事業区分に属する主要な内容

不動産分譲事業：共同事業及び自社単独によるマンション分譲等。

不動産賃貸事業：住宅、事務所及び店舗等の賃貸。

不動産仲介事業：不動産分譲事業に付随して発生するマンション用地等の仲介事業。

その他事業：上記事業に付帯して発生する業務。

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

理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間：600,069千円

 

前連結会計年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31日）

不動産分譲
事業
（千円）

不動産賃貸
事業
（千円）

不動産仲介
事業
（千円）

その他事業
（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
32,269,627 2,160,498 196,505 133,387 34,760,019 ― 34,760,019

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

― ― 60,000 29,075 89,075 (89,075) ―

計 32,269,627 2,160,498 256,505 162,463 34,849,095 (89,075) 34,760,019

営業費用 28,648,063 1,634,312 133,658 36,005 30,452,040 817,360 31,269,400

営業利益 3,621,563 526,185 122,847 126,458 4,397,055 (906,436) 3,490,618

　（注）１．各事業区分に属する主要な内容

不動産分譲事業：共同事業及び自社単独によるマンション分譲等。

不動産賃貸事業：住宅、事務所及び店舗等の賃貸。

不動産仲介事業：不動産分譲事業に付随して発生するマンション用地等の仲介事業。

その他事業：上記事業に付帯して発生する業務。

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

理部門に係る費用であります。

当連結会計年度：914,186千円　　　　　　　

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８月１日　至平成18年１月31日）、当中間連結会計期間（自平成18年８月１

日　至平成19年１月31日）及び前連結会計年度（自平成17年８月１日　至平成18年７月31日）において、本邦以

外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な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８月１日　至平成18年１月31日）、当中間連結会計期間（自平成18年８月１

日　至平成19年１月31日）及び前連結会計年度（自平成17年８月１日　至平成18年７月31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８月１日

至　平成18年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年８月１日

至　平成19年１月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年８月１日

至　平成18年７月31日）

１株当たり純資産額  1,057.33円

１株当たり中間純利益金額      64.52円

１株当たり純資産額   1,051.60円

１株当たり中間純利益金額    △59.31円

１株当たり純資産額 1,127.28 円

１株当たり当期純利益金額 163.47 円

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額
64.47円

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益

は１株当たり中間純損失を計上しているた

め記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
163.38 円

　

  (注）１．１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８月１日

至　平成18年１月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年８月１日

至　平成19年１月31日)

前連結会計年度

(自　平成17年８月１日

至　平成18年７月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益金額又は

　　中間純損失金額(△)（千円）
507,378 △507,570 1,341,736

普通株主に帰属しない金額（千円） ―  ―

（うち利益処分による役員賞与金） (　－　) (　－　) (　－　)

普通株式に係る中間（当期）純利益金額又は中間

純損失金額(△)（千円）
507,378 △507,570 1,341,736

期中平均株式数（株） 7,864,483 8,557,378 8,207,594

 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金

額

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数（株） 5,622 ― 4,867

（うちストックオプション（新株予約権）に係る

潜在株式）
(5,622) ― (4,867)

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

───── ───── ─────
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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８月１日

至　平成18年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年８月１日

至　平成19年１月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年８月１日

至　平成18年７月31日）

―――――　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――　　
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当社は、主として不動産分譲事業、不動産賃貸事業、不動産仲介事業を行っており、生産実績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

　当社は、受注生産を行っていないため、受注実績の記載はしておりません。

(3）販売実績

事業の種類別セグ
メントの名称

区別

前中間連結会計期間
(自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日)

戸数 金額（千円） 戸数 金額（千円）
前年同期比
（％）

戸数・
件数

金額（千円）

不動産分譲事業

共同事業

物件
147 8,885,569 113 5,369,263 60.4 410 15,947,193

自社単独

物件
250 7,048,384 12 224,302 3.2 741 16,322,434

小計 397 15,933,953 125 5,593,566 35.1 1,151 32,269,627

不動産賃貸事業

自社保有

物件
345 232,668 249 259,412 111.5 391 548,221

サブリー

ス物件
1,196 774,523 1,304 902,819 116.6 1,211 1,612,276

小計 1,541 1,007,191 1,553 1,162,231 115.4 1,602 2,160,498

不動産仲介事業 ― 155,398 ― 46,783 30.1 7 196,505

その他事業 ― 107,545 ― 11,291 10.5 ― 133,387

合計 1,938 17,204,089 1,678 6,813,872 39.6 2,760 34,760,019

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　２．上記の戸数は各物件の当中間連結会計期間における物件ごとの当社グループ事業シェアによる換算戸数であ

　り、共同事業物件における売上高は各物件の総売上に対し、当社グループ事業シェアに応じた当社の売上高

　であります。

 　　　 ３．不動産賃貸事業における戸数は対象物件の変動を加味した平均稼動戸数であります。
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