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１．平成19年２月中間期の業績（平成18年９月１日～平成19年２月28日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年２月中間期 29,390 ( 64.8 ) 1,878 ( 75.8 ) 1,077 ( 68.5 )

18年２月中間期 17,838 ( 30.2 ) 1,068 ( 47.5 ) 639 ( 32.4 )

18年８月期 48,788 2,662 1,581

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

19年２月中間期 583 ( 41.3 ) 9,757 97

18年２月中間期 412 ( 80.2 ) 39,971 84

18年８月期 1,016 19,212 54

（注）①期中平均株式数 19年２月中間期 59,760株 18年２月中間期 10,325株 18年８月期 52,890株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

④平成18年３月１日付けで、１株につき５株の株式分割を実施しております。19年２月中間期及び18年８月期は、

株式分割後で算出しております。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年２月中間期 61,097 5,634 9.2 94,053 64

18年２月中間期 38,888 3,389 8.7 318,796 84

18年８月期 50,033 5,175 10.3 86,735 49

（注）①期末発行済株式数 19年２月中間期 59,815株 18年２月中間期 10,633株 18年８月期  59,675株

②期末自己株式数 19年２月中間期 －株 18年２月中間期 －株 18年８月期 －株

③平成18年３月１日付けで、１株につき５株の株式分割を実施しております。19年２月中間期及び18年８月期は、
株式分割後で算出しております。

２．平成19年８月期の業績予想（平成18年９月１日～平成19年８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 78,100  2,500  1,365  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　　22,820円　36銭
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３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年８月期（実績）  － 　－ 　－ 5,000 － 5,000

18年８月期（実績）  －  － － 2,500 － 2,500

19年８月期（予想） － －  － 3,000 － 3,000

（注）平成18年３月１日付けで、普通株式１株につき５株の株式分割を実施しております。当該株式分割による影響を加

味し、遡及修正を行った場合、17年８月期（実績）の１株当たり期末配当金及び年間配当金は1,000円であります。

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

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

   なお、上記予想に関する事項は添付資料の8ページを参照して下さい。
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７．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年２月28日）
当中間会計期間末

（平成19年２月28日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年８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 2,701,275   507,627   3,817,349   

２．売掛金  114,771   1,636,383   264,578   

３．販売用不動産 ※２ 10,871,623   17,073,907   11,251,885   

４．仕掛販売用不動産 ※２ 10,587,572   21,156,716   13,455,041   

５．開発土地 ※２ 12,262,585   16,584,991   18,430,884   

６．未成工事支出金  1,872   583   －   

７．不動産事業手付金  474,896   1,736,113   653,049   

８．繰延税金資産  162,978   161,000   238,545   

９．その他 ※４ 408,452   477,971   323,576   

貸倒引当金  △13,543   △21,989   △8,533   

流動資産合計   37,572,485 96.6  59,313,305 97.1  48,426,377 96.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1,2  364,505   399,769   391,935  

２．無形固定資産   99,367   111,391   94,257  

３．投資その他の資産 ※２ 875,799   1,296,702   1,145,132   

貸倒引当金  △23,647   △24,122   △23,842   

計   852,152   1,272,579   1,121,289  

固定資産合計   1,316,024 3.4  1,783,740 2.9  1,607,482 3.2

資産合計   38,888,510 100.0  61,097,046 100.0  50,033,860 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年２月28日）
当中間会計期間末

（平成19年２月28日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形  658,208   1,685,422   2,831,281   

２．買掛金  2,514,183   5,249,847   3,036,146   

３．短期借入金
※２
※６

13,271,660   19,817,150   10,054,400   

４．一年内返済予定長
期借入金

※２
※６

9,594,923   15,335,337   13,693,801   

５．一年内償還予定社
債

 222,000   126,000   176,000   

６．未払法人税等  353,891   390,644   742,950   

７．不動産事業前受金  1,379,047   795,123   2,066,844   

８．賞与引当金  34,627   61,025   156,763   

９．株主優待引当金  －   13,796   42,000   

10．その他  620,412   831,802   746,109   

流動負債合計   28,648,954 73.7  44,306,150 72.5  33,546,297 67.1

Ⅱ　固定負債           

１．社債 ※２ 546,000   658,000   721,000   

２．長期借入金 ※２ 6,046,835   10,117,736   10,246,767   

３．預り保証金敷金  229,813   354,037   321,993   

４．その他  27,138   27,009   21,861   

固定負債合計   6,849,788 17.6  11,156,783 18.3  11,311,622 22.6

負債合計   35,498,743 91.3  55,462,933 90.8  44,857,920 89.7

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   942,980 2.4  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  894,340   －   －   

資本剰余金合計   894,340 2.3  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  660   －   －   

２．任意積立金  500   －   －   

３．中間（当期）未処
分利益

 1,503,079   －   －   

利益剰余金合計   1,504,239 3.9  － －  － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  48,207 0.1  － －  － －

資本合計   3,389,766 8.7  － －  － －

負債・資本合計   38,888,510 100.0  － －  － －
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前中間会計期間末

（平成18年２月28日）
当中間会計期間末

（平成19年２月28日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  1,536,135 2.5  1,533,361 3.0

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   1,487,495   1,484,721   

資本剰余金合計   － －  1,487,495 2.4  1,484,721 3.0

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   660   660   

(2）その他利益剰余
金

          

別途積立金  －   500   500   

繰越利益剰余金  －   2,540,471   2,106,521   

利益剰余金合計   － －  2,541,631 4.2  2,107,681 4.2

株主資本合計   － －  5,565,261 9.1  5,125,764 10.2

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  60,556 0.1  50,175 0.1

評価・換算差額等合
計

  － －  60,556 0.1  50,175 0.1

Ⅲ　新株予約権   － －  8,294 0.0  － －

純資産合計   － －  5,634,113 9.2  5,175,940 10.3

負債純資産合計   － －  61,097,046 100.0  50,033,860 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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   17,838,128 100.0  29,390,264 100.0  48,788,761 100.0

Ⅱ　売上原価   14,789,433 82.9  25,021,843 85.1  41,752,398 85.6

売上総利益   3,048,694 17.1  4,368,420 14.9  7,036,362 14.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,980,448 11.1  2,490,353 8.5  4,373,367 8.9

営業利益   1,068,246 6.0  1,878,067 6.4  2,662,995 5.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  47,962 0.3  51,918 0.2  109,235 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  477,084 2.7  852,946 2.9  1,190,571 2.5

経常利益   639,124 3.6  1,077,039 3.7  1,581,659 3.2

Ⅵ　特別利益 ※３  79,391 0.4  174 0.0  293,169 0.6

Ⅶ　特別損失
※４
※６

 14,615 0.1  47,182 0.2  56,960 0.1

税引前中間（当期）
純利益

  703,900 3.9  1,030,030 3.5  1,817,868 3.7

法人税、住民税及び
事業税

 336,290   378,235   928,242   

法人税等調整額  △45,099 291,191 1.6 68,658 446,894 1.5 △126,525 801,716 1.6

中間（当期）純利益   412,709 2.3  583,136 2.0  1,016,151 2.1

前期繰越利益   1,090,370   －   －  

中間（当期）未処分
利益

  1,503,079   －   －  
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年２月28日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年８月31日　残高
（千円）

1,533,361 1,484,721 1,484,721 660 500 2,106,521 2,107,681 5,125,764

中間会計期間中の変動額

新株の発行 2,773 2,773 2,773 － － － － 5,547

剰余金の配当 － － － － － △149,187 △149,187 △149,187

中間純利益 － － － － － 583,136 583,136 583,136

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

2,773 2,773 2,773 － － 433,949 433,949 439,496

平成19年２月28日　残高
（千円）

1,536,135 1,487,495 1,487,495 660 500 2,540,471 2,541,631 5,565,261

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８月31日　残高
（千円）

50,175 50,175 － 5,175,940

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － － 5,547

剰余金の配当 － － － △149,187

中間純利益 － － － 583,136

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

10,381 10,381 8,294 18,676

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

10,381 10,381 8,294 458,173

平成19年２月28日　残高
（千円）

60,556 60,556 8,294 5,634,113
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前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８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

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成17年８月31日　残高
（千円）

624,000 439,000 439,000 660 500 1,135,995 1,137,155 2,200,155

事業年度中の変動額

新株の発行 909,361 1,045,721 1,045,721 － － － － 1,955,082

利益処分による利益配当 － － － － － △45,625 △45,625 △45,625

当期純利益 － － － － － 1,016,151 1,016,151 1,016,151

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － －  － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

909,361 1,045,721 1,045,721 － － 970,526 970,526 2,925,609

平成18年８月31日　残高
（千円）

1,533,361 1,484,721 1,484,721 660 500 2,106,521 2,107,681 5,125,764

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８月31日　残高
（千円）

44,926 44,926 2,245,082

事業年度中の変動額

新株の発行 － － 1,955,082

利益処分による利益配当 － － △45,625

当期純利益 － － 1,016,151

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

5,248 5,248 5,248

事業年度中の変動額合計
（千円）

5,248 5,248 2,930,857

平成18年８月31日　残高
（千円）

50,175 50,175 5,175,940
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

②　その他有価証券

時価のあるもの

中間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　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

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

原則として時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）棚卸資産

販売用不動産、仕掛販売用不動

産、開発土地及び未成工事支出

金

個別法による原価法

(3）棚卸資産

同左

(3）棚卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法（但し、平成10年４月１

日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法）

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物

３年～24年

工具、器具及び備品

３年～20年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

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）に基づく定額

法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

均等償却法

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３．繰延資産の処理方法

 

(1）新株発行費

　　支出時に全額費用処理してお

　　ります。

(1）株式交付費

同左　

(1）新株発行費

同左    

(2）社債発行費

支出時に全額費用処理しており

ます。

 (2)　　　　――――― (2）社債発行費

支出時に全額費用処理しており

ます。

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

―――――  外貨建のその他の関係会社有価証

券は、取得時の直物為替相場によ

り円貨に換算しております。

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

４．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

(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、支給見込額に基づき当中間

期に見合う分を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき当期に

見合う分を計上しております。

(3) 　　　―――――

 

(3) 株主優待引当金

当社の株主優待制度の利用によ

る費用の発生に備えるため、下

期以降に発生すると見込まれる

額のうち当中間会計期間の負担

額を見積計上しております。

(3) 株主優待引当金

当社の株主優待制度の利用によ

る費用の発生に備えるため、翌

期に発生すると見込まれる金額

を見積計上しております。

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

イ　ヘッジ手段

金利キャップ取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

イ　ヘッジ手段

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

イ　ヘッジ手段

同左

ロ　ヘッジ対象

借入金利息

ロ　ヘッジ対象

同左

ロ　ヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

一部の借入金について金利

キャップ取引により金利変動リ

スクを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

ヘッジ対象及びヘッジ手段につ

いて、それぞれのキャッシュ・

フロー総額の変動額を比較し、

両者の変動額を基準にして検証

しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。控除

対象外消費税等については、発生年

度の費用として処理しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 ─────

　

 (繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い) 

  当中間会計期間より「繰延資産の会計処理

に関する当面の取扱い」（実務対応報告第19

号　平成18年８月11日）を適用しておりま

す。

　これに伴う損益への影響はありません。

  なお、当中間会計期間において、従来の新

株発行費に相当する金額が791千円発生してお

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）

  前事業年度より「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

5,625,818千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当事業年度より「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

5,175,940千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度末
（平成18年８月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 204,055千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

    240,350千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 219,519 千円

※２．担保提供資産及び対応債務

(1）担保提供資産

※２．担保提供資産及び対応債務

(1）担保提供資産

※２．担保提供資産及び対応債務

(1）担保提供資産

現金及び預金 17,011千円

販売用不動産 9,746,488

仕掛販売用不動産 6,991,592

開発土地 12,109,253

建物 77,885

土地 121,228

差入保証金敷金 50,000

合計 29,113,460千円

現金及び預金   17,021千円

販売用不動産 14,531,858

仕掛販売用不動産 14,710,839

開発土地 15,992,511

建物 52,046

土地 121,200

差入保証金敷金 50,000

合計 45,475,478千円

現金及び預金     17,013千円

販売用不動産 7,786,253

仕掛販売用不動産 9,673,037

開発土地 17,163,263

建物 119,040

土地 121,228

差入保証金敷金 50,000

合計 34,929,837千円

(2）対応債務 (2）対応債務 (2）対応債務

短期借入金 12,899,000千円

一年内返済予定長期

借入金
9,551,633

長期借入金 6,004,335

被保証債務（社債） 170,000

合計 28,624,969千円

短期借入金 19,275,650千円

一年内返済予定長期

借入金
15,269,337

長期借入金 10,047,236

被保証債務（社債） 120,000

合計 44,712,224千円

短期借入金  9,882,400千円

一年内返済予定長期

借入金
13,647,101

長期借入金 9,857,550

被保証債務（社債） 170,000

合計 33,557,052千円

３．偶発債務

次の関係会社について、金融機関からの

借入に対し、債務保証を行っております。

３．偶発債務

次の関係会社について、金融機関からの

借入に対し、債務保証を行っております。

３．偶発債務

次の関係会社について、金融機関からの

借入に対し、債務保証を行っております。

㈱イースタン・ノエ

ル・リアルティ

15,550千円 ㈱イースタン・ノエ

ル・リアルティ

  5,350千円 ㈱イースタン・ノエ

ル・リアルティ

   358,858千円

東京フレーミング㈱     247,960 

 計 606,818千円

※４．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

の上、流動資産「その他」に含めて表示

しております。

※４．消費税等の取扱い

同左

※４．　　　　――――――
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前中間会計期間末
（平成18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度末
（平成18年８月31日）

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当中間会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

５．当社は、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。これら契約

に基づく当中間会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

５．当社は、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。これら契約

に基づく当会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
4,580,000千円

借入実行残高 3,117,000

差引額 1,463,000千円

   なお、当該貸出コミットメント契約には、

下記の財務制限条項が付されておりま

す。

 ・各年度の決算期の末日における単体

　 の貸借対照表における資本の部の金

   額を、前期決算期の末日における単

   体の貸借対照表における資本の部の

   金額の75％以上に維持すること。

 ・各年度の決算期の末日における単体

   の損益計算書における営業利益、経

   常利益及び当期利益を、いずれも損

   失としないこと。

 ・各年度の決算期の末日における棚卸

   資産残高を、月商の12倍以下に維持

   すること。

 ・平成18年２月末日における営業利益

   及び経常利益をいずれも損失としな

　 いこと。

貸出コミットメントの総額 3,500,000千円

借入実行残高 1,497,000

差引額 2,003,000千円

   なお、当該貸出コミットメント契約には、

下記の財務制限条項が付されておりま

す。

 ・各年度の決算期の末日における単体

　 の貸借対照表における純資産の部の

　 金額を、前期決算期の末日における

　 単体の貸借対照表における純資産の

　 部の金額の75％以上に維持するこ

   と。

 ・各年度の決算期の末日における単体

 　の損益計算書における営業利益、経

　 常利益及び当期利益を、いずれも損

   失としないこと。

 ・各年度の決算期の末日における棚卸

   資産残高を、月商の12倍以下に維持

   すること。

 ・平成19年２月末日における営業利益

   及び経常利益をいずれも損失としな

   いこと。

貸出コミットメントの総額  2,750,000千円

借入実行残高 2,299,000

差引額 451,000千円

 　なお、当該貸出コミットメント契約には、

下記の財務制限条項が付されておりま

す。

 ・各年度の決算期の末日における単体

　 の貸借対照表における資本の部の金

   額を、前期決算期の末日における単

   体の貸借対照表における資本の部の

   金額の75％以上に維持すること。

 ・各年度の決算期の末日における単体

　 の損益計算書における営業利益、経

   常利益及び当期利益を、いずれも損

   失としないこと。

 ・各年度の決算期の末日における棚卸

   資産残高を、月商の12倍以下に維持

   すること。

 

※６．　　　　――――――   ※６．短期借入金のうち1,170,000千円及び

一年内返済予定長期借入金のうち

4,520,870千円には、財務制限条項が

付されており、特定の条項に抵触した

場合、当該条項に該当する借入先に対

して借入金を一括返済することになっ

ております。当該条項は以下のとおり

であります。

  (１)各年度の決算期の末日及び中間

決算日における対照表の純資産

の部の金額を、直前の決算期の

末日における貸借対照表の純資

産の部の金額の75％以上に維持

すること。

  (２)各決算期の末日における損益計

算書の経常損益につき、損失を

計上しないこと。

　※６. 一年内返済予定長期借入金のうち、

3,630,000千円には、財務制限条項が

付されており、特定の条項に抵触した

場合、当該条項に該当する借入先に対

して借入金を一括返済することになっ

ております。当該条項は以下のとおり

であります。

  (１)各年度の決算期の末日及び中間

決算日における対照表の資本の

部の金額を、直前の決算期の末

日における貸借対照表の資本の

部の金額の75％以上に維持する

こと。

  (２)各決算期の末日における損益計

算書の経常損益につき、損失を

計上しないこと。

－ 13 －



（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1,160千円

受取配当金 8,852

受取賃貸料 19,843

受取利息      360千円

受取配当金 1,796

受取補償金 11,499

受取賃貸料 33,701

受取利息      6,894千円

受取配当金 1,960

匿名組合投資利益 23,526

受取賃貸料 44,234

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 343,890千円

社債利息 4,221

支払手数料 74,236

新株発行費 4,993

支払利息    565,241千円

社債利息 5,435

支払手数料 235,246

支払利息    824,418千円

社債利息 9,996

支払手数料 243,557

 ※３．特別利益のうち主要なもの  ※３．　　　　　――――― ※３．特別利益のうち主要なもの

収用補償金 44,736千円

前期損益修正益 34,655

 

 　　　　前期損益修正益は、前中間会計期間

　　　 　に未払費用計上した地中障害物等除

         去費が、土地の売却先の建築物件の

         用途変更により減額されたことに伴

　　　　 う修正であります。

受取死亡保険金   213,778千円

収用補償金 44,736

前期損益修正益 34,655

 

前期損益修正益は、前事業年度に未

払費用計上した地中障害物等除去費

が、土地の売却先の建築物件の用途

変更により減額されたことに伴う修

正であります。

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 14,615千円 減損損失 23,017千円 固定資産除却損    19,241千円

減損損失 22,119

役員死亡弔慰金 15,600

５．減価償却実施額

有形固定資産 13,643千円

無形固定資産 15,680

５．減価償却実施額

有形固定資産  21,129千円

無形固定資産 17,155

  ５．減価償却実施額

有形固定資産   33,031千円

無形固定資産 29,335

 

 ※６. 　　　　　―――――  ※６．減損損失の内容は次のとおりであります。

(１) 減損損失を認識した主な資産

用途 場所 種類

店舗設備
神奈川県

川崎市 

建物、建物付属設

備、構築物、機械

及び装置、工具・

器具及び備品

(２) 減損損失の認識に至った経緯

  　　 上記店舗については、営業活動から生ず

る損益が継続してマイナスであることから

投資額の回収が見込まれない状況となった

ため、帳簿価額の全額を減損損失として特

別損失に計上いたしました。

(３) 減損損失の金額及び内訳

 建物 11,016千円 

 建物付属設備 8,231

 構築物 1,914

 機械及び装置 29

 工具・器具及び備品 1,826

 合計 23,017千円 

(４) 資産のグルーピングの方法

  　　 当社は、本社・支店ごと、また賃貸用不

動産については物件ごとにグルーピングし

ております。

(５) 回収可能価額の算定方法

    　 当該資産グループの回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、店舗設備の

ため時価はゼロとしております。

※６. 減損損失の内容は次のとおりでありま

す。

(１) 減損損失を認識した主な資産

用途 場所 種類

 賃貸用不動産

（２物件）
神奈川県川崎市 土地、建物

(２) 減損損失の認識に至った経緯

       当社は、本社・支店ごと、また賃貸用

不動産については物件ごとにグルーピン

グしております。上記賃貸用不動産の２

物件は、時価が下落したことにより投資

額の回収が見込まれない状況となったた

め、回収可能価額と帳簿価額の差額を減

損損失（22,119千円）として特別損失に

計上いたしました。

(３) 減損損失の金額及び内訳

       当期において、減損損失を22,119千円

計上いたしました。減損損失の内訳は、

土地14,200千円、建物7,919千円であり

ます。

　     なお、当該資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、

土地及び建物は不動産鑑定士による鑑定

評価額を時価としております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自平成18年９月１日　至平成19年２月28日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

 

（有価証券関係）

　前中間会計期間（自　平成17年９月１日　至　平成18年２月28日）、当中間会計期間（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）及び前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）において子会社株式

及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり純資産額 318,796.84円

１株当たり中間純利益

金額
39,971.84円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
38,617.88円

１株当たり純資産額 94,053.64円

１株当たり中間純利益

金額
 9,757.97円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
9,569.03円

１株当たり純資産額  86,735.49円

１株当たり当期純利益

金額
19,212.54円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
18,646.69円

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

以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前事業年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 412,709 583,136 1,016,151

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（千

円）
412,709 583,136 1,016,151

普通株式の期中平均株式数（株） 10,325 59,760 52,890

    

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） － － －

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額の算定に用いられた普通株式

増加数の主な内訳（株）

   

 　新株引受権 101 195 392

 　新株予約権 261 985 1,213

普通株式増加数（株） 362 1,180 1,605

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

　新株予約権１種類

（新株予約権の数　85

　個）

　新株予約権２種類

（新株予約権の数825

個）

　新株予約権１種類

（新株予約権の数410

個）
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１.平成18年１月30日開催の当社取締役会の決

議に基づき、次のように株式分割による新株

式を発行しております。

(1)平成18年３月１日をもって普通株式１株

につき５株に分割しました。

①分割により増加する株式数

　普通株式 42,532株 

②分割方法

平成18年２月28日最終の株主名簿及び実質株

主名簿に記載された株主の所有普通株式１株

につき５株の割合をもって分割しました。

(2)配当起算日

平成18年３月１日

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前中間会計期間及び前事業年度におけ

る１株当たり情報並びに当期首に行われたと

仮定した場合の当中間会計期間における１株

当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなり

ます。

前中間会計期

間

当中間会計期

間
前事業年度

１株当たり純

資産

43,224.57円

１株当たり純

資産

63,759.37円

１株当たり

純資産

49,207.28円

   

１株当たり

中間純利益

5,020.38円

１株当たり中

間純利益

7,994.37円 

１株当たり

当期純利益

10,967.14円 

   

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

　　　－円

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

7,724.01円 

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益

 　　 －円

   

 ２.平成18年３月20日付で、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行３行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

  (1)コミットメントラインの総額

　　3,000,000千円

 (2)借入実行可能期間

　　平成18年３月27日から　

　　平成19年３月31日まで　　

 (3)アレンジャー兼エージェント

　　 株式会社横浜銀行

 (4)参加金融機関

　　株式会社横浜銀行 

　  神奈川県信用農業協同組合連合会

　　株式会社第四銀行

――――― 　平成18年10月23日開催の当社及び連結子会

社である株式会社アースアプレイザルＮ・Ｅ

の取締役会において、当該連結子会社である

株式会社アースアプレイザルＮ・Ｅを解散及

び清算する決議をいたしております。

(１) 解散の理由

　株式会社アースアプレイザルＮ・Ｅは平

成15年６月の設立以降、不動産業者等へ土

壌・地下水の汚染調査業務等を提供してま

いりました。グループにおける人材配置バ

ランスの観点から、同社の過去の業績推移

（利益率・成長率）と今後の業績拡大のた

めの人材投下の必要性を検討し、当該業務

の継続は困難であると判断したため同社を

解散することといたしました。

(２) 解散子会社の概要

 ① 商号 株式会社アースアプレ

イザルＮ・Ｅ

 ② 所在地 神奈川県川崎市高津区

二子五丁目１番１号

 ③ 代表者 水越洋

 ④ 設立年月日 平成15年６月６日

 ⑤ 資本の額 1,000万円 

 ⑥ 株主構成 株式会社ノエル 50％

イーペックス株式会社

30％

ケイアイ不動産鑑定

株式会社 10％

有限会社サンセツ 10％ 

 ⑦ 事業内容 土壌・地下水の汚染調

査業務及び土壌改良業

務の受注、斡旋及び紹

介等

 ⑧ 売上高 36,980千円（平成18年

８月期）

 ⑨ 経常利益 2,188千円 （平成18年

８月期）

 ⑩ 当期利益 2,118千円 （平成18年

８月期）

 ⑪ 決算期 ８月

(３) 解散の日程

 平成18年10月23日　 当社及び連結子会社取

締役会にて解散決議

 平成18年10月31日 連結子会社株主総会に

て解散及び清算承諾決

議

 平成19年３月31日 清算結了(予定)

(４) 業績に与える影響

　当該連結子会社の解散による業績への影

響は軽微であります。
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前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

３.東京フレーミング株式会社の株式取得

　当社グループのデベロップメント事業の

事業強化を図るため、当社は平成18年４月

28日開催の取締役会において、伊藤忠建材

株式会社から東京フレーミング株式会社の

株式を譲受けることを決定致しました。

(１)株式取得見通しの概要

①取得予定日　平成18年６月14日

②取得株式数　900株(取得価額117百万円)

③取得後の所有株式数　900株

④取得後の所有割合　90.0％

⑤支払資金の調達方法及び支払方法

 金融機関から借入し、一括払いする予定。

(２)東京フレーミング株式会社の概要

①商号　東京フレーミング株式会社

　②事業内容　建築工事、リフォーム工事、

 　建築資材販売

　③設立年月日　昭和61年４月２日

④本店所在地　東京都練馬区関町南二丁目

　　　　　　　２番４号

⑤代表者　林　達喜與

⑥資本金　50,000,000円

⑦従業員数　15名

⑧大株主構成及び所有割合

      伊藤忠建材株式会社　　100.0％

 ４.代表取締役であった城所利夫の死亡によ

り、下期に死亡保険金が発生し特別利益が

210,985千円計上される見込みであります。

また、これに伴う死亡弔慰金が発生し特別

損失が14,100千円計上される見込みであり

ます。

 

 ―――――― ２．ストック・オプション（新株予約権）の付

与について

 　 当社は、平成18年11月25日開催の当社の定

時株主総会において、株主以外のものに対し

特に有利な条件をもって新株予約権を発行す

ることを、下記のとおり決議されました。

 （１）株主以外のものに対し特に有利な条件

で新株予約権を発行する理由

 　　当社の業績向上に対する意欲や士気を高

めるため、また優秀な人材の獲得・維持を図

ることを目的として、以下の（２）に記載の

発行要領に基づく新株予約権を発行するもの

であります。

 （２）新株予約権発行の要領

 　　①新株予約権の割当を受ける者

 　　　当社の取締役及び従業員

 　　②新株予約権の目的たる株式の種類及び

　　　 数　　　　　　　　　　　　

　　　 当社普通株式８００株を上限とする。

 　　③新株予約権の発行総数

 　　　８００個を上限とする（新株予約権

　　　 １個につき普通株式１個）

 　　④新株予約権の発行価格

 　　　無償で発行するものとする。

 　　⑤新株予約権の行使に際して払込みをな

       すべき金額

 　　　新株予約権１個あたりの新株予約権の

行使時の払込金額は、新株予約権割当当

日の属する月の前月各日（取引が成立し

ていない日を除く）における当社普通株

式の普通取引の終値の平均値に１．０５

を乗じた金額（１円未満の端数は切上

げ）とする。但し、当該金額が新株予約

権割当当日のジャスダック証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値

（取引が成立しない場合はその前日の終

値）を下回る場合は、当該終値とする。

 　　⑥新株予約権の権利行使期間

 　　　割当日の翌日から２年を経過した日か

ら平成27年12月31日までの範囲内で当社

取締役会で決定する。

 　　⑦新株予約権の行使の条件

 　　　イ．権利行使時において、当社の取締

役または従業員のいずれかの地位を保有

していること、あるいは、当社と顧問契

約を締結している場合に限り新株予約権

を有することができる。ただし、定年退

職その他取締役会が正当な理由があると

認めた場合はこの限りでない。

 　　　ロ．新株予約権者が死亡した場合、相

続人は新株予約権を行使することはでき

ない。
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前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 ――――――  ――――――  　　　ハ．その他の条件は、株主総会決議お

よび取締役会決議に基づき、当社と新株

予約権者との間で締結する「新株予約権

割当契約書」に定めるところによる。

 　　⑧新株予約権の譲渡制限

 　　　新株予約権を譲渡するときは、取締役

会の承認を要する。

 　　⑨その他

 　　　新株予約権の発行に関する詳細につい

ては取締役会決議及び「新株予約権割当

契約書」に定めるところによる。
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