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１．平成19年２月期の連結業績（平成18年３月１日～平成19年２月28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２月期 14,867 24.2 993 15.3 862 26.1

18年２月期 11,974 30.7 861 217.1 684 324.5

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 ％ ％ ％

19年２月期 476 27.9 46,469 22 － － 35.6 8.9 5.8

18年２月期 372 358.6 371,188 55 － － 64.2 11.4 5.7

（注）①持分法投資損益 19年２月期 －百万円 18年２月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 19年２月期 10,255株 18年２月期 931株

平成18年７月11日付で株式１株につき10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

定した場合における平成18年２月期の「１株当たり当期純利益」は、37,118円85銭であります。

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、対前期増減率であります。

(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２月期 12,197 1,896 15.5 156,218 17

18年２月期 7,133 777 10.9 739,823 97

（注）期末発行済株式数（連結） 19年２月期 12,140株 18年２月期 1,014株

  平成18年７月11日付で株式１株につき10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

した場合における平成18年２月期の「１株当たり純資産」は、73,982円39銭であります。

(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２月期 △1,872 △40 3,078 2,399

18年２月期 299 △146 80 1,234

(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 １社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29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 6,911 △185 △102

通期 20,152 1,067 586

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　48,347円95銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
 　

　当社グループは、当社及び連結子会社であります株式会社総和コミュニティにより構成されており、不動産販売事業及

び不動産管理事業を行っております。各事業の内容は以下の通りであります。

　

　(1)  不動産販売事業

  不動産販売事業においては、当社が、第４期より自社ブランドの分譲マンション「ロータリーパレスマンション」、

第11期より自社ブランドの戸建「ロータリーガーデン」の企画・開発・販売を行っており、主に東京都、神奈川県、

千葉県、埼玉県の首都圏エリアにおいて、ファミリー層の一次取得者を対象に営業を展開しております。また、物件

の規模によっては、当社単独での事業化リスクを勘案の上、共同事業方式を行い、用地仕入等にかかる資金負担を軽

減し、当社の強みとする企画・開発・販売に特化しております。

　(2)  不動産管理事業

  不動産管理事業においては、連結子会社であります株式会社総和コミュニティが、「ロータリーパレスマンショ

ン」を中心とした当社販売マンションの総合管理サービスを行っております。

　

　このように、グループ企業が一体となって分譲マンション・戸建の企画・開発から販売、マンションの総合管理に至る

マンション・戸建に関する業務に対応しております。

 

　事業の系統図は以下の通りであります。
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２．経営方針
 (1)  経営の基本方針

　当社グループでは、住宅企画・開発・販売から、お客様である居住者の皆様へ快適な暮らしのサポートを行っており

ます。このように、長期的に、お客様にご満足を頂くために、住まいの安全性、資産性を念頭に、当社独自の経営理念

のもとに、たゆまぬ努力を続けていく所存であります。

<経営理念>

　快適で安全な暮らしやすい住まい作りのなかに「Supply Surprise」を提供し続ける総合デベロッパーを目指す。

<行動規範>

　社員は、創造力、実行力を発揮し、肩書きなどにとらわれることなく自由闊達に活動する。

　そして、常にお客様に、「Supply Surprise」 を実現し続けること。

 

(2)  会社の利益配分に関する基本方針

当社グループは、株主への長期的な利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。

  利益の配当につきましては将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継

続して実施していくことを基本方針としております。　

なお、配当政策につきましては、１株当たり3,000円にて、定時株主総会に付議させていただく予定であります。

 

(3)  投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　投資単位につきましては、株式の流動性の向上を考慮しつつ株主の利益に配慮し慎重に検討してまいります。

 　この方針のもと、平成18年７月11日付けをもって、１株につき10株の株式分割を行っております。

 

(4)  目標とする経営指標

  当社グループでは毎期継続的な成長を目指すと同時に、一定の利益率を確保することを目標としております。具体的に

は売上高当期純利益率と売上高経常利益率を重要な経営指標としており、この目標の達成に向け、総和地所ブランドの企

業価値をより高めるため、グループ会社間の連携を強化し、時代のニーズに適合した商品企画の充実と事業領域拡大に努

め、合理的なコスト管理などにより収益の最大化の実現に積極的に取り組んでまいります。

 

(5)  中長期的な会社の経営戦略

  当社グループは、社会や市場の急速な変化に対応すべく、営業体制の強化、管理体制の強化、マーケティング能力の向

上等、実情に応じた将来展望を描きつつ経営を推進しております。具体的には、当社の商品ブランドであります「ロータ

リーパレスマンション」シリーズのブランド力の強化を最重点課題としてとらえ、その実現・実行のために以下の事項の

達成を基本方針としております。

達成項目　　　　　　　　　　　重点項目

　①　ブランド力の強化　　　　　　　特徴ある商品の企画・開発

 　　　　　　　　　　　　　　　　　 販売後のサービスの充実

 　　　　　　　　　　　　　　　　　 住宅関連事業の展開

　②　組織体制の強化　　　　　　　　情報ネットワークの構築による組織の連携強化

 　　　　　　　　　　　　　　　　　 人材育成プログラムの構築・強化

　③　収益性の向上　　　　　　　　　投下費用効果の追求

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不動産関連事業の展開

 

(6)  経営管理組織の整備等に関する施策

  当社は経営上のリスクを把握し、そのリスクを軽減化させるため合理的かつ効率的な信頼性の高い経営を進める一方、

経営の意思決定が迅速に行われるよう諸改革を行い、適切な開示を進めることにより、株主を含めた当社を取り巻く様々

な利害関係者(ステークホルダー)それぞれの利益の増大に努めることを使命と考え実行しております。

 

(7)  会社の対処すべき課題

　中長期的な会社の経営戦略にて触れたように当社グループは、当社の商品ブランドの「ロータリーパレスマンション」

シリーズのブランド力強化、組織体制の強化、収益性の向上を基本方針としています。

①　ブランド力の強化

特徴ある商品の企画・開発

　当社の自社開発のマンション分譲事業は、第４期(平成11年度)からスタートし、当連結会計年度までに累計で38を

超えるプロジェクトを手がけております。各プロジェクトの分譲戸数は、最小で16戸から最大で228戸のプロジェク

トとして規模的なばらつきがあります。大型プロジェクトには、共用施設の充実などを図り、それぞれが、個性
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 的で固有の特徴・セールスポイントを有しております。このような独創的な創造を商品開発のメインテーマととらえ、

さらに、アフターサービスの充実によるブランド信用力の増大を図ることにより、高付加価値を実現するとともに、

コスト削減にも注力してまいります。

　また、自社開発マンションの開発にあたり当社の営業部員により、お客様が安心して購入意思決定ができるまでの

必要充分な説明を行い、お客様のニーズに対してより以上の商品提供ができるよう販売と開発の連携を強化してゆく

所存です。

 

販売後のサービスの充実

  自社開発の「ロータリーパレスマンション」におきましては、当社の連結子会社である株式会社総和コミュニティ

が総合管理サービスを提供しております。入居後の建築物に係わるクレームから、修繕などのサービスの提供を行っ

ております。当社は、販売後のお客様に快適に居住していただくために、継続的に、お客様と対話を行い、末永くお

客様にご満足していただくよう努めることが、「ロータリーパレスブランド」の信用増大に最も重要なことと考えて

おります。

 

住宅関連事業の展開

　第11期より、マンション分譲事業におけるマーケットニーズの具現化ノウハウを、一戸建て市場においても挑戦す

べく、自社開発ブランド「ロータリーガーデン」シリーズを販売しております。当社独自の情報収集力をさらに強化

し、新たな専門スタッフの採用と協力会社の発掘を行い、一戸建て市場においても「Supply Surprise」を実行して

ゆく所存であります。

 

②　組織体制の強化

情報ネットワークの構築による組織の連携強化

　当社では、組織連携強化のために情報ネットワークを構築しておりますが、さらにデータベース化を図り情報の共

有により情報の多重管理防止を図り、同時に、既存ソフトウエアを見直した連携ソリューションにより、各組織の連

携の強化をすることが重要であると考えております。このことにより、業務の効率化の効果が期待できます。

  また、データセキュリティ、メールセキュリティ、外部(個人)持ち込みＰＣの規制等による、セキュリティソフト

の強化を図り、個人情報保護法遵守等の関係法令へのコンプライアンス強化を実現しております。

 

人材育成プログラム

　組織の連携強化を図る上で、組織を構成する一人一人のレベルアップが不可欠であります。当社では、マンション

開発会社としまして、各組織における専門知識の取得を報奨金制度により奨励しております。

　また、新卒から幹部に至るまで、管理者育成のための研修プログラムを構築・実行する所存であります。

 

③　収益性の向上

投下費用効果の追求

　当社事業での販売活動において、当社は、認知度を高めるための広告宣伝費等の費用投下を行っておりますが、そ

の費用効果の記録・分析データ資料のもとに、計画的な販売促進活動を策定し、その効果向上を追及し続ける所存で

あります。かかる費用対効果を向上させることが、当社の収益性向上を図る重要な課題と認識しております。

 

不動産関連事業の展開

　当社の商品開発におきまして、用地取得が最重要課題であり、業界においてあらゆる情報を他社に先駆けて取得す

ることが重要であります。さらに購入か否かの意思決定を迅速に行い、商品化に適するコストで取得することが重要

であります。このような情報の中から、あらゆる商機を逃すことなく確実に獲得し、ビジネスドメインの拡大の可能

性を追求していく所存であります。

  将来的には、法人顧客の開拓や個人投資家に向けた、投資用不動産の開発・販売を行っていく所存であります。

 

(8)  親会社等に関する事項

該当事項はありません。

 

(9)  関連当事者との関係に関する基本方針

  当社は、関連当事者との取引は極力実施しない方針でありますが、実施した場合には、積極的に開示を行ってまいりま

す。

 

 (10)　内部管理体制の整備・運用状況

 　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書に記載しております。
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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けるわが国経済は、企業業績は一段と改善し、設備投資の増加、雇用環境及び所得環境の改善に

よる個人消費の持ち直し等の景気回復基調が続きました。一方で、原油価格の高騰等により、原材料の高騰や金利上昇

等の懸念材料があり、予断を許さない状況が続いております。

　当社の属する不動産業界におきましては、地価の反転や事業用地の取得競争の激化、建築コストの高騰により昨年後

半より分譲価格の上昇が顕著になってまいりました。

  このような事業環境のもと、当社は、「快適で安全な暮らしやすい住まい作り」を基本理念として、「耐震偽装問題」

への対処を早急に実行し、「構造計算」に対する厳正なる管理体制を徹底し、販売済み及び販売中の物件全てについて

二重の検査を行ない、安全性の証明に努めてまいりました。さらに、自社開発全物件（平成１５年以降）に、住宅保証

機構による住宅保証を付与し、「安心な住まい作り」というテーマを追求し続けております。また、従来通り、ファミ

リー層の一次取得者を対象に、お客様の潜在需要を掘り起こす営業を展開し、差別化を図った企画重視の「ロータリー

パレスマンション」シリーズを積極的に販売いたしました。また、当連結会計年度より、戸建分譲事業に参画し、「ロー

タリーガーデン」シリーズの企画・開発・販売を行いました。

  この結果、当連結会計年度の売上高14,867百万円（前期比24.2％増）、営業利益は993百万円（同15.3％増）、経常利

益は862百万円（同26.1％増）、当期純利益は476百万円（同27.9％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。

①  不動産販売事業

　ファミリー層の一次取得者を対象に、お客様の潜在需要を掘り起こす営業を展開し、差別化を図った企画重視の

「ロータリーパレスマンション」シリーズを積極的に販売いたしました。

  この結果、売上高は14,705百万円（前期比23.7％増）、営業利益は1,340百万円（同20.3％増）となりました。

②  不動産管理事業

連結子会社の株式会社総和コミュ二ティが、当社販売マンションの総合管理サービスを展開しました。

　この結果、売上高は161百万円（前期比83.5％増）、営業利益は0百万円（前連結会計年度は営業損失2百万円）と

なりました。

 

 (2)  財政状態の分析

　当連結会計年度末の総資産残高は、前連結会計年度比71.0％増の12,197百万円となりました。自己資本比率は15.5％、

自己資本当期純利益率は35.6％、総資産経常利益率は8.9％となっております。

　　①　流動資産

　当連結会計年度における流動資産の主な内訳は、現金及び預金2,645百万円、たな卸資産8,409百万円であります。

たな卸資産の主な内訳は、不動産販売事業における開発途上の仕掛販売用不動産3,867百万円、建物完成後で引渡が

完了していない販売用不動産4,538百万円であります。

　当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度比71.7％増の12,033百万円となりました。主な増

加要因は、たな卸資産が前連結会計年度末より3,276百万円増加したことによるものであります。

　　②　固定資産

　当連結会計年度における固定資産の主な内訳は、有形固定資産16百万円、無形固定資産2百万円、投資その他の資

産144百万円であります。

　当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度比29.7％増の163百万円となりました。

　　③　流動負債

　当連結会計年度における流動負債の主な内訳は、買掛金3,624百万円、短期借入金434百万円、１年内返済予定長

期借入金1,484百万円、未払金529百万円、未払法人税等207百万円であります。

　当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度比20.0％増の6,618百万円となりました。主な増加

要因は、事業の拡大に伴い、買掛金が2,163百万円増加したことによるものであります。

④  固定負債

  当連結会計年度における固定負債の主な内訳は、社債200百万円、長期借入金3,450百万円であります。

  当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度比338.5％増の3,682百万円となりました。主な増

加要因は、長期借入金が2,830百万円増加したことによるものであります。

⑤  純資産

  当連結会計年度における純資産の残高は、前連結会計年度の資本の部合計と比較して144.0％増の1,896百万円と

なりました。一般募集に増資により資本金及び資本剰余金がそれぞれ334百万円増加したことが主な要因であります。
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(3)  資金の財源及び流動性についての分析

　①  キャッシュ・フロー

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,164百万円

増加し、当連結会計年度末には2,399百万円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローでは、営業活動の結果減少した資金は1,872百万円となりました。これは主に、

税金等調整前当期純利益が862百万円、仕入債務の増加額2,163百万円等に対して、売上債権の増加額711百万円、た

な卸資産の増加額3,276百万円、法人税等の支払額543百万円によるものであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローでは、投資活動の結果減少した資金は40百万円となりました。これは主に、

定期預金の預入による支出31百万円及び定期預金の払戻による収入20百万円によるものであります。

　財務活動によるキャッシュ・フローでは、財務活動の結果増加した資金は3,078百万円となりました。これは主に、

短期借入金による収入1,852百万円及び長期借入による収入5,655百万円、短期借入金の返済による支出1,649百万円

及び長期借入の返済による支出3,472百万円、新株発行による収入653百万円によるものであります。

 　なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期

株主資本比率（％） 7.8 10.9 15.5

時価ベースの株主資本比率（％） － － 35.6

債務償還年数（年） － 18.9 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 2.6 －

 （注）１．各指標の算定方法は以下のとおりであります。

 　　　　　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

２．平成17年２月期及び平成19年２月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては営業

キャッシュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。

 ３．平成17年２月期及び平成18年２月期の時価ベースの自己資本比率につきましては、当社は非上場でありました

ので記載しておりません。

 ※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

 ※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

 　　　※　営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。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。

　②  資金需要及び資金調達

  当社グループの資金需要は、主に不動産販売事業における用地取得費用であります。

　資金調達につきましては、資金調達コストの低減に留意しつつ、取引金融機関からの借入金を主体に実施してお

りますが、資金調達方法の多様化と安定化の観点から、社債発行や株式発行による調達についても検討してまいり

ます。

 

 (4)  経営戦略の現状と見通し

　わが国の経済は、バブル崩壊後の長期にわたる調整局面を脱し、緩やかながらも長期的な景気回復軌道にあり、好調

な企業業績による所得の改善が、個人消費の回復・拡大をもたらしております。

　不動産業界においても、最近の土地市場の動向は、景気の緩やかな回復、不動産投資市場の活性化、都市再生の進展

など、需要は堅調に推移するものと思われますが、金利の上昇や仕入競争・販売競争の激化、原材料費の値上がりによ

る建築コストの上昇等当社を取り巻く環境は今後一層厳しくなるものと予想されます。

　こうした環境の下、当社は平成19年２月９日にジャスダック証券取引所への上場を果たしましたが、責任ある上場会

社として投資家やお客様の信頼を高めるために、業績の更なる拡大を目指してまいります。
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 　不動産販売事業において、マンション分譲事業では、東京近郊において、３０代のヤングファミリー層からリタイアの

世代までに「手ごろな価格帯」で「手作り感」のある「癒しの居住空間」のご提供を行い、ご購入後も万全の管理・メン

テナンスのサービスをご提供し、「安心な暮らし」と住宅性能保証の付与による「資産性の維持」に注力し、長く、地道

なお客様へのご奉仕の実践により、マンション分譲事業を発展させたいと考えております。戸建分譲事業では、自社ブラ

ンド「ロータリーガーデン」の戸建市場での確固たる地位の構築を目指してまいります。投資用不動産事業では、経済情

勢の変化を臨機応変に把握し、収益チャンスを確実に活かし、製販一体による利益の拡大を図ってまいります。

　不動産管理事業においては、住民・管理組合へのコミュニティ形成支援サービスを核として、より快適な住まい環境作

りを目指し、「ロータリーパレス」以外の他社物件についても新規物件として積極的に受注してまいります。

　以上の状況を踏まえ、通期の連結業績見通しは、売上高20,152百万円、経常利益1,067百万円、当期純利益586百万円を

見込んでおります。

 

(5)  事業等のリスク

  以下において、当社グループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると

考えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社グルー

プは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、

当社の有価証券に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必

要があると考えております。

　なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、

不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

 

①  法的規制について

　当社グループは、不動産業界に関連する法的規制を受けており、主な規制は以下の通りであります。これまでにこ

れらの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

　建設士法

　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

　建設業法

 

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

　建築士法

 

　当社グループは、内部管理体制及び従業員教育を徹底し、コンプライアンス体制の整備に努めて、本決算短信提出

日現在において、免許・許可の取り消しや更新拒否の事由に該当する事実はありませんが、万一将来において、これ

らの法令等に定められた事項に当社グループが違反した場合には、免許取り消しを含む行政処分がなされること等に

より、当社グループの事業活動や業績等に影響を及ぼす可能性があります。

　(当社)

法令名 免許・許可番号 有効期間

宅地建物取引業法 国土交通大臣（１）第6842号
自　平成16年３月３日

至　平成21年３月２日

建設業法 東京都知事許可（特－15）第120995号
自　平成15年11月10日

至　平成20年11月９日
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　(子会社)

法令名 免許・許可番号 有効期間

マンションの管理の適正化

の推進に関する法律
国土交通大臣（１）第032553号

自　平成15年12月12日

至　平成20年12月11日

建築士法 東京都知事登録　第48536号
自　平成15年４月１日

至　平成20年４月１日

②  経済情勢の変動について

　当社グループは、不動産業界に属し、首都圏近郊において不動産販売事業を行っております。当該事業は、企業の

リストラや減損会計の導入等に伴う遊休土地の売却や、個人所有の土地等で、相続に伴う納税資金確保のための不動

産売却等による、用地の供給動向と最終需要者である住宅購入者の動向に左右される傾向にあります。

　さらに、当該購入者の需要動向は、景気動向、金利動向、地価動向及び住宅税制等の影響を受けやすいため、金利

の上昇、用地取得価格の上昇や住宅税制の変更等があった場合には、購入者の購買意欲の減退に伴う需要の減少や同

業他社との競争激化に伴う販売価格の低迷、並びに販売期間の長期化や、売上原価率の上昇による利益の圧迫等によ

り、当社グループの業績等が影響を受ける可能性があります。

 

③  有利子負債への依存について

　当社グループの不動産販売事業に係わる事業用地取得資金は、主に金融機関からの借入金によって調達しており、

用地取得から顧客への引渡しまで１年以上の期間を要することもあるため、事業拡大等によりたな卸資産が増加し、

有利子負債が増加する傾向にあります。その結果、総資産額に占めるたな卸資産の割合は、前連結会計年度は

72.0％、当連結会計年度は68.9％と高い水準になっております。

　負債・資本合計に占める有利子負債の割合は、前連結会計年度は45.6％、当連結会計年度は46.6％と高い水準に

なっております。

　(連結貸借対照表)

 
前連結会計年度

（平成18年２月28日）
当連結会計年度

（平成19年２月28日）

区分 金額（千円） 金額（千円）

（資産の部）   

たな卸資産（Ａ） 5,133,269 8,409,547

総資産（Ｂ） 7,133,315 12,197,551

（Ａ）／（Ｂ） 72.0％ 68.9％

（負債の部）   

短期借入金 232,520 434,600

１年内返済予定長期借入金 2,132,004 1,484,004

１年内償還社債 50,000 100,000

社債 200,000 200,000

長期借入金 619,156 3,450,152

未払金 6,079 6,079

長期未払金 9,625 3,546

有利子負債（Ｃ） 3,249,385 5,678,381

負債、資本合計及び負債純資産合計（Ｄ） 7,133,315 12,197,551

（Ｃ）／（Ｄ） 45.6％ 46.6％

また、営業利益に占める支払利息の割合は、前連結会計年度は14.1％、当連結会計年度は12.2％と高い水準となっ

ております。従いまして、金利の変動により、当社グループの業績等は影響を受ける可能性があります。
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（連結損益計算書）

 
前連結会計年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分 金額（千円） 金額（千円）

営業利益（Ｅ） 861,725 993,906

支払利息（Ｆ） 121,540 121,673

（Ｆ）／（Ｅ） 14.1％ 12.2％

④  業績の季節変動について

　当社の売上高は、過去実績において、マンションの引渡時期が年末から春先のシーズンに集中するため下半期に集

中する傾向があり、今後につきましても同様の事象が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す（当事業年度については上期に期首在庫と上期竣工物件の販売が好調だった為、上下のバランスが例年より改善し

ております。）。また、期末月の引渡し予定物件が翌月にずれ込む場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。過去３事業年度における当社の上半期、下半期の経営成績は以下のとおりであります。

 

前々事業年度 
 （自　平成16年３月１日

 至　平成17年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

上半期  下半期 通　期 上半期 下半期 通　期 上半期 下半期 通　期

売上高 (千円)
 3,096,016
 ( 34.0％)

 6,022,345 
( 66.0％)

9,118,362  
( 100.0％)

1,407,923
( 11.8％)

10,478,049
( 88.2％)

11,885,972
(100.0％)

7,130,966
 (48.5％)

7,574,917
(51.5％)

14,705,883
(100.0％)

営業利益 (千円)
△90,164
 (　―　)

 376,709
 (131.5％)

286,544 
 (100.0％)

△433,659
(　―　)

1,266,372
(152.1％)

832,712
(100.0％)

586,877
 　(60.0％)

391,785
(40.0％)

978,663
(100.0％)

　　　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．上記の括弧書きは、通期数値に占める上半期、下半期の比率であります。

３．平成17年２月期の上期業績については、証券取引法第193条の２の規定に基づいた監査法人による監査は

受けておりません。

 

⑤  販売に係る広告宣伝費等の費用について

　当社では、自社の認知度を高め、分譲物件の販売促進を図る目的から広告宣伝や販売促進活動を重視しており、当

社ブランドの確立並びに業績向上のため、広告宣伝や販売促進等への費用投下を行っております。今後とも販売戦略

において費用効果を勘案しつつ広告宣伝や販売促進活動を行っていく計画でありますが、予定通りの宣伝効果や販売

促進効果が得られない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑥  マンション建設に対する近隣住民の反対運動について

　当社グループのマンション分譲にあたり、建設地が属する自治体の条例に従い、既存建物の解体から新規建設にい

たるまで、事前に周辺住民に説明会を実施する等の近隣対策を講じております。しかしながら、後述する係争中事案

において見られるように、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

ることがあり、その解決に時間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。

 

⑦  「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、分譲マンション

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に努めるとともに、住宅

保証機構による住宅性能保証の付与を平成15年より実施しております。また、販売後には、マンション総合管理サー

ビスを実施しております株式会社総和コミュニティが、あらゆるクレームに対して、法令上の責任に基づき真摯な対

応に努めております。

　しかしながら、当社開発物件において、何らかの原因により、瑕疵が発生した場合は、クレーム件数と補修工事の

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。
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⑧  「建築物の耐震強度」の適正性の確保について

　当社は、地震多発国日本の事情を考慮した「建築物の耐震強度確保」は、建築基準法上重要な基準であると認識し

ております。しかしながら、平成17年11月に発覚した「耐震偽装問題」は、故意により大幅に基準を下回る耐震強度

の建築物が、本来事前に、国土交通省指定検査機関による検査により指摘されるべき法令違反が、遺憾ながら見落と

されたという事件が発覚いたしました。

　当社といたしましては、同事件発覚後直ちに、次の社内ルールを定めました。第一に、設計事務所への業務を委託

するにあたり、「構造計算」の設計事務所を事前に把握し、その信頼性の確認を行います。第二に、従来の建築確認

時の構造計算の検査に加え、別の国土交通省指定検査機関による検査を行ない「二重検査体制」を実施しております。

さらに、住宅保証機構による住宅性能保証を平成15年より付与しており、今後も引き続き新規物件の加入を継続する

ことにより、住宅保証機構の建築工事検査を受けることによるチェック体制と完成後の保証による建築物の安全性及

び資産性の確保に努めております。

　かかる３重の検査体制を引いておりますが、何らかの複合的な誤謬により、適正な耐震強度が確保されていないこ

とが発生した場合には、適正基準への変更工事の必要性があり、その追加的コスト捻出のため、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑨  マンション建設の外注先の影響について

　当社は、マンション建設については、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、当社建築事業部が定期的な管理を

行っております。

　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場合があります。

 

⑩  訴訟について

　本決算短信提出日現在、当社が提訴されている訴訟が１件係争中であります。当社が現在建築中の分譲マンション

に関し近隣の住民より当該工事禁止の仮処分を求める訴訟が提起されております。今後の訴訟の進捗次第では、工事

遅延や追加費用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場合があります。

 

⑪  人材の確保について

　当社グループの退職者は、平成18年２月期に30名、平成19年２月期に22名発生しており、総従業員に対する退職率

が高くなっております。

　当社グループでは、優秀な人材の確保と育成を重要な経営課題と捉え、平成19年２月期より定期の新卒採用を行い、

適宜中途採用を行っております。新規に採用した人材に対して、職種別研修及び階層別研修を実施し、早期の職務技

能の修得を目指しております。また、個人ごとの業績評価については、社内各部門ごと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事業本部と販売を

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成果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

人材が充分確保できない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑫  個人情報保護法について

　当社グループは、「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」の規制を受けております。この規制に即し、

当社グループでは、全役職員共通の「個人情報保護規程」を平成17年３月１日に規程化し、同法を遵守する体制作り、

強化を進めております。ＯＡシステム上では、個人情報ファイル保管の厳重化を図り、監視ソフトウエアの導入を検

討し、個人情報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。
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⑬　関連当事者との取引について

前連結会計年度及び当連結会計年度における当社と役員との取引は以下のとおりです。

①　前連結会計年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は出
資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ

の近親者
辻　秀樹 ─ ─

当社取締役

社長

(被所有)

直接　47.4
─ ─

当社借入金

の被保証

(注)２．(1)

2,983,680 ─ ─

リース債務

の被保証

(注)２．(2)

24,421 ─ ─

割賦債務の

被保証

(注)２．(3)

15,705 ─ ─

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 当社は、銀行借入に対して、当社取締役社長辻秀樹より債務保証を受けております。なお、保証料の支払

は行っておりません。

(2) 当社は、リース契約にかかるリース債務に対して当社取締役社長辻秀樹より債務保証を受けております。

なお、保証料の支払は行っておりません。

(3) 当社は、割賦契約にかかる賦払金に対して当社取締役社長辻秀樹より債務保証を受けております。なお、

保証料の支払は行っておりません。また、現在債務保証は解消されております。

②　当連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は出
資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ

の近親者
辻　秀樹 ─ ─

当社取締役

社長

(被所有)

直接　35.5

　

─ ─

当社借入金

の被保証

(注)２．(1)

69,156 ─ ─

リース債務

の被保証

(注)２．(2)

2,820 ─ ─

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 当社は、銀行借入のうち信用保証協会への保証委託を利用している借入に対して、当社取締役社長辻秀樹

より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。これは保証委託の約定上元本

の完済迄、取締役社長個人の連帯保証を受けることが要件となっていることによるものであります。今後

は、当該借入以外の銀行借入について、信用保証協会への保証委託並びに取締役社長個人への連帯保証委

託を行う予定はありません。

(2) 当社は、リース契約にかかるリース債務に対して当社取締役社長辻秀樹より債務保証を受けております。

なお、保証料の支払は行っておりません。
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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18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ※１  1,470,200   2,645,838  1,175,638

２．売掛金   104,200   815,981  711,780

３．たな卸資産 ※１  5,133,269   8,409,547  3,276,278

４．繰延税金資産   60,439   48,809  △11,629

５．その他   239,197   113,377  △125,820

貸倒引当金   △455   －  455

流動資産合計   7,006,851 98.2  12,033,555 98.7 5,026,703

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  23,160   23,760    

減価償却累計額  4,425 18,734  7,090 16,669  △2,065

(2）その他  －   273    

減価償却累計額  － －  58 214  214

有形固定資産合計   18,734 0.3  16,884 0.1 △1,850

２．無形固定資産   1,643 0.0  2,250 0.0 607

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   30,354   34,765  4,410

(2）繰延税金資産   5,678   13,457  7,778

(3）その他   75,603   100,988  25,384

貸倒引当金   △5,551   △4,351  1,200

投資その他の資産合計   106,086 1.5  144,860 1.2 38,774

固定資産合計   126,464 1.8  163,995 1.3 37,531

資産合計   7,133,315 100.0  12,197,551 100.0 5,064,235
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前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   1,461,061   3,624,174  2,163,113

２．短期借入金 ※１  232,520   434,600  202,080

３．１年内返済予定長期借
入金

※１  2,132,004   1,484,004  △648,000

４．未払金   797,508   529,039  △268,468

５．未払法人税等   369,337   207,462  △161,875

６．賞与引当金   22,150   25,758  3,608

７．その他   501,681   313,259  △188,421

流動負債合計   5,516,263 77.3  6,618,298 54.3 1,102,035

Ⅱ　固定負債         

１．社債   200,000   200,000  －

２．長期借入金 ※１  619,156   3,450,152  2,830,996

３．退職給付引当金   10,958   22,100  11,142

４．その他   9,757   10,511  754

固定負債合計   839,871 11.8  3,682,763 30.2 2,842,892

負債合計   6,356,134 89.1  10,301,062 84.5 3,944,928

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  115,800 1.6  － － －

Ⅱ　資本剰余金   31,800 0.5  － － －

Ⅲ　利益剰余金   629,503 8.8  － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  78 0.0  － － －

資本合計   777,181 10.9  － － －

負債・資本合計   7,133,315 100.0  － － －
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前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  450,600 3.7 －

２．資本剰余金   － －  366,600 3.0 －

３．利益剰余金   － －  1,079,048 8.8 －

株主資本合計   － －  1,896,248 15.5 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  240 0.0 －

評価・換算差額等合計   － －  240 0.0 －

純資産合計   － －  1,896,488 15.5 －

負債純資産合計   － －  12,197,551 100.0 －
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   11,974,124 100.0  14,867,659 100.0 2,893,534

Ⅱ　売上原価   9,117,686 76.1  11,886,740 80.0 2,769,054

売上総利益   2,856,437 23.9  2,980,918 20.0 124,480

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．広告宣伝費  858,037   658,285    

２．販売手数料  231,985   145,972    

３．給与及び賞与  366,448   499,707    

４．賞与引当金繰入額  22,150   25,758    

５．退職給付費用  2,319   15,150    

６．その他  513,771 1,994,712 16.7 642,137 1,987,012 13.3 △7,700

営業利益   861,725 7.2  993,906 6.7 132,181

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  969   1,259    

２．受取配当金  823   1,063    

３．未払消費税等戻入額  264   －    

 ４．違約金収入  －   17,000    

 ５．不動産取得税還付金  －   13,072    

 ６．保険解約返戻金  －   8,486    

７．その他  444 2,501 0.0 4,274 45,154 0.3 42,652

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  121,540   121,673    

２．融資手数料  50,972   32,933    

３．その他  7,571 180,084 1.5 21,528 176,135 1.2 △3,949

経常利益   684,142 5.7  862,925 5.8 178,783

Ⅵ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※ 132   141    

２．投資有価証券評価損  1,000 1,132 0.0 － 141 0.0 △991

税金等調整前当期純利
益

  683,009 5.7  862,784 5.8 179,774

法人税、住民税及び事
業税

 362,454   382,499    

法人税等調整額  △52,077 310,377 2.6 3,739 386,239 2.6 75,861

当期純利益   372,632 3.1  476,545 3.2 103,912
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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３月１日
至　平成18年２月28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   15,000

Ⅱ　資本剰余金増加高    

増資による新株の発行  16,800 16,800

Ⅲ　資本剰余金期末残高   31,800

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   268,870

Ⅱ　利益剰余金増加高    

当期純利益  372,632 372,632

Ⅲ　利益剰余金減少高    

役員賞与  12,000  

（うち監査役賞与）  (－) 12,000

Ⅳ　利益剰余金期末残高   629,503
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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３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

平成18年２月28日　残高（千円） 115,800 31,800 629,503 777,103

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 334,800 334,800 － 669,600

利益処分による役員賞与 － － △27,000 △27,000

当期純利益 － － 476,545 476,545

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）

334,800 334,800 449,545 1,119,145

平成19年２月28日　残高（千円） 450,600 366,600 1,079,048 1,896,248

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18年２月28日　残高（千円） 78 78 777,181

連結会計年度中の変動額    

新株の発行 － － 669,600

利益処分による役員賞与 － － △27,000

当期純利益 － － 476,545

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

162 162 162

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

162 162 1,119,307

平成19年２月28日　残高（千円） 240 240 1,896,488
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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３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前当期純利
益

 683,009 862,784 179,774

減価償却費  3,293 3,014 △279

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △7,657 △1,655 6,001

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 13,586 3,608 △9,977

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 1,446 11,142 9,695

固定資産除却損  132 141 8

受取利息及び受取配当
金

 △1,792 △2,322 △529

支払利息  121,540 121,673 132

売上債権の増減額（増
加：△）

 453,743 △711,780 △1,165,524

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △2,215,104 △3,276,278 △1,061,173

仕入債務の増減額（減
少：△）

 1,008,969 2,163,113 1,154,143

未払金の増減額（減
少：△）

 420,711 △261,891 △682,602

前受金の増減額（減
少：△）

 △46,825 △110,009 △63,183

未払消費税等の増減額
（減少：△）

 △36,373 1,418 37,791

未収消費税等の増減額
（増加：△）

 △83,433 74,782 158,216

その他  162,864 △82,817 △245,682

小計  478,111 △1,205,076 △1,683,188

利息及び配当金の受取
額

 1,792 2,322 529

利息の支払額  △111,547 △127,185 △15,638

法人税等の支払額  △69,061 △543,014 △473,953

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 299,296 △1,872,955 △2,172,251
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前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の預入による
支出

 △134,507 △31,634 102,873

定期預金の払戻による
収入

 － 20,856 20,856

有形固定資産の取得に
よる支出

 － △873 △873

無形固定資産の取得に
よる支出

 － △1,040 △1,040

投資有価証券の取得に
よる支出

 △130 △4,137 △4,007

貸付けによる支出  △118,000 － 118,000

貸付金の回収による収
入

 118,550 1,200 △117,350

その他  △11,987 △25,287 △13,299

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △146,075 △40,916 105,159

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入れによる収入  1,380,000 1,852,000 472,000

短期借入金の返済によ
る支出

 △1,210,630 △1,649,920 △439,290

長期借入れによる収入  2,560,000 5,655,000 3,095,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △2,770,010 △3,472,004 △701,994

社債の発行による収入  94,100 96,320 2,220

社債の償還による支出  － △50,000 △50,000

株式の発行による収入  33,125 653,415 620,289

長期未払金の減少によ
る支出

 △6,079 △6,079 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 80,505 3,078,732 2,998,226

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額

 233,727 1,164,860 931,133

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 1,001,217 1,234,944 233,727

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 1,234,944 2,399,805 1,164,860
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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３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　１社

　すべての子会社を連結しております。

連結子会社の名称

　株式会社総和コミュニティ

同左

２．持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。 同左

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。

同左

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

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

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

②　たな卸資産

ａ　販売用不動産及び仕掛販売用不動産

個別法による原価法

②　たな卸資産

ａ　販売用不動産及び仕掛販売用不動産

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。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　10年～22年

①　有形固定資産

　定率法によっております。

  なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　10年～22年 

その他　　　　6年

②　無形固定資産

　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）によ

る定額法によっております。

②　無形固定資産

同左

(3）重要な繰延資産の処理

方法

①　新株発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

①　

―――――――

②　社債発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

②　社債発行費

同左

 ③　

―――――――

③　株式交付費

 　支出時に全額費用として処理してお

ります。

(4）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

②　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給

見込額のうち当連結会計年度負担額を計

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、当連

結会計年度末における退職給付債務（自

己都合退職による期末要支給額）を計上

しております。

③　退職給付引当金

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）重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

　当連結会計年度にヘッジ会計を適用し

た金利スワップについては、特例処理の

要件を充たしているため、特例処理に

よっております。

①　ヘッジ会計の方法

　同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

③　ヘッジ方針

　金利変動リスクのヘッジと資金調達コ

ストの軽減のため、対象債務の範囲内で

ヘッジを行っております。

③　ヘッジ方針

　同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

　特例処理の要件を充たしているため、

有効性の評価を省略しております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

　同左

(7）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

　消費税等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、

発生年度の費用として処理しております。

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

　該当事項はありません。 ―――――――

７．のれんの償却に関する事

項

 　　　　　――――――― 該当事項はありません。 

８．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会計年度中に

確定した利益処分に基づいて作成しており

ます。

―――――――
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

９．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、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

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３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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、1,896,488千

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。
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追加情報

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

（外形標準課税）

「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7,382千円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が7,382

千円減少しております。

 

　

―――――――――――
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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18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

※１　担保提供資産と対応債務

(1）担保提供資産

※１　担保提供資産と対応債務

(1）担保提供資産

現金及び預金 90,851千円

（定期預金）  

たな卸資産 2,419,235千円

（仕掛販売用不動産）  

合計 2,510,086千円

たな卸資産 　4,534,470千円

（販売用不動産・仕掛販売用不動産） 

合計 4,534,470千円

(2）対応債務 (2）対応債務

短期借入金 220,000千円

１年内返済予定長期借入金 2,110,000千円

長期借入金 550,000千円

合計 2,880,000千円

短期借入金

１年内返済予定長期借入金

　 　 344,000千円

　　1,460,000千円

長期借入金 3,405,000千円

合計 5,209,000千円

※２　当社の発行済株式総数は、普通株式1,014株であり

ます。

※２　 　　　　　―――――――――――

　３　保証債務

　マンション購入顧客の住宅ローンに係る抵当権設定

登記が完了するまでの間、当社は実行された住宅ロー

ン債務を保証しており、当連結会計年度末における保

証債務残高は4,377,900千円であります。

　３　保証債務

　マンション購入顧客の住宅ローンに係る抵当権設定

登記が完了するまでの間、当社は実行された住宅ロー

ン債務を保証しており、当連結会計年度末における保

証債務残高は1,925,200千円であります。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※　固定資産除却損の内訳 ※　固定資産除却損の内訳

有形固定資産「その他」 132千円

合計 132千円

無形固定資産 141千円

合計 141千円
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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３月１日　至平成19年２月28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（注） 1,014 11,126 ― 12,140

合計 1,014 11,126 ― 12,140

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11,126株の内訳は次の通りであります。

　　　　　株式分割による増加　　　　　　9,126株

　　　　　一般募集増資による増加　　　　2,000株

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 該当事項はありません。

 (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５月24日

定時株主総会
普通株式 36,420  利益剰余金 3,000 平成19年２月28日 平成19年５月25日

（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３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,470,200千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △235,255千円

現金及び現金同等物 1,234,944千円

現金及び預金 2,645,838千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △246,033千円

現金及び現金同等物 2,399,805千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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

 
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
「その他」

17,634 5,722 11,911

 
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
「その他」

17,634 9,647 7,986

(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年内 3,864千円

１年超 8,442千円

合計 12,307千円

１年内 4,038千円

１年超 4,404千円

合計 8,442千円

(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 4,344千円

減価償却費相当額 3,925千円

支払利息相当額 645千円

支払リース料 4,344千円

減価償却費相当額 3,925千円

支払利息相当額 479千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(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

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 2,232千円

１年超 2,046千円

合計 4,278千円

１年内 2,046千円

１年超 －千円

合計 2,046千円
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

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 － － － － － －

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 6,222 6,461 238 8,360 8,765 405

小計 6,222 6,461 238 8,360 8,765 405

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 2,000 1,893 △106 － － －

小計 2,000 1,893 △106 － － －

合計 8,222 8,354 131 8,360 8,765 405

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分

前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 22,000 26,000
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③　デリバティブ取引

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１　取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

当社グループは、金利関連で金利スワップ取引のデ

リバティブ取引を利用しております。

１　取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

金利変動リスクのヘッジと資金調達コストの軽減を

目的としてデリバティブ取引を利用しており、投機

目的では利用しない方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

デリバティブ取引は、借入金の将来の金利市場にお

ける変動リスクを回避する目的で利用しております。

なお、テリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

(3）取引の利用目的

同左

①　ヘッジ会計の方法

当連結会計年度にヘッジ会計を適用した金利ス

ワップについては、特例処理の要件を充たしてい

るため、特例処理によっております。

 

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

 

 

 

③　ヘッジ方針

金利変動リスクのヘッジと資金調達コストの軽減

のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っており

ます。

 

 

④　ヘッジの有効性評価の方法

特例処理の要件を充たしているため、有効性の評

価を省略しております。

 

 

(4）取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有しております。なお、取引の契約先は信用度の高

い国内金融機関であるため、相手先の契約不履行に

よる信用リスクは僅少であると認識しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係る管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、取

締役管理本部長が代表取締役社長の承認を得て行っ

ております。

(5）取引に係る管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項

当社グループのデリバティブ取引には、特例処理を適

用しているため、記載を省略しております。

２　取引の時価等に関する事項

同左
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

イ．退職給付債務 10,958千円 22,100千円

ロ．退職給付引当金 10,958千円 22,100千円

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

イ．勤務費用 2,319千円 15,150千円

ロ．退職給付費用 2,319千円 15,150千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

　当社及び連結子会社は、従業員の自己都合退職による退

職金の期末要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用し

ております。

同左

⑤　ストック・オプション等

当連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

　該当事項はありません。
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⑥　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 26,086千円

賞与引当金 9,029千円

退職給付引当金 4,184千円

広告宣伝費否認 11,994千円

その他 19,569千円

繰延税金資産小計 70,864千円

評価性引当額 △4,692千円

繰延税金資産合計 66,172千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △53千円

繰延税金資産の純額 66,118千円

繰延税金資産

未払事業税 15,496千円

賞与引当金 10,486千円

退職給付引当金 8,748千円

広告宣伝費否認 13,111千円

その他 14,998千円

繰延税金資産小計 62,841千円

評価性引当額 △408千円

繰延税金資産合計 62,432千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △164千円

繰延税金資産の純額 62,267千円

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

との差異の主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.5％

評価性引当額 △1.4％

留保金課税 3.9％

住民税均等割 0.1％

その他 0.6％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
45.4％

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.5％

評価性引当額  △0.5％

留保金課税 3.0％

住民税均等割 0.1％

その他 △0.0％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
44.8％
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⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

前連結会計年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）

不動産販売事
業（千円）

不動産管理事
業（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 11,885,972 88,151 11,974,124 － 11,974,124

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 11,885,972 88,151 11,974,124 － 11,974,124

営業費用 10,771,285 90,831 10,862,117 250,281 11,112,399

営業利益又は営業損失（△） 1,114,687 △2,680 1,112,006 (250,281) 861,725

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 6,693,898 56,971 6,750,869 382,446 7,133,315

減価償却費 2,037 180 2,218 1,075 3,293

資本的支出 － － － － －

　（注）１．事業区分は売上集計区分によっております。

２．各事業の主な内容は以下のとおりであります。

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運営

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は250,281千円であり、その主なもの

は親会社本社の総務経理部門等管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は382,446千円であり、その主なものは親会社での

余剰運用資金（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であります。
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当連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

不動産販売事
業（千円）

不動産管理事
業（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 14,705,883 161,775 14,867,659 － 14,867,659

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 14,705,883 161,775 14,867,659 － 14,867,659

営業費用 13,365,108 161,685 13,526,794 346,958 13,873,752

営業利益 1,340,774 89 1,340,864 (346,958) 993,906

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 11,771,610 77,012 11,848,623 348,927 12,197,551

減価償却費 1,764 93 1,858 1,156 3,014

資本的支出 1,492 420 1,913 － 1,913

　（注）１．事業区分は売上集計区分によっております。

２．各事業の主な内容は以下のとおりであります。

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運営

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は346,958千円であり、その主なもの

は親会社本社の総務経理部門等管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は348,927千円であり、その主なものは親会社での

余剰運用資金（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３月１日　至平成18年２月28日）

　本邦以外の国又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３月１日　至平成19年２月28日）

　本邦以外の国又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３月１日　至平成18年２月28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３月１日　至平成19年２月28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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⑧　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ

の近親者
辻　秀樹 － －

当社取締

役社長

（被所有）

直接　47.4
－ －

当社借入金の

被保証

（注）４．(1)

2,983,680 － －

 リース債務の

被保証

 （注）４．(2)

24,421 　－ －

割賦債務の被

保証

（注）４．(3)

15,705 － －

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を自己

の計算にお

いて所有し

ている会社

等（当該会

社等の子会

社を含む）

㈱アーバ

ネット

コーポ

レーショ

ン

（注）２

東京都

千代田

区

30,439
不動産販

売

（被所有）

直接　0.98

兼任

１人
－

設計監理委託

（注）４．(4)
9,000 － －

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を自己

の計算にお

いて所有し

ている会社

等（当該会

社等の子会

社を含む）

㈱ボスト

ン都市開

発

（注）３

東京都

新宿区
10,000 企画設計 －

兼任

１人
－

近隣業務委託

（注）４．(5)
2,857 － －

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．当社監査役服部信治は、㈱アーバネットコーポレーションの議決権の65.4％を直接所有しており、平成17年

５月27日付で当社の監査役を退任したため、㈱アーバネットコーポレーションとの取引金額は在任期間中の

金額を記載しております。なお、現在は取引を行っておりません。

３．当社取締役嶋村勝巳は㈱ボストン都市開発の議決権の100％を直接所有しており、平成17年５月27日付で当社

の取締役を退任したため、㈱ボストン都市開発との取引金額は、在任期間中の金額を記載しております。尚、

現在は取引を行っておりません。

４．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）当社は、銀行借入に対して、当社取締役社長辻秀樹より債務保証を受けております。なお、保証料の支払

は行っておりません。

(2）当社は、リース契約にかかるリース債務に対して当社取締役社長辻秀樹より債務保証を受けております。

なお、保証料の支払は行っておりません。

(3）当社は、割賦契約にかかる賦払金に対して当社取締役社長辻秀樹より債務保証を受けております。なお、

保証料の支払は行っておりません。

(4）設計監理委託料は、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

(5）近隣業務委託料は、近隣の状況と過去の取引事例を勘案して決定しております。
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当連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ

の近親者
辻　秀樹 － －

当社取締

役社長

（被所有）

直接　35.5
－ －

当社借入金の

被保証

（注）２．(1)

69,156 － －

リース債務の

被保証

（注）２．(2)

2,820 － －

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）当社は、銀行借入のうち信用保証協会への保証委託を利用している借入に対して、当社取締役社長辻秀樹

より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。これは保証委託の約定上元本

の完済迄、取締役社長個人の連帯保証を受けることが要件となっていることによるものであります。今後

は、当該借入以外の銀行借入について、信用保証協会への保証委託並びに取締役社長個人への連帯保証委

託を行う予定はありません。

(2）当社は、リース契約にかかるリース債務に対して当社取締役社長辻秀樹より債務保証を受けております。

なお、保証料の支払は行っておりません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり純資産額 739,823円97銭

１株当たり当期純利益金額 371,188円55銭

１株当たり純資産額 156,218円17銭

１株当たり当期純利益金額 46,469円22銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

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金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　当社は、平成18年７月11日付で株式１株につき10株の株

式分割を行っております。

　なお、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株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 73,982円39銭

１株当たり当期純利益金額 37,118円85銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

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金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当期純利益（千円） 372,632 476,545

普通株主に帰属しない金額（千円） 27,000 －

（うち利益処分による役員賞与金） (27,000) (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 345,632 476,545

期中平均株式数（株） 931 10,255

－ 36 －



（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

平成18年６月19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７月11日をもって普通株式１株につき10株に

分割します。

(1）分割により増加する株式数

普通株式　　　　　9,126株

(2）分割方法

平成18年７月10日最終の株主名簿に記載された株主

の所有株式数を、１株につき10株の割合をもって分

割します。

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前連結会計年度における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株当たり純資産額 １株当たり純資産額

39,875円13銭 73,982円39銭

１株当たり当期純利益金
額

１株当たり当期純利益金
額

8,333円15銭 37,118円85銭

なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が

存在していないため記載

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金額

については、潜在株式が

存在していないため記載

しておりません。
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５．生産、受注及び販売の状況
 

 (1) 生産実績

　当連結会計年度及び当中間連結会計期間の生産実績を事業のセグメント別に示すと、次のとおりであります。

 

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

件数
金額

（千円）
前年同期比
（％）

不動産販売事業 642戸 17,317,849 121.2

不動産管理事業 ─ ─ ―

合計 642戸 17,317,849 121.2

　（注）上記の金額は販売価格によっております。なお、消費税等は含まれておりません。 

 (2) 受注実績

　当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

 (3) 販売実績

　当連結会計年度及び当中間連結会計期間の販売実績を事業のセグメント別に示すと、次のとおりであります。

 

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

件数
金額

（千円）
前年同期比
（％）

不動産販売事業 540戸 14,705,883 123.7

不動産管理事業 1,695戸 161,775 183.5

合計 2,235戸 14,867,659 124.2

　（注）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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