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１．平成19年３月中間期の業績（平成18年10月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月中間期 5,997 71.0 4,429 371.5 3,884 535.7 2,199 574.5

18年３月中間期 3,507 △10.8 939 0.9 611 △22.7 326 △22.2

18年９月期 9,466 － 3,681 － 2,958 － 1,631 －

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

円 銭 円 銭

19年３月中間期 17,850 39 － －

18年３月中間期 3,089 68 2,990 00

18年９月期 14,689 07 14,202 90

（参考）持分法投資損益 19年３月中間期 －百万円 18年３月中間期 －百万円 18年９月期 －百万円

(2）財政状態

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３月中間期 52,851 14,806 28.0 110,573 36

18年３月中間期 36,084 7,978 22.1 68,521 31

18年９月期 40,341 9,418 23.3 78,227 96

（参考）自己資本 19年３月中間期 14,806百万円 18年３月中間期 7,978百万円 18年９月期 9,418百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

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３月中間期 △5,512 △12 9,344 8,448

18年３月中間期 － － － －

18年９月期 － － － －

(注）18年３月中間期及び18年９月期は、（中間）連結キャッシュ・フロー計算書を作成していたため、キャッシュ・フローの状況は19年３月中

間期のみを記載しております。

２．配当の状況

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年９月期 － － 2,700 00 2,700 00

19年９月期 － － －

19年９月期（予想） － 2,100 00 2,100 00

(注）平成19年４月１日付けで１株を２株に株式を分割しております。

３．平成19年９月期の業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 12,223 29.1 5,954 61.7 4,610 55.8 2,518 54.4 9,794 82
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４．その他

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、16ページ「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」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月中間期 133,904株 18年３月中間期 116,444株 18年９月期 120,404株

②　期末自己株式数 19年３月中間期 －株 18年３月中間期 －株 18年９月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、20ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　１株当たり当期純利益については、平成19年２月22日付け公募増資による新株発行を基に算定した期中平均株式

数257,156株により算出しております。なお、平成19年４月１日付けの株式分割が期首に行われたものとして算出し

ております。

　なお、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．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 a．当中間期の経営成績

　当中間会計期間（平成18年10月1日～平成19年３月31日）におけるわが国経済は、本年２月に上海株の急落を発端

に発生した世界連鎖株安等グローバルな経済情勢に不安要素はありながらも、企業の収益改善、設備投資の増加、

雇用情勢の改善や堅調な個人消費等を背景に、緩やかな景気の回復が続きました。

　当社の属する不動産業界におきましては、本年19年３月22日に発表された地価公示価格について三大都市圏の商

業地地価が２年連続して上昇する等、景気回復に伴う堅調なオフィス需要と不動産投資資金の流入増を背景に、不

動産投資市場は引き続き活況を呈しております。

　このような事業環境下、当社は創業以来変わらない「美しく安全で長期にわたり社会を支える街創り」を事業運

営の理念として、また「都市にヨーロッパの光と風」をデザインコンセプトに据えて、主に不動産投資事業（オフィ

スビル等への投資事業）を引き続き拡大させ、積極的に事業用不動産の取得を行うと同時に、取得済み物件に対し

て建物のリモデルや新築等による価値創造を行い、テナントリーシング活動にも注力いたしました。

　また、総合不動産業としての安定性と成長性を構築するために、安定収益の基盤となる賃貸部門の育成にも注力

し、複数の新規オフィスビル等の建築を進めるとともに既存物件におけるテナントリーシング業務の強化を行いま

した。

　その結果、当中間期の経営成績は、売上高5,997百万円（前年同期比71.0％増）、経常利益3,884百万円（同

535.7％増）、中間純利益2,199百万円（同574.5%増）となりました。

　当中間期の事業部門別の業績は次のとおりであります。

 

 （不動産投資事業）

　当社が出資する特別目的会社が保有するオフィスビルのリニューアル工事及びリーシング業務の強化を図った

ことにより物件価値が向上し、当初計画より大幅な配当収入が実現しました。また、賃貸部門において、新規開

発物件の竣工や既に取得している物件のリニューアル工事完了による本格稼動及び新規に取得した稼働中のオフィ

スビル等により賃貸収入が増加した結果、売上高5,193百万円（前年同期比236.3%増）、売上総利益4,670百万円

（前年同期比452.7%増）となりました。

 （賃貸事業）

　現在、固定資産の賃料収入増大を図るためオフィスビル・ホテル等の新築工事を進めており、今期末以降順次

竣工する予定です。当中間期においては既存オフィスビル等の賃料改定交渉及び新規募集賃料によるテナント入

替等のリーシング業務を行った結果、売上高749百万円（前年同期比3.2%増）、売上総利益175百万円（前年同期

比5.0%増）となりました。

 （設計建築事業）

　内部成長を図るため外部からの新規受注業務に優先して経営資源を不動産投資事業・賃貸事業の新築及びリ

ニューアル工事に投入した結果、売上高36百万円（前年同期比95.2%減）、売上総利益21百万円（前年同期比88.3

減）となりました。

 （開発分譲事業）

　住宅開発分譲市場は、用地取得競争の激化・販売価格の上昇等が続いており、当中間期においてはマーケット

の変化を注視しながら、将来の事業拡大に向けた情報収集活動を行った結果、売上高17百万円（前年同期比96.3%

減）、売上総利益16百万円（前年同期比85.0%減）となりました。

 b．当期の見通し

　当社の属する不動産業界につきましては、東京都心部のオフィスビルにおける空室率の低下傾向及び昨年来の賃

料の上昇傾向が鮮明となってきており、オフィスビル賃料市況を中心に不動産投資市場は引き続き活況な状況が続

くものと考えられます。

　このような事業環境下、当社は引き続き、高利回りのオフィスビルを中心とした不動産投資事業及び賃貸事業に

注力してまいります。具体的には積極的に物件の新規取得を行うとともに、既に取得している物件については質の

高い新築工事やリニューアル工事を実施することにより物件の付加価値を高めてまいります。また、既稼動物件に

ついて賃料改定や稼働率の改善に努めるととともに、新規竣工物件ではリーシングを強化し早期に満室稼動を実現

して、物件の利回りを高めてまいります。これらの結果、賃料収入を増大させることによって物件の売却価値を高

め、今後の収益の基盤を構築してまいります。

　以上により、通期の業績につきましては、売上高は従来予想の11,639百万円からやや増加して12,223百万円（前

期比29.1%増）、営業利益は5,954百万円（前期比61.7%増）、経常利益4,610百万円（前期比55.8%増）及び当期純利

益2,518百万円（前期比54.4%増）は従来予想どおりの数値を見込んでおります。
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(2）財政状態に関する分析

  a．資産、負債、純資産の状況に関する分析

　総資産は、前事業年度末の40,341百万円から52,851百万円と12,509百万円増加しました。これは主に、現金及び

預金が3,728百万円増加したこと及び不動産投資事業用の販売用不動産を中心にたな卸資産が8,560百万円増加した

ことによるものです。

　総負債は、前事業年度末の30,922百万円から38,045百万円と7,122百万円増加しました。これは主に不動産取得資

金や建設資金等の運転資金調達のための借入により短期借入金が1,951百万円、長期借入金（一年以内含む）が3,717

百万円増加した等によるものです。

　純資産は、前事業年度末の9,418百万円から14,806百万円と5,387百万円増加しました。これは主に公募増資によ

る資本増強3,512百万円及び中間純利益2,199百万円によるものです。

  b．キャッシュ・フローの状況に関する分析

  （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、5,512百万円の支出超過となりました。これは主に、税引前中間純利益

3,884百万円があったものの、たな卸資産の増加8,560百万円、法人税等の支払1,162百万円等があったことによる

ものです。

  （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、12百万円の支出超過となりました。これは主に、匿名組合出資金の払

戻し961百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出1,005百万円等があったことによるものです。

  （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、9,344百万円の収入超過となりました。これは主に、長期借入金の返済

による支出4,354百万円、社債の償還による支出567百万円及び配当金の支払額323百万円があったものの、短期借

入金の純増加額1,951百万円、長期借入れによる収入8,072百万円、社債の発行による収入1,075百万円、公募増資

にともなう新株発行による収入3,490百万円等によるものです。

 c．キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 7.7 12.0 22.1 23.3 28.0

時価ベースの自己資本比率（％） － 79.9 140.0 95.5 58.3

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － － －

（注）１．指標の算出方法

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．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。なお、平成17年９月期及び平

成19年９月期中間の期末株価は、株式分割による権利落後の株価であるため、期末発行済株式総数は株式分割

後の数値に調整しております。

３．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書に計上されているキャッシュ・フローを利用しており

ます。有利子負債は、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、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を利用しております。

４．平成17年９月期中間においては、当社株式は非上場であるため、時価ベースの自己資本比率は算出しておりま

せん。また、各期において、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数及びインタレスト・

カバレッジ・レシオは算出しておりません。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

 当社は、安定的・継続的な配当政策をとることで株主に対する長期的な利益還元を行うことを経営の重要目標の１つ

として位置付けております。

　急速に変化する市場構造に的確に対応し競争力と収益力を強化させるために積極的な先行投資を図るとともに、経

営の効率化を通じ経営基盤の安定的確保を目指しております。かかる方針の下、中長期的な事業計画に基づき、再投

資のための内部資金の確保を念頭におきながら、業績、財政状態及び配当性向等を総合的に勘案し検討することとし

ております。

　当期の配当につきましては、上記方針に基づき、配当性向20％を目安に、配当政策を実行する方針であります。

　また、内部留保資金につきましては、今後の事業拡大並びに経営体質の強化に役立てる考えであります。 
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２．企業集団の状況
　当社は関連会社や親会社等を有していないため、「関係会社の状況」等については該当事項はありません。

　また、事業の内容に関しては、最近の有価証券報告書（平成18年12月20日提出）における記載内容から変更がないた

め、参考資料として事業系統図を掲げる他は、開示を省略しております。

［事業系統図］
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「①美しい建物と街作りを通して美しい国を作る気概をもって事業に当たる②透明性の高い経営を目指し

不正を行わない③時代に合わせ変化する能力を養いスピーディな経営を目指す④事業の選択と集中により圧倒的なナ

ンバーワンを目指す⑤社内協調と競争の協働により一人当たり給与と一人当たり生産性において業界ナンバーワンを

目指す」を経営理念として、主力事業である不動産投資事業を中心に高品質・高付加価値な不動産事業を展開してお

ります。

(2）目標とする経営指標

　当社は、株主価値の持続的な向上を重要な経営課題と位置付け、株主資本利益率（ＲＯＥ）等の指標を考慮しなが

ら経営を行っております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社を取り巻く環境は、景気回復下での堅調なオフィス需要などを背景として投資用不動産における価値の上昇が

続いている中、不動産投資市場は引き続き活況を呈しております。

　このような環境下において、不動産取得に対する積極的姿勢と同時に厳選した不動産の取得活動を行うこととしま

す。取得した物件に当社の専門性及び創造性による付加価値を高め、不動産投資事業（オフィスビル等への投資事業）

及び賃貸事業を中心に取り組んでまいります。

　また、総合不動産業としての安定性と成長性を確立するために優良な事業用不動産のストックを積上げるとともに、

上記の新築工事、リニューアル工事のスピードアップを図ってまいります。さらに、賃料改定やテナントリーシング

業務を強化し、不動産投資事業の賃貸部門及び賃貸事業の賃貸部門が強力なプロフィットセンターとなるよう賃貸部

門の育成を優先課題として取り組むとともに、不動産投資事業の物件売却でさらなる利益の増加を図っていく方針で

す。

　なお、住宅分譲開発市場は長期にわたり高水準の供給状態が続いており、用地取得における競争が激化している状

況にあります。そのような環境下において、当社は引き続き慎重な姿勢を崩さず、マーケットの変化を注視しながら

開発分譲事業（マンション・戸建等の開発販売事業）を積極化する時期を探っていく所存であります。

(4）会社の対処すべき課題

　不動産投資市場が活況を呈するに伴い、投資適格不動産の価格は上昇傾向にあり、金利上昇懸念が高まる中におい

ても不動産投資利回りは低下傾向にあります。

　当社は喫緊の課題として、既稼動物件については稼働率の向上と賃料改定により賃料収入のアップを図ることとし、

現在開発中の物件についてはより市場ニーズに合致した建物を早期に完成させることとしております。

　次に、新規の不動産取得については、購入物件の利回りというハードルは下げず、積極的な方針を崩さないことと

いたします。

　また、当社は建物創りに対して最優先に力をそそいでまいりましたが、さらに今後100年のスパンにおいても、当社

が企画開発を行った建物が市場価値を失うことなく輝き続けるよう、当社のスタンダードをさらに進化させ、建物創

りに注力してまいる所存です。

　こうした建物創りに対する情熱をベースに、当社の強みである匠の技を活かしたデザイン力に一層の磨きをかけ、

建物を新築する開発型及び既存建物をリニューアルするバリューアップ型の投資事業において他社との差別化を図っ

てまいります。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末
(平成18年３月31日)

当中間会計期間末
(平成19年３月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年９月30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   8,302,337   8,558,884   4,830,044  

2. 営業未収入金   36,525   25,790   38,749  

3. たな卸資産 ※１  23,297,596   34,867,532   26,307,183  

4. その他 ※３  512,395   711,805   730,696  

貸倒引当金   △127   △365   △223  

流動資産合計   32,148,726 89.1  44,163,647 83.6  31,906,450 79.1

Ⅱ 固定資産           

1. 有形固定資産 ※２          

(1) 建物 ※１ 821,772   1,159,664   1,022,934   

(2) 土地 ※１ 1,042,437   3,596,320   3,386,225   

(3) その他  18,674   835,103   201,628   

有形固定資産合計   1,882,884 5.2  5,591,088 10.5  4,610,789 11.4

2. 無形固定資産   322,524 0.9  2,044,350 3.9  2,044,988 5.1

3. 投資その他の資産   1,730,651 4.8  1,052,730 2.0  1,779,712 4.4

固定資産合計   3,936,060 10.9  8,688,169 16.4  8,435,490 20.9

資産合計   36,084,787 100.0  52,851,817 100.0  40,341,940 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

1．営業未払金   83,872   221,855   99,079  

2．短期借入金 ※１  5,237,000   3,160,000   1,208,400  

3．１年以内返済予定長期借
入金

※１  2,321,474   8,780,977   5,374,115  

4．１年以内償還予定社債   725,000   1,087,000   890,000  

5．未払法人税等   295,313   1,760,929   1,192,236  

6．賞与引当金   11,933   16,392   16,858  

7．その他   703,049   587,536   438,135  

流動負債合計   9,377,642 26.0  15,614,691 29.5  9,218,825 22.9

Ⅱ 固定負債           

1．社債   2,138,000   2,151,000   1,815,500  

2．長期借入金 ※１  15,370,905   18,422,363   18,111,318  

3．退職給付引当金   7,279   10,248   8,840  

4．受入敷金保証金   1,209,233   1,847,299   1,768,497  

5．その他   2,829   －   －  

固定負債合計   18,728,249 51.9  22,430,911 42.5  21,704,156 53.8

負債合計   28,105,891 77.9  38,045,602 72.0  30,922,981 76.7
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前中間会計期間末
(平成18年３月31日)

当中間会計期間末
(平成19年３月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年９月30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   3,193,614 8.8  － －  － －

Ⅱ 資本剰余金           

1. 資本準備金  3,323,601 3,323,601 9.2 － － － － － －

資本剰余金合計           

Ⅲ 利益剰余金           

1. 利益準備金  5,000   －   －   

2．任意積立金  1,075,000   －   －   

3. 中間(当期)未処分利益  381,679   －   －   

利益剰余金合計   1,461,679 4.1  － －  － －

資本合計   7,978,895 22.1  － －  － －

負債及び資本合計   36,084,787 100.0  － －  － －

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  4,969,192 9.4  3,212,808 8.0

２．資本剰余金           

資本剰余金  －   5,099,179   3,342,795   

資本剰余金合計   － －  5,099,179 9.6  3,342,795 8.2

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   5,840   5,840   

(2）その他利益剰余金           

別途積立金  －   1,155,000   1,155,000   

繰越利益剰余金  －   3,577,003   1,702,515   

利益剰余金合計   － －  4,737,843 9.0  2,863,355 7.1

株主資本合計   － －  14,806,215 28.0  9,418,959 23.3

純資産合計   － －  14,806,215 28.0  9,418,959 23.3

負債純資産合計   － －  52,851,817 100.0  40,341,940 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30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   3,507,691 100.0  5,997,311 100.0  9,466,162 100.0

Ⅱ　売上原価   2,203,986 62.8  1,114,337 18.6  5,002,151 52.8

売上総利益   1,303,704 37.2  4,882,973 81.4  4,464,010 47.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費   364,223 10.4  452,988 7.5  782,207 8.3

営業利益   939,481 26.8  4,429,985 73.9  3,681,802 38.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  4,951 0.1  4,230 0.1  8,401 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  333,339 9.5  549,390 9.2  731,534 7.7

経常利益   611,093 17.4  3,884,825 64.8  2,958,670 31.3

Ⅵ　特別利益   338 0.0  － －  156 0.0

Ⅶ　特別損失   － －  228 0.0  11,318 0.2

税引前中間（当期）純利
益

  611,432 17.4  3,884,596 64.8  2,947,507 31.1

法人税、住民税及び事業
税

 283,817   1,727,000   1,381,797   

法人税等調整額  1,499 285,316 8.1 △41,982 1,685,017 28.1 △65,819 1,315,978 13.9

中間（当期）純利益   326,115 9.3  2,199,578 36.7  1,631,529 17.2

前期繰越利益   55,563   －   －  

中間（当期）未処分利益   381,679   －   －  
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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10月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金
利益剰余金

株主資本合
計

利益準備金

その他の利益剰余金
利益剰余金
合計

資本準備金 別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年９月30日残高（千円） 3,212,808 3,342,795 5,840 1,155,000 1,702,515 2,863,355 9,418,959 9,418,959

当中間会計期間中の変動額         

新株の発行 1,756,383 1,756,383     3,512,767 3,512,767

剰余金の配当     △325,090 △325,090 △325,090 △325,090

中間純利益     2,199,578 2,199,578 2,199,578 2,199,578

当中間会計期間中の変動額合計
（千円）

1,756,383 1,756,383 － －　　 1,874,488 1,874,488 5,387,255 5,387,255

平成19年３月31日　残高（千円） 4,969,192 5,099,179 5,840 1,155,000 3,577,003 4,737,843 14,806,215 14,806,215

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 株主資本

純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

 

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 別途積立金
繰越利益剰
余金

平成17年９月30日残高（千円） 516,325 646,325 5,000 675,000 555,555 1,235,555 2,398,205 2,398,205

当事業年度中の変動額         

新株の発行 2,696,483 2,696,470     5,392,954 5,392,954

別途積立金の積立て（注）    400,000 △400,000 － － －

被合併会社の利益剰余金受入   840 80,000 15,422 96,262 96,262 96,262

剰余金の配当（注）     △99,992 △99,992 △99,992 △99,992

当期純利益     1,631,529 1,631,529 1,631,529 1,631,529

当事業年度中の変動額合計（千円） 2,696,483 2,696,470 840 480,000 1,146,959 1,627,799 7,020,753 7,020,753

平成18年９月30日残高（千円） 3,212,808 3,342,795 5,840 1,155,000 1,702,515 2,863,355 9,418,959 9,418,959

　（注）平成17年12月の定時株主総会の利益処分項目であります。
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間及び前事業年度においては（中間）連結キャッシュ・フロー計算書を作成していたため、当中間会計

期間の中間キャッシュ・フロー計算書のみを記載しております。

  
当中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前中間純利益  3,884,596

 減価償却費  24,094

 貸倒引当金の増減額（減少：△）  142

 賞与引当金の増減額（減少：△）  △465

 退職給付引当金の増減額（減少：△）  1,407

 受取利息及び受取配当金  △1,232

 支払利息  304,981

 固定資産売却損  228

 売上債権の増減額（増加：△）  12,959

 たな卸資産の増減額（増加：△）  △8,560,348

 仕入債務の増減額（減少：△）  122,775

 その他  157,603

 小計  △4,053,256

 利息及び配当金の受取額  1,232

 利息の支払額  △298,175

 法人税等の支払額  △1,162,651

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △5,512,850

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の純増減額（増加：△）  90,000

 有形固定資産の取得による支出  △1,005,615

 有形固定資産の売却による収入  1,630

 匿名組合出資金の払戻による収入  961,445

 その他投資の取得による支出  △59,982

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △12,521
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当中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

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（減少：△）  1,951,600

 長期借入れによる収入  8,072,500

 長期借入金の返済による支出  △4,354,593

 社債の発行による収入  1,075,918

 社債の償還による支出  △567,500

 新株発行による収入  3,490,003

 配当金の支払額  △323,715

 財務活動によるキャッシュ・フロー  9,344,213

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  3,818,840

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  4,630,044

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高  8,448,884
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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10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．資産の評価基準及び評価方法 (1）有価証券

①　満期保有目的債券

償却原価法

(1）有価証券

①　満期保有目的債券

同　左

(1）有価証券

①　満期保有目的債券

同　左

②　子会社株式

移動平均法による原価法

③　その他有価証券

時価の無いもの

移動平均法による原

価法

　なお、投資事業有限責任組

合及びこれに類する組合への

出資(証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされる

もの)については、匿名組合の

財産の持分相当額を「投資有

価証券」として計上しており

ます。匿名組合への出資時に

「投資有価証券」を計上し、

匿名組合の営業により獲得し

た損益の持分相当額について

は、「営業損益」に計上する

とともに同額を「投資有価証

券」に加減し、営業者からの

出資金（営業により獲得した

損益の持分相当額を含む）の

払い戻しについては、「投資

有価証券」を減額しておりま

す。

②　その他有価証券

時価の無いもの

同　左

②　その他有価証券

時価の無いもの

同　左

(2）デリバティブ

時価法

(2）　　────── (2）デリバティブ

時価法

(3）たな卸資産

販売用不動産、仕掛販売用

不動産及び建築事業等支出

金

個別法による原価法

(3）たな卸資産

販売用不動産、仕掛販売用

不動産及び建築事業等支出

金

同　左

(2）たな卸資産

販売用不動産、仕掛販売用

不動産及び建築事業等支出

金

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

降取得した建物(建物付属設備

を除く)については、定額法に

よっております。なお、耐用

年数及び残存価額については

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

(1）有形固定資産

建物    　定額法

その他　　定率法

 なお、耐用年数及び残存価額

については法人税法に規定す

る方法と同一の基準によって

おります。

 

 

(1）有形固定資産

定率法

　但し、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物付属設備

を除く)については、定額法に

よっております。なお、耐用

年数及び残存価額については

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

(2）無形固定資産

自社利用ソフトウェア

　社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法

(2）無形固定資産

自社利用ソフトウェア

同　左

(2）無形固定資産

自社利用ソフトウェア

同　左

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同　左

(3）長期前払費用

同　左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

３．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）　　　────── (1）　　──────

(2）　　　────── (2）株式交付費

　支出時に全額費用として処

理しております。

(2）株式交付費

同　左

(3）社債発行費

　支出時に全額費用として処

理しております。

(3）社債発行費

同　左

(3）社債発行費

同　左

４．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

　従業員に対する賞与の支給

に備えるため、賞与支給見込

額の当中間会計期間負担額を

計上しております。

(2）賞与引当金

同　左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給

に備えるため、賞与支給見込

額の当期負担額を計上してお

ります。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職給

付債務の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。

(3）退職給付引当金

同　左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職給

付債務の見込額に基づき計上

しております。

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップ等の特例処理

の要件を満たすものについて

は、特例処理を採用しており

ます。

(1）ヘッジ会計の方法

同　左

(1）ヘッジ会計の方法

同　左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

及び金利キャップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

及び金利キャップ

ヘッジ対象…借入金 ヘッジ対象…同　左 ヘッジ対象…同　左

(3）ヘッジ方針

　金利リスク低減のため、対

象債務の範囲内でヘッジを

行っております。

(3）ヘッジ方針

同　左

(3）ヘッジ方針

同　左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ等の特例処理

の要件を満たしている場合は、

有効性の判定を省略しており

ます。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同　左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同　左

６．中間キャッシュ・フロー計算書

（キャッシュ・フロー計算書）

における資金の範囲

───── 　手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資

からなっております。

─────
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

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、販売費及び一般管理費に

計上しております。

　なお、固定資産に係る控除

対象外消費税等は長期前払費

用に計上し、５年間で均等償

却しております。

　消費税等の会計処理

同　左

　消費税等の会計処理

同　左

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10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

────── （有形固定資産の減価償却方法の変更）

　従来、建物の減価償却方法については定率

法（平成10年4月1日以降取得した建物（建物

付属設備は除く）は定額法）を採用しており

ましたが、当中間会計期間より、定額法へ変

更しております。

　この変更は、当期以降賃貸用建物の新築案

件の竣工が順次予定され、建物の減価償却費

の金額的重要性が今後高まること、また、建

物の大部分を占める賃貸用建物については契

約期間にわたって一定の収入が得られる反面、

定率法により算定される減価償却費は使用開

始当初の負担が大きく以後逓減していくため、

損益が年次により偏る結果となることから、

より適正な期間損益の把握を目的に行われた

ものであります。

　この変更に伴い、従来と同様の方法によっ

た場合に比べ、減価償却費が3,504千円減少し、

営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が

同額増加しております。

（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」（企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準

適用指針第８号）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

9,418,959千円であります。

　また、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。

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当事業年度より「繰延資産の会計処理に関

する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　

平成18年８月11日　実務対応報告第19号）を

適用しております。

　これに伴い、前事業年度における営業外費

用の「新株発行費」は、当事業年度より「株

式交付費」として処理する方法に変更してお

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３月31日）

当中間会計期間末
（平成19年３月31日）

前事業年度末
（平成18年９月30日）

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産

たな卸資産 19,646,523千円

建物 477,485千円

土地 1,042,437千円

合計 21,166,447千円

たな卸資産 29,292,239千円

建物 664,976千円

土地 3,386,225千円

合計 33,343,442千円

たな卸資産 21,267,365千円

建物 662,969千円

土地 3,386,225千円

合計 25,316,561千円

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務）

短期借入金 3,459,000千円

１年以内返済予定

長期借入金 636,474千円

長期借入金 15,295,905千円

合計 19,391,379千円

短期借入金 1,780,000千円

１年以内返済予定

長期借入金 8,668,477千円

長期借入金 16,734,863千円

合計 27,183,340千円

短期借入金 570,000千円

１年以内返済予定長

期借入金 3,689,115千円

長期借入金 18,111,318千円

合計 22,370,433千円

※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額

152,912千円 217,056千円 197,636千円

※３．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、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。

※３．消費税等の取扱い

同　左

※３．

──────

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30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 144千円

デリバティブ評価益 2,862千円

受取利息 1,232千円 受取利息 274千円

受取配当金 1,126千円

デリバティブ評価益 3,496千円

※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 172,725千円

新株発行費 27,048千円

社債発行費 25,481千円

調達手数料 87,856千円

支払利息 304,981千円

株式交付費 22,763千円

社債発行費 24,081千円

調達手数料 183,046千円

支払利息 406,383千円

株式交付費 27,540千円

社債発行費 25,481千円

調達手数料 213,789千円

３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額

有形固定資産 21,919千円

無形固定資産 350千円

有形固定資産 23,456千円

無形固定資産 638千円

有形固定資産 48,959千円

無形固定資産 1,033千円
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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10月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 120,404 13,500 － 133,904

　（注）　普通株式の発行済株式総数の増加13,500株は、平成19年２月22日付けの有償一般募集による新株発行によりま

す。

２．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。

３．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。

４．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12月20日

定時株主総会
普通株式 325,090 2,700 平成18年９月30日 平成18年12月21日

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

  該当事項はありません。

　（注）　前事業年度においては、「自己株式の種類及び株式数に関する事項」を除き、連結財務諸表における注記事項

として記載しております。

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間及び前事業年度においては（中間）連結キャッシュ・フロー計算書を作成していたため、当中間会計

期間の中間キャッシュ・フロー計算書のみを記載しております。

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（平成19年3月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 8,558,884 

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 △110,000 

現金及び現金同等物 8,448,884 
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース取引の内容の重要性が乏しく、かつ、

契約１件当たりの金額が少額であるため、中

間財務諸表等規則第５条の３の規定に従い、

記載を省略しております。

　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

同　左

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース取引の内容の重要性が乏しく、かつ、

契約１件当たりの金額が少額であるため、財

務諸表等規則第８条の６第６項の規定に従い、

記載を省略しております。

（有価証券関係）

　前中間会計期間において、「有価証券関係」に関する注記は、子会社株式株式で時価のあるものを除き、中間

連結財務諸表における注記事項として記載しております。

　前中間会計期間（自　平成17年10月１日　至　平成18年３月31日）において、子会社株式で時価のあるものは

ありません。

　当中間会計期間末（平成19年３月31日）及び前事業年度末（平成18年９月30日）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 

当中間会計期間末
（平成19年３月31日）

前事業年度末
（平成18年９月30日）

中間貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券   

非上場社債 3,000 3,000

(2）その他有価証券   

①　非上場株式 56,500 56,500

②　投資事業有限責任組合に

類する組合への出資
－ 961,445

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間については、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。

当中間会計期間末（平成19年３月31日）

中間期末残高がないため、該当事項はありません。

前事業年度末（平成18年９月30日）

　金利関連のデリバティブ取引はヘッジ会計の適用対象となっているため、開示対象となるデリバティブ取引は

ありません。

（ストック・オプション等関係）

当中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

当中間会計期間においてはストック・オプションを付与しておりませんので、該当事項はありません。 

株式会社ランドビジネス（8944）平成 19 年９月期　中間決算短信（非連結）

－ 19 －



（持分法損益等）

　前中間会計期間および前事業年度については、(中間）連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間のみ

を記載しております。

当中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額 68,521.31円

１株当たり中間純利益金額 3,089.68円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
2,990.00円

　当社は、平成17年５月６日付けで株式１株

につき20株の株式分割を、また、平成17年11

月18日付けで株式１株につき３株の株式分割

を行っております。

　これらの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 14,051.04円

１株当たり中間純利益金額 4,545.57円

　なお、前中間会計期間の潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額については、新株予

約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であり、期中平均株価の把握ができないため

記載しておりません。

　また、平成17年11月18日付けの株式分割が

前期首に行われたと仮定した場合の前事業年

度における１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。

１株当たり純資産額 23,184.51円

１株当たり当期純利益金額 5,609.50円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
5,570.04円

１株当たり純資産額 110,573.36円

１株当たり中間純利益金額 17,850.39円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、期中平均株価が新株予約

権の行使価格より低く、１株当たり中間純利

益が希薄化しないため、記載しておりません。

１株当たり純資産額 78,227.96円

１株当たり当期純利益金額 14,689.07円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
14,202.90円

　当社は、平成17年11月18日付けで株式１株

につき３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

仮定した場合の前事業年度における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 23,184.51円

１株当たり当期純利益金額 5,609.50円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
5,570.04円
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（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10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日

至　平成18年９月30日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 326,115 2,199,578 1,631,529

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 326,115 2,199,578 1,631,529

期中平均株式数（株） 105,550 123,223 111,071

    

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） 3,519 － 3,802

（うち新株予約権） (3,519) － (3,802)

　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

―

　平成17年12月20日開催定時

株主総会決議に基づく平成18

年４月14日取締役会決議によ

る新株予約権

普通株式　3,780株

　平成17年12月20日開催定時

株主総会決議に基づく平成18

年４月14日取締役会決議によ

る新株予約権

普通株式　3,900株

株式会社ランドビジネス（8944）平成 19 年９月期　中間決算短信（非連結）

－ 21 －



（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

（新株予約権の発行）

　平成17年12月20日開催の当社定時株主総

会及び平成18年４月14日開催の取締役会決

議に基づき、次のようにストックオプショ

ンを目的とする新株予約権を発行いたしま

した。

新株予約権の発行日 平成18年４月14日

新株予約権の数 4,000個

新株予約権の目的とな

る株式の種類
普通株式

新株予約権の目的とな

る株式の数
4,000株

新株予約権行使時の１

株当たり払込金額
440,190円（注）

新株予約権を行使する

ことができる期間

平成19年12月21

日から平成24年12

月20日まで

(注）新株予約権の行使時の１株当たりの

払込金額は、新株予約権を発行する日の属

する月の前月の各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

値の平均値に1.05を乗じた金額を適用して

決定したものです。

（株式分割）

　平成19年２月５日開催の当社取締役会決

議により、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19年４月１日付けで、普通株式１

株につき２株の割合をもって分割する。

(1）分割により増加する株式数

普通株式　　　133,904株

(2）分割方法

　平成19年３月31日（ただし、当日は株主

名簿管理人の休業日につき、実質上は平成

19年３月30日）を基準日とし、同日最終の

株主名簿および実質株主名簿に記載又は記

録された株主の所有普通株式を１株につき

２株の割合をもって分割する。

２．配当起算日

平成19年４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

額

34,260.66円

１株当たり純資産

額

55,286.68円

１株当たり純資産

額

39,113.98円

１株当たり中間純

利益金額

1,544.84円

１株当たり中間純

利益金額

8,925.20円

１株当たり当期純

利益金額

7,344.53円

潜在株式調整後１

株当たり中間純利

益金額

1,495.00円

 なお、潜在株式

調整後１株当たり

中間純利益につい

ては、期中平均株

価が新株予約権の

行使価格より低く、

１株当たり中間純

利益が希薄化しな

いため、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

7,101.45円

──────
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５．その他

（参考）中間連結財務諸表

 当社は平成18 年４月１日付けで連結子会社であった株式会社インタープラネットを吸収合併したため、前連結会計

年度末においては子会社はありません。このため、前連結会計年度末の貸借対照表は作成しておりません。また、当

中間会計期間につきましては、連結子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。

　参考情報として前中間連結会計期間及び前連結会計年度の（中間）連結財務諸表を下記のとおり記載しております。

(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   8,332,603  

２．営業未収入金   36,525  

３．たな卸資産 ※１  23,297,596  

４．その他   512,614  

貸倒引当金   △127  

流動資産合計   32,179,212 87.8

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※２    

(1）建物及び構築物 ※１ 1,028,128   

(2）土地 ※１ 1,418,427   

(3）その他  18,674   

有形固定資産合計   2,465,230 6.7

２．無形固定資産   322,524 0.9

３．投資その他の資産   1,700,752 4.6

固定資産合計   4,488,507 12.2

資産合計   36,667,719 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．営業未払金   83,872  

２．短期借入金 ※１  5,237,000  

３．１年以内返済予定
長期借入金

※１  2,351,102  

４．１年以内償還予定
社債

  725,000  

５．未払法人税等   300,596  

６．賞与引当金   11,933  

７．その他   709,654  

流動負債合計   9,419,157 25.7

Ⅱ 固定負債     

１．社債   2,138,000  

２．長期借入金 ※１  15,782,926  

３．退職給付引当金   7,279  

４．受入敷金保証金   1,242,367  

５．その他   2,829  

固定負債合計   19,173,404 52.3

負債合計   28,592,562 78.0

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   3,193,614 8.7

Ⅱ 資本剰余金   3,323,601 9.1

Ⅲ 利益剰余金   1,557,941 4.2

資本合計   8,075,157 22.0

負債及び資本合計   36,667,719 100.0
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(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３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10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   3,533,251 100.0  9,491,722 100.0

Ⅱ 売上原価   2,211,364 62.6  5,009,529 52.8

売上総利益   1,321,887 37.4  4,482,193 47.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  364,732 10.3  782,716 8.2

営業利益   957,155 27.1  3,699,476 39.0

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  144   274   

２．受取配当金  －   1,126   

３．デリバティブ評価益  2,862   3,496   

４．その他  1,088 4,094 0.1 2,647 7,544 0.1

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  177,172   410,830   

２．新株発行費  27,048   －   

３．株式交付費  －   27,540   

４．社債発行費  25,481   25,481   

５．調達手数料  87,856   213,789   

６．その他  20,384 337,943 9.6 58,496 736,138 7.8

経常利益   623,305 17.6  2,970,882 31.3

Ⅵ 特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  338 338 0.0 156 156 0.0

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※２ －   9,268   

２．会員権評価損  － － － 2,050 11,318 0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益

  623,644 17.6  2,959,719 31.2

法人税、住民税及び
事業税

 288,579   1,386,559   

法人税等調整額  1,332 289,912 8.2 △65,986 1,320,573 13.9

中間（当期）純利益   333,732 9.4  1,639,146 17.3
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(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10月１日
至　平成18年３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   646,325

Ⅱ 資本剰余金増加高    

1. 増資による新株発行  2,677,276 2,677,276

Ⅲ 資本剰余金中間期末残高   3,323,601

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,324,201

Ⅱ 利益剰余金増加高    

1. 中間純利益  333,732 333,732

Ⅲ 利益剰余金減少高    

1. 配当金  99,992 99,992

Ⅳ 利益剰余金中間期末残高   1,557,941

    

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 株主資本
純資産合計

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成17年９月30日残高（千円） 516,325 646,325 1,324,201 2,486,851 2,486,851

当連結会計年度中の変動額      

新株の発行 2,696,483 2,696,470  5,392,954 5,392,954

剰余金の配当（注）   △99,992 △99,992 △99,992

当期純利益   1,639,146 1,639,146 1,639,146

当連結会計年度中の変動額合計（千
円）

2,696,483 2,696,470 1,539,154 6,932,108 6,932,108

平成18年９月30日残高（千円） 3,212,808 3,342,795 2,863,355 9,418,959 9,418,959

　（注）平成17年12月の定時株主総会の利益処分項目であります。
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(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10月１日
至　平成18年３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10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

 税金等調整前中間（当期）純利益  623,644 2,959,719

 減価償却費  26,965 54,686

 貸倒引当金の増減額（減少：△）  △338 △242

 賞与引当金の増減額（減少：△）  △197 4,727

 退職給付引当金の増減額（減少：△）  987 2,547

 受取利息及び受取配当金  △144 △1,400

 支払利息  177,172 410,830

 固定資産除却損  － 9,268

 会員権評価損  － 2,050

 売上債権の増減額（増加：△）  △6,666 △8,891

 たな卸資産の増減額（増加：△）  △9,989,212 △16,301,746

 仕入債務の増減額（減少：△）  71,586 86,793

 その他  383,542 366,575

 小計  △8,712,662 △12,415,080

 利息及び配当金の受取額  144 1,400

 利息の支払額  △180,207 △420,379

 法人税等の支払額  △339,978 △566,733

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △9,232,704 △13,400,793
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前中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３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10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

 定期預金の純増減額（増加：△）  △90,003 △149,987

 有形固定資産の取得による支出  △5,443 △382,758

 無形固定資産の取得による支出  △2,760 △227,511

 有価証券の償還による収入  2,000 2,000

 投資有価証券の取得による支出  △3,000 △8,000

 匿名組合出資金の払込による支出  △740,000 △740,000

 その他投資の取得による支出  △78,282 △8,629

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △917,489 △1,514,886

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（減少：△）  3,569,000 △459,600

 長期借入れによる収入  6,625,000 12,947,000

 長期借入金の返済による支出  △1,027,602 △1,998,197

 社債の発行による収入  1,074,518 1,074,518

 社債の償還による支出  △218,500 △376,000

 新株発行による収入  5,327,517 5,365,414

 配当金の支払額  △98,842 △99,100

 財務活動によるキャッシュ・フロー  15,251,091 16,454,034

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  5,100,897 1,538,354

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  3,091,689 3,091,689

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

 8,192,587 4,630,044
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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10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　　１社

連結子会社の名称

株式会社インタープラネット

連結子会社の数　　　　　－

　なお、当社の連結子会社であった株式会

社インタープラネットは、平成18年４月１

日付けで当社に吸収合併されたため、当連

結会計年度末においては連結子会社がなく

なりました。

　このため、当連結会計年度においては、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算

書及び連結キャッシュ・フロー計算書を作

成しておりますが、連結貸借対照表は作成

しておりません。

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．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社の中間決算日は、中間連結決

算日と一致しております。

　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

満期保有目的債券

償却原価法

①　有価証券

満期保有目的債券

同　左

その他有価証券

時価の無いもの

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価の無いもの

同　左

　なお、投資事業有限責任組合及びこれ

に類する組合への出資(証券取引法第２

条第２項により有価証券とみなされるも

の)については、匿名組合の財産の持分

相当額を「投資有価証券」として計上し

ております。匿名組合への出資時に「投

資有価証券」を計上し、匿名組合の営業

により獲得した損益の持分相当額につい

ては、「営業損益」に計上するとともに

同額を「投資有価証券」に加減し、営業

者からの出資金（営業により獲得した損

益の持分相当額を含む）の払い戻しにつ

いては、「投資有価証券」を減額してお

ります。

 

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同　左

③　たな卸資産

販売用不動産、仕掛販売用不動産及び

建築事業等支出金

個別法による原価法

③　たな卸資産

販売用不動産、仕掛販売用不動産及び

建築事業等支出金

同　左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30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。

　但し、平成10年４月１日以降取得した

建物（建物付属設備を除く）については、

定額法によっております。なお、耐用年

数及び残存価額については法人税法に規

定する方法と同一の基準によっておりま

す。

①　有形固定資産

同　左

②　無形固定資産

自社利用ソフトウェア

　社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法

②　無形固定資産

　　 自社利用ソフトウェア

                 同　左

③　長期前払費用

定額法

③　長期前払費用

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　　　　　　　― ②　株式交付費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

③　社債発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

③　社債発行費

同　左

(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

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

①　貸倒引当金

同　左

②　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額の当中間連結会計期

間負担額を計上しております。

②　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額の当連結会計年度負

担額を計上しております。

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の見

込額に基づき、当中間連結会計期間末に

おいて発生していると認められる額を計

上しております。

③　退職給付引当金

　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の見

込額に基づき計上しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

(5）重要なヘッジ会計の処

理方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップ等の特例処理の要件を満

たすものについては、特例処理を採用し

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…金利スワップ及び金利

キャップ

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同　左

ヘッジ対象…借入金 ヘッジ対象…同　左

③　ヘッジ方針

　金利リスク低減のため対象債務の範囲

内で、ヘッジを行っております。

③　ヘッジ方針

同　左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ等の特例処理の要件を満

たしている場合は、有効性の判定を省略

しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同　左

(6）その他中間連結財務諸

表（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

　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、販売費及び一般

管理費に計上しております。

　なお、固定資産に係る控除対象外消費

税等は長期前払費用に計上し、５年間で

均等償却しております。

　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ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同　左

 　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

前中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

────── （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当連結会計年度より「繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日　実

務対応報告第19号）を適用しております。

　これに伴い、前連結会計年度における営業外費用の「新

株発行費」は、当連結会計年度より「株式交付費」として

処理する方法に変更しております。
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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３月31日）

※１．担保に供している資産

たな卸資産 19,646,523千円

建物 683,841千円

土地 1,418,427千円

合計 21,748,792千円

（上記に対応する債務）

短期借入金 3,459,000千円

１年以内返済予定

長期借入金 666,102千円

長期借入金 15,707,926千円

合計 19,833,028千円

※２．有形固定資産の減価償却累計額

 175,939千円

 （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10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 ※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

役員報酬 68,852千円

給与手当 58,681

賞与引当金繰入額 10,535

租税公課 79,798

地代家賃 38,782

役員報酬 143,954千円

給与手当 157,875

賞与引当金繰入額 14,265

租税公課 153,033

地代家賃 79,157

※２．

──────

※２．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物 9,268千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
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）

発行済株式数     

普通株式 34,480 85,924 － 120,404

　（注）　普通株式の発行済株式総数の増加85,924株の内訳は、平成17年11月18日の株式分割による68,960株、平成18年

３月２日及び平成18年３月14日の有償一般募集による新株の発行13,004株、並びに平成18年９月11日及び平成

18年９月26日の新株予約権の権利行使による新株の発行3,960株であります。

２．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。

３．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。

４．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12月20日定時株

主総会
普通株式 99,992 2,900 平成17年９月30日 平成17年12月20日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資
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12月20日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 325,090 2,700 平成18年９月30日 平成18年12月21日

 　（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10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30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３月31日現在） （平成18年９月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 8,332,603

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △140,016

現金及び現金同等物 8,192,587

 （千円）

現金及び預金勘定 4,830,044

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △200,000

現金及び現金同等物 4,630,044
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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10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

　リース取引の内容の重要性が乏しく、かつ、契約１件当

たりの金額が少額であるため、中間連結財務諸表規則第15

条の規定に従い、記載を省略しております。

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

　リース取引の内容の重要性が乏しく、かつ、契約１件当

たりの金額が少額であるため、連結財務諸表規則第15条の

３の規定に従い、記載を省略しております。

 （有価証券関係）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 

前中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券  

非上場社債 3,000

(2）その他有価証券  

①　非上場株式 56,500

②　投資事業有限責任組合に類する組合への出資 1,036,640

 （デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成18年３月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

金利 スワップ取引 630,000 △2,829 △2,829

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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 （ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

　当連結会計年度に付与したストック・オプションの内容

 平成17年12月ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 取締役５名、監査役３名、従業員18名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　　　4,000株

 付与日 平成18年４月14日

 権利確定条件  行使時、当社の役員または従業員であること。

 対象勤務期間  定めておりません。

 権利行使期間
自　平成19年12月21日

至　平成24年12月20日

 権利行使価格（円） 440,190円

 付与日における公正な評価単価（円） －（注）２ 

　（注）１．株式数に換算しております。

２．会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。

（セグメント情報）

 【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10月１日　至平成18年３月31日）

 
デザインクリ
エイティブ事
業（千円）

インカムマネ
ジメント事業

（千円）

グロースイン
ベストメント
事業（千円）

ニューデベ
ロップメント
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
762,134 751,849 1,544,428 474,838 3,533,251 － 3,533,251

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 762,134 751,849 1,544,428 474,838 3,533,251 － 3,533,251

営業費用 603,722 643,347 934,848 394,177 2,576,096 － 2,576,096

営業利益 158,412 108,501 609,580 80,661 957,155 － 957,155

　（注）１．事業区分の方法

市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分に属する主な事業内容

区分 主要事業

デザインクリエイティブ事業 コンサルティング、設計監理、建築事業

インカムマネジメント事業 不動産賃貸事業、アセットマネジメント業務受託事業

グロースインベストメント事業 オフィスビル・商業施設及び不動産関連資産への投資事業

ニューデベロップメント事業 マンション・戸建等の開発販売事業
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前連結会計年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

 
設計建築事
業
（千円）

賃貸事業
（千円）

不動産投資
事業
（千円）

開発分譲事
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 778,008 1,514,363 6,707,050 492,298 9,491,722 － 9,491,722

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － － －

計 778,008 1,514,363 6,707,050 492,298 9,491,722 － 9,491,722

営業費用 627,812 1,251,923 3,509,947 402,561 5,792,246 － 5,792,246

営業利益 150,195 262,440 3,197,102 89,737 3,699,476 － 3,699,476

　（注）１．事業区分の方法

市場の類似性を考慮して区分しております。

２．事業名称の変更

　当連結会計年度において前連結会計年度における事業の種類別セグメントの名称である「デザインクリエ

イティブ事業」、「インカムマネジメント事業」、「グロースインベストメント事業」及び「ニューデベロッ

プメント事業」を、事業の実態を反映したより分かりやすい事業名とすべく、セグメントの名称を「設計建

築事業」、「賃貸事業」、「不動産投資事業」及び「開発分譲事業」に変更することといたしました。

　なお、名称変更に伴う損益への影響はありません。

３．各事業区分に属する主な事業内容

区分 主要事業

設計建築事業 設計監理事業、建築事業、コンサルティング事業

賃貸事業 不動産賃貸事業、アセットマネジメント業務受託事業

不動産投資事業 オフィスビル等及び不動産関連資産への投資事業

開発分譲事業 マンション・戸建等の開発販売事業

 【所在地別セグメント情報】

　前中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支

店がないため、該当事項はありません。

 【海外売上高】

　前中間連結会計期間及び前連結会計年度において、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10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額 69,347.99円

１株当たり中間純利益金額 3,161.84円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
3,059.83円

１株当たり純資産額 －円

１株当たり当期純利益金額 14,757.64円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
14,269.20円

　当社は、平成17年５月６日付けで株式１株につき20株の

株式分割を、また、平成17年11月18日付けで株式１株につ

き３株の株式分割を行っております。

　これらの株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前中間連結会計期間における１株当たり情報については、

以下のとおりとなります。

　当社は、平成17年11月18日付けで株式１株につき３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 14,886.94円

１株当たり中間純利益金額 4,609.00円

１株当たり純資産額 24,041.48円

１株当たり当期純利益金額 5,787.46円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
5,746.75円

　なお、前中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、新株予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であり、期中平均株価の把握ができ

ないため記載しておりません。

　また、平成17年11月18日付けの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 24,041.48円

１株当たり当期純利益金額 5,787.46円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
5,746.75円
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　（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。

 
前中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり中間（当期）純利益金額   

中間（当期）純利益（千円） 333,732 1,639,146

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
333,732 1,639,146

期中平均株式数（株） 105,550 111,071

   

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） 3,519 3,802

（うち新株予約権） (3,519) (3,802)

　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

―

　平成17年12月20日開催定時株主

総会決議に基づく平成18年４月14日

取締役会決議による新株予約権

普通株式　3,900株
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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10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

（新株予約権の発行）

　平成17年12月20日開催の当社定時株主総会及び平成18年

４月14日開催の取締役会決議に基づき、次のようにストッ

クオプションを目的とする新株予約権を発行いたしました。

──────

新株予約権の発行日 平成18年４月14日

新株予約権の数 4,000個

新株予約権の目的となる株式

の種類
普通株式

新株予約権の目的となる株式

の数
4,000株

新株予約権行使時の１株当た

り払込金額
440,190円（注）

新株予約権を行使することが

できる期間

平成19年12月21日から

平成24年12月20日まで

（注）新株予約権の行使時の１株当たりの払込金額は、新

株予約権を発行する日の属する月の前月の各日の

ジャスダック証券取引所における当社普通株式の普

通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額を適用し

て決定したものです。
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