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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 4,972 45.0 315 △40.2 112 △75.3 44 △86.2

18年３月期 3,429 △53.7 526 △31.7 455 △1.6 323 －

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 567 54 － － 5.1 2.2 6.3

18年３月期 12,336 01 － － 44.3 13.0 15.3

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

(2）連結財政状態

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月期 5,253 880 16.8 11,180 86

18年３月期 5,130 887 17.3 33,839 98

（参考）自己資本 19年３月期 879百万円 18年３月期 －百万円

 （注）18年３月期の純資産は、少数株主持分を含めておりません。

 

(3）連結キャッシュ・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月期 △1,208 △104 898 1,481

18年３月期 △1,360 155 1,866 1,895

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 0 00 2,000 00 2,000 00 52 16.2 7.2

19年３月期 0 00 334 00 334 00 26 58.9 3.0

20年３月期（予想） 0 00 450 00 450 00 － 28.9 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 3,135 38.7 115 － △4 － △7 － △100 15

通期 7,301 46.8 430 36.8 218 93.8 122 174.5 1,558 17

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）連結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（会計処理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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、19ページ「会計処理の変更」及び31ページ「セグメント情報」をご覧ください。

(3）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月期 79,665株 18年３月期 26,555株

②　期末自己株式数 19年３月期 960株 18年３月期 320株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 4,791 48.8 291 △43.7 88 △80.1 54 △83.0

18年３月期 3,219 3.0 516 162.3 446 167.5 319 －

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

円 銭 円 銭

19年３月期 689 09 － －

18年３月期 12,171 70 － －

(2）個別財政状態

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月期 5,223 882 16.9 11,208 47

18年３月期 5,082 880 17.3 33,558 13

（参考）自己資本 19年３月期 882百万円 18年３月期 －百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 3,097 45.3 114 － 5 － 2 － 36 96

通期 7,167 49.6 411 41.4 211 138.0 119 120.6 1,519 90

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料提出日現在において入手可能な情報を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因に

よって異なる結果となる可能性があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度におけるわが国経済は、金利の上昇懸念等により先行きの不透明感の払拭には至らなかったものの、

企業収益の改善により設備投資が増加し、雇用情勢についても改善が続くなど、景気は緩やかな回復基調で推移しま

した。

　当社を取り巻く不動産業界におきましては、首都圏・近畿圏などの都心エリアで土地価格の上昇・下げ止まりが見

受けられ、特に堅調な企業収益の下支えによるオフィス需要の増加や不動産ファンドを通じた不動産流動化事業マー

ケットへの資金流入により都心部における収益不動産の価格上昇が牽引されております。マンション業界につきまし

ては、首都圏・近畿圏ともに高水準の供給が継続されており、供給エリアは都心中心部への集中傾向に改善が見られ、

周辺エリアへと拡大し、また、新規供給に占める大規模物件及び超高層物件の割合が大きくなっております。

　需要面では、住宅ローン金利及び価格の先高観による買い進み等に伴う需要の下支えはありましたが、供給エリア

別需要動向の二極化傾向は継続しております。都心の大規模物件や超高層物件の販売は好調に推移いたしましたが、

郊外の小規模物件等は規模の割に販売期間が長期化しております。

　当連結会計年度における事業の種類別の概況は以下のとおりであります。

 （企画・販売代理事業）

　当連結会計年度の企画・販売代理事業におきましては、当社元社員の証券取引法違反（インサイダー取引）事件の

影響により、複数のプロジェクトが撤回されたこと及び不動産価格の上昇傾向に伴いプロジェクトの販売開始が遅延

したこと等が大きく影響しました。

　その結果、当連結会計年度の売上高は738百万円（前年同期比27.6％減少）にとどまり、福岡支店開設に伴う賃借

料・維持管理費の増加や人員の拡充による人件費等の増加により、営業損失455百万円（前年同期は営業利益20百万

円）となりました。

　なお、当該事件の終結により、撤回されたプロジェクトの一部は復活し、加えて、平成20年３月期においても撤回

プロジェクトの一部は復活する見込みであります。

 （不動産流動化事業）

　当連結会計年度の不動産流動化事業におきましては、不動産を取得しバリューアップを図った後に不動産ファンド

等へ転売するという不動産投資業務は、プロジェクト数が増加したことに伴い、前期を大きく上回りました。

　その結果、当連結会計年度の売上高は4,108百万円（前年同期比83.0％増加）、営業利益は1,324百万円（前年同期

比32.5％増加）となりました。

 

  　 （企画不動産販売事業）

　当連結会計年度より新規事業として、企画・販売代理事業及び不動産流動化事業で培ったノウハウ等を活かした分

譲マンション及び分譲戸建住宅等の販売事業を行っております。

　当連結会計年度の売上高は28百万円、営業利益は6百万円となりました。

 

 （人材派遣事業）

　当連結会計年度の人材派遣事業におきましては、人材派遣登録者の募集関連費用の増加等により、売上高は54百万

円（前年同期比33.1％減少）、営業利益は１百万円（前年同期比89.1％減少）となりました。

 

 （インテリアプランニング事業）

　当連結会計年度のインテリアプランニング事業におきましては、採算性を重視し、付加価値の高い取引を拡大させ、

採算性の低い取引を継続的に縮小させた結果、売上高は42百万円（前年同期比48.3％減少）となりました。また、新

たな収益源である不動産検索サイトに係る広告関連費用が増加したこと等に伴い、営業損失は19百万円（前年同期は

営業利益13百万円）となりました。

 

 　以上の結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は4,972百万円（前年同期比45.0％増加）、売上原価

は2,707百万円（前年同期比117.6％増加）、売上総利益は2,265百万円（前年同期比3.7％増加）となりました。また、

営業利益は315百万円（前年同期比40.2％減少）、経常利益は112百万円（前年同期比75.3％減少）、当期純利益は44

百万円（前年同期比86.2％減少）となりました。
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(2）財政状態に関する分析

　当連結会計年度末における連結ベースの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

413百万円減少し1,481百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

 　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、1,208百万円（前年同期比11.2％減少）となりました。こ

れは主に、不動産流動化事業におけるたな卸資産の取得による支出618百万円等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）

　当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、104百万円（前年同期は155百万円の資金増加）となりま

した。これは主に、投資有価証券の取得による支出81百万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）

　当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は、898百万円（前年同期比51.8％減少）となりました。これ

は主に、借入により資金調達した収入等であります。

 　

 　キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 30.2 17.3 16.8

時価ベースの自己資本比率（％） 116.3 178.5 58.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― ―

 　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

 　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

 　インタレスト・カバレッジ・レシオ　：キャッシュ・フロー／利払い

 　※　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×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

 　※　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。

 　※　キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、キャッシュ・フローが

マイナスのため、記載しておりません。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　利益配分に関しましては、株主の皆様に対する安定した利益還元を経営戦略の根幹であると考え、継続的かつ安定

的な配当を実施することを基本とし、連結配当性向30％を目標としております。

　当期につきましては、１株当たり334円（期末配当334円）を予定しております。

　また、次期につきましては、１株当たり450円（期末配当450円）を予想しております。

 

(4）事業等のリスク

　当社グループの業績は、今後起こりうる様々な要因により影響を受ける可能性があります。以下において、投資者

の判断に重要な影響を及ぼす事項を記載しております。なお、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所存であります。

 ① 法的規制について

　当社グループは不動産業者として「宅地建物取引業法」に基づく免許及び「信託業法」に基づく信託受益権販売業

の登録、並びに「不動産投資顧問業登録規程」に基づく一般不動産投資顧問業の登録を受け、主に不動産販売の事業

を行っております。また、人材派遣業者として「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整

備等に関する法律」に基づく免許を受け、主に人材派遣の事業を行っております。今後、免許の取り消しがあった場

合、有効期間の更新ができなかった場合等には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ② 外部要因による業績の変動について

　当社グループの業績は、不動産市況、デベロッパーの供給動向、金利動向、住宅取得に関する税制変更等の影響を

受ける傾向にあり、また、デベロッパーによる開発許認可及び建築確認等取得の時期並びに近隣対策等に要する期間

のズレによる販売開始時期の変動が生じることもあり、これらの要因によって、上半期や下半期への業績の偏りがみ

られたり、通期の業績が影響を受ける可能性があります。
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２．企業集団の状況
 

 

㈱セイクレスト 
企画・販売代理事業 
不動産流動化事業 

企画不動産販売事業 

㈱サプリメントサービス 
（連結子会社） 
人材派遣事業 

インテリアプランニング事業 

デベロッパー 
・ファンド等 

デベロッパー 

不動産 
・建設 

関連企業等 

エンド 
ユーザー 

不動産 
所有者 

設計変更、 
フリープラン対応 

インテリア 
コーディネート 

マンション販売 
人材派遣 

モデルルーム 
コーディネイト 

企画提案 

販売受託 

不動産売却 

コンサルティング等 

コンサルティング等 

不動産購入 

不動産販売 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　「デベロッパーとユーザーとの掛け橋として最高のコラボレーションを提供するトータルソリューションカンパニー

をめざす。」ことを企業理念としております。

　この企業理念に基づき、当社は生活の最も重要な基盤である『住まい』の販売を通じて、デベロッパーとユーザー

それぞれの満足を追求し続けることを経営の基本方針といたしております。ライフスタイルが多様化する現代におい

て、『住まい』に対するユーザーのニーズも急速に多様化、複雑化しています。マンション業界の健全な発展とユー

ザーのライフスタイルに合わせた良質な住宅の提供に寄与するためには、デベロッパーに対してユーザーの視点に立っ

たマンション提案を行う一方で、各ユーザーに対してはそれぞれに思い描くライフスタイル及びライフステージに合っ

た最適な『住まい』の提案を行う必要があると認識しております。

　当社といたしましては、このように多様化するユーザーニーズに適切かつ迅速に対応できるよう過去に販売したマ

ンションの顧客及びモデルルーム来場者に対する継続的なアンケート調査を実施し、その調査データ等をもとに徹底

的なマーケティングを行っております。また、営業現場においても対話の中からユーザーニーズの把握に努め、これ

らの情報を供給サイドであるデベロッパーに対してフィードバックすることにより居住空間創造のコミュニケーター

の役割を担っております。

　当社はプロフェッショナルとして従来のマンション及び周辺業界の流通構造を、ユーザー及びデベロッパーの双方

の両立性を確保しながらイノベーションするとともに、居住空間の効用最大化を目指してプロパティ・インプルーブ

メントを実現するフィー・デベロッパー分野を確立したいと考えております。

　一方、当社グループとしては、現在当社グループが有している情報やノウハウを活用し、転換されつつある不動産

業界のパラダイムに迅速かつ適切に対応していくことにより、不動産流動化事業における不動産と金融の融合をはか

り、投資家とオリジネーターの双方のニーズを満たすような仕組みを組成してまいります。

　また、人材の流動化、業務のアウトソーシング化傾向を受け、人材派遣事業を行っております。常に新しいビジネ

スフィールドの創造に努め、これまで以上の成長スピードと経営効率を実現するよう努力してまいる所存であります。

 

(2）目標とする経営指標

　当社中期経営３ヵ年計画における全国的な拡大戦略及び高収益体制の確立を図るという指針に基づき、売上高及び

営業利益率の向上を目標として企業経営に取り組んでまいります。具体的には付加価値の高いサービスを提供するこ

とに経営資源を集中させ、販売費及び一般管理費の統制を図ることにより、営業利益率10％を目標として経営活動を

実施してまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　当社グループは、高収益体制の確立を図るという指針に基づき、全国的な拡大方針の経営戦略を展開しておりま

す。

　企画・販売代理事業の環境におきましては、首都圏・近畿圏ともに高水準のマンション分譲供給が継続するものと

思われます。マンション分譲価格につきましては、デベロッパーの用地取得費及び建築費の上昇が続いており、大量

供給にも拘らず上昇するものと考えられます。長期的には、土地供給の減少に伴い、マンション供給戸数は減少する

ものと考えられますが、中期的には、首都圏において年間80,000戸、近畿圏において年間30,000戸程度の高水準の供

給が行われるものと予想しております。

　このような状況のもと、当社グループといたしましては、①受託シェアの拡大、②収益性の向上を中期的な対処す

べき課題として掲げております。対処すべき課題に対する中期的な企画・販売代理事業戦略といたしましては、収益

性の高いエリアや開拓余地のあるエリアでのシェア拡大を図り、物件の早期完売等により信用力を拡大し、デベロッ

パーからの販売代理受託戸数の増加に取り組んでまいります。収益性の向上につきましては、設立以来強みとして構

築している供給サイドのデベロッパーデータ及び需要サイドのユーザーデータのさらなる蓄積、さらには、マーケティ

ング手法の改善を図り、企画・営業力の向上、労働生産性の向上等に焦点を当てて取り組んでまいります。
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　不動産流動化事業の環境におきましては、①低金利等による物件供給を上回る投資資金の増加、②不動産ファンド

の拡大による流動性リスクの軽減、③地価及び賃料の上昇等により、収益不動産価格は上昇を続け、不動産利回りは

低下し続けております。今後の見通しといたしましては、短期的には、不動産流動化市場への資金流入及び収益不動

産価格の上昇は継続するものと考えておりますが、中長期的には、長期金利・ノンリコースローン金利の上昇または

収益不動産価格の上昇による不動産利回りの低下により、金利と不動産利回りとの差であるイールドギャップが縮小

し、不動産ファンドのレバレッジが効かなくなる状況も考えられ、不動産ファンドによる投資家へのリターンの減少、

不動産投資資金の減少を通じて、収益不動産価格が調整する局面も考えられます。

　このような状況のもと、不動産流動化事業戦略における対処すべき課題と致しましては、不動産ファンド等へ転売

するという不動産投資業務について、不動産流動化市場が縮小し、収益不動産価格が調整していく場合も想定し、売

却時の利益確保のためにバリューアップの強化を図るとともに、デベロップメントにつきましても積極的に取り組ん

でいきます。アセットマネジメント業務につきましては、保有する収益不動産に対しバリューアップを行うとともに、

新たにデベロップメントを行って高利回り商品を開発・保有することにより、安定した収益確保を目指します。また、

競合が激化する不動産の取得につきましては、企画・販売代理事業のエリア拡大とともに、企画・販売代理事業との

情報共有体制を構築し、首都圏・近畿圏以外の主要都市にも情報エリアを拡大し、着実に流動化対象の不動産を獲得

していく予定であります。

　また、新規事業である企画不動産販売事業につきましては、長年、企画・販売代理事業で蓄積したユーザーデータ

及び不動産流動化事業で培ったデュー・デリジェンス等のノウハウを用いて、分譲マンション・分譲戸建住宅等の販

売業務を行っていく予定であります。

　その他、収益力ある事業の柱を当社グループ内に育成するため、異業種への資本参加等を含め積極的に検討してま

いります。

 

(4）内部管理体制の整備・運用状況

　内部管理体制の整備・運用状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の「内部統制シス

テムに関する基本的な考え方及びその整備状況」をご参照ください。

 

  (5）その他

 　 　平成19年１月16日に発覚いたしました当社元社員の証券取引法違反（インサイダー取引）の事件により、株主並び

にお取引先などの多くの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけする事態となりましたことを深くお詫び申し上げま

す。今後は、内部管理体制並びにコンプライアンス体制のさらなる強化を図り、再発防止の徹底に努め、一刻も早く

皆様からの信頼を回復すべく全役職員をあげて全力を尽くす所存であります。

　当社グループでは、今回の事件の発生を厳粛に受け止め、内部統制の構築及びコーポレート・ガバナンス体制の強

化・徹底が最重要課題であると認識しております。二度とこのような事件が発生することがないよう、グループをあ

げて万全を尽くす所存であります。

　また、本決算短信の発表に先立ち、平成19年２月９日に、「平成19年３月期通期（連結・個別）業績予想の修正に

関するお知らせ」を公表しておりますとおり、平成19年３月期の業績につきましては、当初の予想を大幅に下方修正

しておりますので、当社元社員の法令違反に係る社内処分とは別に、平成20年３月期における当社役員報酬につき、

その報酬の一部カットの社内処分を実施いたします。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日現在）
当連結会計年度

（平成19年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   1,945,363   1,511,833  

２　受取手形及び売掛金   264,107   171,435  

３　たな卸資産 ※１  2,501,556   3,104,613  

４　前払費用   63,684   34,609  

５　その他   57,069   15,166  

貸倒引当金   △3,503   △2,364  

流動資産合計   4,828,279 94.1  4,835,294 92.0

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物  105,287   110,605   

減価償却累計額  14,100 91,187  17,754 92,851  

(2）工具器具及び備品  21,622   22,179   

減価償却累計額  11,277 10,345  11,831 10,347  

(3）土地   17,607   17,607  

有形固定資産合計   119,140 2.4  120,807 2.3

２　無形固定資産   1,656 0.0  7,442 0.2

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   29,000   95,132  

(2）差入保証金   109,941   126,909  

(3）保険積立金   38,906   46,158  

(4）破産更生債権等   651,406   624,268  

(5）その他   6,564   15,590  

貸倒引当金   △656,006   △628,550  

投資その他の資産合計   179,812 3.5  279,509 5.3

固定資産合計   300,609 5.9  407,758 7.8

Ⅲ　繰延資産        

１　社債発行費   1,933   10,560  

繰延資産合計   1,933 0.0  10,560 0.2

資産合計   5,130,821 100.0  5,253,613 100.0
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前連結会計年度

（平成18年３月31日現在）
当連結会計年度

（平成19年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金   1,279   6,834  

２　短期借入金 ※1,2  2,291,200   1,480,001  

３　一年内返済予定長期
借入金

※１  86,880   215,704  

４　一年内償還予定社債   160,000   200,000  

５　未払法人税等   328,655   76,310  

６　未払金   110,284   90,118  

７　預り金   799,384   37,050  

８　賞与引当金   37,404   41,943  

９　預り保証金   －   180,125  

10　その他   26,996   27,785  

流動負債合計   3,842,084 74.9  2,355,873 44.8

Ⅱ　固定負債        

１　社債   270,000   450,000  

２　長期借入金 ※１  72,080   1,496,737  

３　繰延税金負債   367   109  

４　退職給付引当金   54,468   67,947  

５　負ののれん   －   2,223  

６　その他   200   200  

固定負債合計   397,115 7.7  2,017,217 38.4

負債合計   4,239,200 82.6  4,373,091 83.2

（少数株主持分）        

少数株主持分   3,829 0.1  － －
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前連結会計年度

（平成18年３月31日現在）
当連結会計年度

（平成19年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※３  399,160 7.8  － －

Ⅱ　資本剰余金   112,840 2.2  － －

Ⅲ　利益剰余金   411,777 8.0  － －

Ⅳ　自己株式 ※４  △35,986 △0.7  － －

資本合計   887,791 17.3  － －

負債、少数株主持分及び
資本合計

  5,130,821 100.0  － －

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   － －  399,160 7.6

２　資本剰余金   － －  112,840 2.2

３　利益剰余金   － －  403,975 7.7

４　自己株式   － －  △35,986 △0.7

株主資本合計   － －  879,989 16.8

Ⅱ　少数株主持分   － －  532 0.0

純資産合計   － －  880,522 16.8

負債純資産合計   － －  5,253,613 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,429,383 100.0  4,972,996 100.0

Ⅱ　売上原価   1,244,263 36.3  2,707,384 54.5

売上総利益   2,185,120 63.7  2,265,611 45.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,658,738 48.4  1,950,608 39.2

営業利益   526,382 15.3  315,003 6.3

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  104   1,132   

２　受取配当金  700   －   

３　負ののれんの償却額  －   117   

４　保険解約返戻金  225   747   

５　保険取扱事務手数料  559   619   

６　預り保証金精算益  300   －   

７　雑収入  508 2,397 0.1 413 3,029 0.1

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  46,270   121,044   

２　社債発行費償却  8,183   2,349   

３　投資事業組合損失  －   1,867   

４　支払手数料  15,333   76,293   

５　雑損失  3,085 72,872 2.1 3,865 205,420 4.1

経常利益   455,907 13.3  112,613 2.3

Ⅵ　特別利益        

１　貸倒引当金戻入益  －   28,276   

２　投資有価証券売却益  179,742 179,742 5.3 7,950 36,226 0.7

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産除却損 ※２ 2,586   757   

２　固定資産臨時償却費  ※３ － 2,586 0.1 29,238 29,995 0.6

税金等調整前当期
純利益

  633,063 18.5  118,843 2.4

法人税、住民税及び
事業税

 323,795   74,391   

還付法人税等  △15,182   －   

法人税等調整額  △258 308,354 9.0 △258 74,132 1.5

少数株主利益   1,073 0.1  43 0.0

当期純利益   323,635 9.4  44,668 0.9
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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４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   112,840

Ⅱ　資本剰余金期末残高   112,840

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   88,142

Ⅱ　利益剰余金増加高    

　　当期純利益  323,635 323,635

Ⅲ　利益剰余金期末残高   411,777
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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４月１日　至　平成19年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 399,160 112,840 411,777 △35,986 887,791

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △52,470  △52,470

当期純利益   44,668  44,668

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）

― ― △7,801 ― △7,801

平成19年３月31日　残高（千円） 399,160 112,840 403,975 △35,986 879,989

 少数株主持分 純資産合計

平成18年３月31日　残高（千円） 3,829 891,621

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当（注）  △52,470

当期純利益  44,668

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△3,297 △3,297

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△3,297 △11,099

平成19年３月31日　残高（千円） 532 880,522

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

１　税金等調整前当期純利益  633,063 118,843

２　減価償却費  7,008 9,490

３　負ののれんの償却額  － △117

４　その他償却費  － 15,266

５　退職給付引当金の増加額  13,146 13,479

６　賞与引当金の増加額  9,547 4,539

７　貸倒引当金の減少額  △682 △28,594

８　固定資産除却損  2,586 757

９　固定資産臨時償却費  － 29,238

10　投資有価証券売却益  △179,742 △7,950

11　投資事業組合損失  － 1,867

12　社債発行費償却  8,183 2,349

13　受取利息及び受取配当金  △804 △1,132

14　支払利息  46,270 121,044

15　売上債権の増減額（△は増加）  △5,548 135,470

16　仕入債務の増減額（△は減少）  △64,023 56,949

17　たな卸資産の増加額  △2,501,011 △618,225

18　前払費用の増減額（△は増加）  △16,704 21,923

19　預り金の増減額（△は減少）  745,067 △762,333

20　預り保証金の増加額  － 180,125

21　その他  14,642 △66,500

小計  △1,289,001 △773,507

22　利息及び配当金の受取額  799 1,106

23　利息の支払額  △56,044 △111,334

24　法人税等の支払額  △31,700 △324,559

25　法人税等の還付額  15,182 －

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,360,763 △1,208,295
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前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

１　定期預金の預入による支出  △80,412 △60,425

２　定期預金の払戻による収入  60,407 80,417

３　有形固定資産の取得による支出  △22,469 △10,690

４　無形固定資産の取得による支出  － △36,248

５　関係会社株式の取得による支出  － △1,000

６　投資有価証券の取得による支出  △25,490 △81,500

７　投資有価証券の売却による収入  259,277 21,450

８　貸付による支出  △10,000 －

９　貸付金の回収による収入  10,000 －

10　その他  △35,750 △16,083

投資活動によるキャッシュ・フロー  155,563 △104,080

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

１　短期借入れによる収入  3,940,000 4,690,000

２　短期借入金の返済による支出  △2,057,800 △5,501,199

３　長期借入れによる収入  115,000 1,672,227

４　長期借入金の返済による支出  △88,250 △118,745

５　社債の発行による収入  97,100 389,023

６　社債の償還による支出  △140,000 △180,000

７　配当金の支払額  － △52,470

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,866,050 898,837

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

 660,849 △413,538

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,234,306 1,895,156

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高  1,895,156 1,481,617
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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４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　　　１社

連結子会社の名称

㈱サプリメントサービス

(1）連結子会社の数　　　　　１社

連結子会社の名称

㈱サプリメントサービス

 (2）非連結子会社の数　　　　－社 (2）非連結子会社の数　　　　－社

２　持分法の適用に関する事

項

　非連結子会社又は関連会社がないため、

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　たな卸資産

商品及び販売用不動産

　個別法による原価法によっており

ます。

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　たな卸資産

商品及び販売用不動産

　個別法による原価法によっており

ます。

  なお、一部の販売用不動産につい

ては、固定資産の減価償却の方法と

同様の方法により、減価償却を行っ

ております。

 ②　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は、全部資

本直入法によっており、売却原価

は移動平均法により算定）によっ

ております。

②　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

――――――――――

 時価のないもの

　移動平均法による原価法によっ

ております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法によっ

ております。

　なお、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資につ

いては、組合契約に規定されてい

る決算報告書に応じて入手可能な

最近の決算書を基礎とし、持分相

当額を純額で取り込む方法によっ

ております。

 ③　デリバティブ

　時価法によっております。

③　デリバティブ

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。

　ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備は除く）につ

いては、定額法によっております。

　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。

　取得価額が10万円以上20万円未満の

少額減価償却資産については、３年間

で均等償却をしております。

(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

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ②　無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウエアにつ

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

 (3）重要な繰延資産の処理方法

社債発行費

　商法施行規則の規定する最長期間

（３年、３年以内に社債償還の期限が

到来するときは、その期限内）で均等

償却しております。

(3）重要な繰延資産の処理方法

社債発行費

　３年間で毎期均等額を償却しており

ます。当連結会計年度に発生した社債

発行費につきましては、社債の償還ま

での期間にわたり、定額法により償却

しております。 

 (4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　期末債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準

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、

当期末に在籍している従業員に係る支

給見込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

　親会社は従業員の退職給付に備える

ため、退職給付会計に関する実務指針

（会計制度委員会報告第13号）に定め

る簡便法に基づき会社規程による期末

自己都合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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしておりますので、特例

処理を採用しております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

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…借入金の利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っ

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

　リスク管理方針に従って、以下の条

件を満たす金利スワップを締結してお

ります。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

 Ⅰ　金利スワップの想定元本と長期借

入金の元本額が一致している。

 

 Ⅱ　金利スワップと長期借入金の契約

期間及び満期が一致している。

 

 Ⅲ　長期借入金の変動金利のインデッ

クスと金利スワップで受払いされる

変動金利のインデックスがTIBORで

一致している。

 

 Ⅳ　長期借入金と金利スワップの金利

改定条件が一致している。

 

 Ⅴ　金利スワップの受払条件がスワッ

プ期間を通して一定である。

 

 　従って、金利スワップの特例処理

の要件を満たしているので有効性の

評価を省略しております。

 

 (7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

(7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の処理方法

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

部分時価評価法によっております。

同左

 ６　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 ―――――――――― 　負ののれんの償却については、５年間の

定額法により償却を行っております。 

７　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結会計年度中に確定した利益処分又は

損失処理に基づいております。

――――――――――
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

８　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、

要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する流動性の高い、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短期投資からなっ

ております。

同左

会計処理の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）

を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　――――――――――

　

  ――――――――――

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

　当連結会計年度から「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。

　これによる損益に与える影響はありません。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は879,989千

円であります。

　なお、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、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

 ――――――――――

 

 （繰延資産の処理方法）

　当連結会計年度より、社債発行費につきましては、「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、従来３年間もしくは３年以内

に社債償還の期限が到来するときはその期限内で毎期均等

償却しておりましたが、当連結会計年度より、社債の償還

までの期間にわたり、償却（月割償却）しております。

　これにより、当連結会計年度の経常利益、税金等調整前

当期純利益は2,276千円増加しております。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「長期前払

費用」（当連結会計年度末の残高は13千円）は金額的重要

性が乏しくなったため、投資その他の資産の「その他」に

含めて表示することにしました。

――――――――――

（連結損益計算書）

　保険取扱事務手数料は営業外収益の100分の10を超えた

ため、区分掲記することにしました。なお、前連結会計年

度は営業外収益の「雑収入」に483千円含まれております。

――――――――――
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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３月31日現在）

当連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

※１　（担保資産）

　このうち短期借入金2,000,000千円の担保として抵

当に供しているものは、次のとおりであります。

※１　（担保資産）

　このうち短期借入金900,000千円、一年内返済予定

長期借入金144,704千円及び長期借入金1,488,417千円

の担保として抵当に供しているものは、次のとおりで

あります。

たな卸資産 1,966,933千円 たな卸資産 3,064,863千円

※２　当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行（㈱東京スター銀行）とコミット型ターム

ローン契約を締結しております。

　当連結会計年度末における貸出コミットメントに係

る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

――――――――――

 

貸出コミットメントの総額 3,000,000千円

貸出実行残高 1,150,000千円

差引額 1,850,000千円

※３　当社の発行済株式総数は普通株式26,555株でありま

す。

――――――――――

※４　当社の保有する自己株式数は普通株式320株であり

ます。

――――――――――

  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当 565,704千円

賞与引当金繰入額 37,404千円

退職給付費用 17,476千円

貸倒引当金繰入額 179千円

給与手当 663,129千円

賞与引当金繰入額 41,943千円

退職給付費用 18,221千円

  

※２　固定資産除却損の内容は、建物2,503千円、工具器

具及び備品82千円であります。

※２　固定資産除却損の内容は、建物113千円、工具器具

及び備品644千円であります。

―――――――――― ※３　開発中のソフトウエアにおける機能性等の著しい低

下に伴うものであります。 
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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４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） 26,555 53,110 ― 79,665

合計 26,555 53,110 ― 79,665

自己株式     

普通株式（注） 320 640 ― 960

合計 320 640 ― 960

（注）　普通株式の発行済株式及び自己株式の増加株式数は、平成18年10月１日付の株式分割（普通株式１：３）に伴う

ものであります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 52,470 2,000 平成18年３月31日 平成18年６月30日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 26,287 利益剰余金 334 平成19年３月31日 平成19年６月29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４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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

（平成18年３月31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

（平成19年３月31日）

現金及び預金勘定 1,945,363千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △50,207千円

現金及び現金同等物 1,895,156千円

現金及び預金勘定 1,511,833千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △30,215千円

現金及び現金同等物 1,481,617千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引（借主側）

(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（借主側）

(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）

工具器具及
び備品

39,916 23,000 16,915

 
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）

工具器具及び
備品

39,814 16,335 23,478

ソフトウエア 5,000 83 4,916

合計 44,814 16,419 28,395

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 6,256千円

１年超 11,454千円

合計 17,711千円

１年以内 9,026千円

１年超 20,206千円

合計 29,233千円

(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 7,860千円

減価償却費相当額 7,127千円

支払利息相当額 709千円

支払リース料 8,948千円

減価償却費相当額 8,128千円

支払利息相当額 862千円

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・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）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

同左

・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。

 

２　オペレーティング・リース取引（借主側）

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引（借主側）

未経過リース料

１年以内 5,011千円

１年超 6,564千円

合計 11,576千円

１年以内 8,129千円

１年超 14,038千円

合計 22,168千円
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（有価証券関係）

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１　時価評価されていない有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

①　非上場株式 29,000

合計 29,000

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

259,277 179,742 ―

 

 

当連結会計年度末（平成19年３月31日現在）

１　時価評価されていない有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

①　非上場株式 47,000

②　投資事業有限責任組合 48,132

合計 95,132

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

21,450 7,950 ―
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（デリバティブ取引関係）

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(1）取引の内容取引の利用目的

　当社の利用しているデリバティブ取引は金利オプショ

ン取引（金利キャップ取引）及び金利スワップ取引であ

ります。

　当社のデリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利

市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的

で利用しております。

　また、変動金利の借入金の調達資金を固定金利の資金

調達に換えるため、金利スワップ取引を行っており、原

則として繰延ヘッジ処理によっております。但し、金利

スワップについては、特例処理を行っております。

(1）取引の内容取引の利用目的

同左

①　ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）　　　　（ヘッジ対象）

金利スワップ　　　　　　借入金の利息

 

②　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契

約毎に行っております。

 

③　ヘッジの有効性評価の方法

　リスク管理方針に従って、以下の条件を満たす金利

スワップを締結しております。

Ⅰ　金利スワップの想定元本と長期借入金の元本が

一致している。

Ⅱ　金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期

が一致している。

Ⅲ　長期借入金の変動金利のインデックスと金利ス

ワップで受払いされる変動金利のインデックス

が、TIBORで一致している。

Ⅳ　長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一

致している。

Ⅴ　金利スワップの受払条件がスワップ期間を通し

て一定である。

　従って、金利スワップの特例処理の要件を満た

しているので有効性の評価を省略しております。

 

(2）取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない

方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引に係るリスクの内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、市場金利の

変動によるリスクを有しております。

(3）取引に係るリスクの内容

同左
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ契約の新規締結の際には、代表取締役及

び管理本部長の承認を受けております。またデリバティ

ブ取引の状況については、逐次担当者より管理本部長へ

報告され、管理本部長より代表取締役に月次決算資料と

共に報告されることになっております。

(4）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ契約の新規締結の際には、代表取締役及

び経営管理本部長の承認を受けております。またデリバ

ティブ取引の状況については、逐次担当者より経営管理

本部長へ報告され、経営管理本部長より代表取締役に月

次決算資料と共に報告されることになっております。

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　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

金利関連

取引の種類 契約額等（千円）
契約額等のうち１年
超（千円）

時価（千円） 評価損益（千円）

市場取引以外の取引     

金利オプション取引     

（キャップ取引）     

買建     

コール
100,000

(294）

100,000

(294） (294） (－)

合計
100,000

(294）

100,000

(294） (294） (－)

　（注）１　時価の算定方法

金利オプション契約を締結している取引銀行から提示された価格に基づいて算定しております。

２　金利キャップ取引については、契約額の下に連結貸借対照表に計上されたキャップ料を（　）内に記載して

おります。

３　ヘッジ会計の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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当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19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

金利関連

取引の種類 契約額等（千円）
契約額等のうち１年
超（千円）

時価（千円） 評価損益（千円）

市場取引以外の取引     

金利オプション取引     

（キャップ取引）     

買建     

コール
100,000

(7）

100,000

(7） (7） （7）

合計
100,000

(7）

100,000

(7） (7） （7）

　（注）１　時価の算定方法

金利オプション契約を締結している取引銀行から提示された価格に基づいて算定しております。

２　金利キャップ取引については、契約額の下に連結貸借対照表に計上されたキャップ料を（　）内に記載して

おります。

３　ヘッジ会計の適用されているデリバティブ取引は除いております。

（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　親会社の退職給付制度は、退職一時金のみであり、企

業年金制度は採用しておりません。

１　採用している退職給付制度の概要

同左

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

退職給付債務 54,468千円

退職給付引当金 54,468千円

退職給付債務 67,947千円

退職給付引当金 67,947千円

　親会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用

しております。

　親会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用

しております。

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 17,476千円

退職給付費用 17,476千円

勤務費用 18,221千円

退職給付費用 18,221千円

　親会社は、退職給付費用の算定にあたり簡便法を採用

しております。

　親会社は、退職給付費用の算定にあたり簡便法を採用

しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　親会社は、簡便法を採用しておりますので、基礎率等

について記載しておりません。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左

 　（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産） （繰延税金資産）

ゴルフ会員権評価損 8,202千円

貸倒引当金 132,362

未払事業税 24,208

賞与引当金 15,200

退職給付引当金 22,134

未払事業所税 1,304

その他 1,730

小計 205,142

評価性引当額 △205,142

繰延税金資産合計 －

ゴルフ会員権評価損 3,501千円

貸倒引当金 127,133

未払事業税 6,978

賞与引当金 17,045

退職給付引当金 27,612

減価償却費 6,164

固定資産臨時償却費 11,881

その他 3,477

小計 203,793

評価性引当額 △203,793

繰延税金資産合計 －

（繰延税金負債） （繰延税金負債）

特別償却準備金 △367

繰延税金負債合計 △367

繰延税金負債の純額 △367

特別償却準備金 △109

繰延税金負債合計 △109

繰延税金負債の純額 △109

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

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

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

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
3.1 

評価性引当額の増加 3.1 

留保金課税 2.1 

その他 △0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
48.7 

法定実効税率 40.6％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
22.4 

評価性引当額の減少 △1.1 

住民税均等割 1.3 

その他 △0.8 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
62.4 
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
企画・販売
代理事業
（千円）

不動産流動化
事業（千円）

人材派遣事業
（千円）

インテリアプ
ランニング事
業（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 1,020,011 2,245,034 82,151 82,185 3,429,383 － 3,429,383

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 21,801 1,000 22,801 (22,801) －

計 1,020,011 2,245,034 103,953 83,185 3,452,185 (22,801) 3,429,383

営業費用 1,056,136 1,240,954 91,762 69,888 2,458,742 444,258 2,903,001

営業利益又は営業損失（△） △36,124 1,004,080 12,190 13,296 993,443 (467,060) 526,382

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
       

資産 379,376 2,677,904 9,362 1,741 3,068,385 2,062,436 5,130,821

減価償却費 3,038 2,943 32 48 6,064 943 7,008

資本的支出 18,903 1,225 － － 20,128 2,340 22,469

　（注）１　事業区分の方法

事業はサービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

なお、当連結会計年度より従来の事業区分の名称を以下のとおり、変更いたしました。

(1）「マンション企画・販売代理事業」を「企画・販売代理事業」に名称変更いたしました。

これは、分譲マンションの企画・販売代理事業に加え、有料老人ホーム販売事業や戸建住宅販売事業へ販

売業務受託チャネルを拡大していることによるものであります。

(2）「住宅設備備品販売事業」を「インテリアプランニング事業」に名称変更いたしました。

これは、分譲マンション購入者が求めてる間取りの設計変更及びフリープランの対応から、インテリア雑

貨及び造作家具などのインテリアコーディネート及びカラーコーディネート並びに販売等に事業を拡大し

ていることによるものであります。

２　各事業区分に属する主要な内容

(1）企画・販売代理事業…主に分譲マンションの企画・販売代理

(2）不動産流動化事業…主に不動産投資事業、アセットマネジメント事業及び不動産流動化に関するコンサル

ティング事業等

(3）人材派遣事業…主に労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業等

(4）インテリアプランニング事業…主に分譲マンション購入者を対象としたインテリア全般の販売

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は、467,078千円であり、その主なものは親会

社の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は、2,089,624千円であり、その主なものは親会社での余資

運用資産、長期投資資金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４月１日　至　平成19年３月31日）

 
企画・販売
代理事業
（千円）

不動産流動
化事業
（千円）

企画不動産
販売事業
（千円)

人材派遣
事業

（千円）

インテリア
プランニン
グ事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益         

売上高         

(1）外部顧客に対する

売上高
738,258 4,108,361 28,942 54,928 42,506 4,972,996 － 4,972,996

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － 33,475 5,000 38,475 (38,475) －

計 738,258 4,108,361 28,942 88,404 47,506 5,011,472 (38,475) 4,972,996

営業費用 1,193,998 2,783,378 22,888 87,075 67,332 4,154,672 503,321 4,657,993

営業利益又は

営業損失（△）
△455,739 1,324,983 6,053 1,329 △19,826 856,799 (541,796) 315,003

Ⅱ　資産、減価償却費

及び資本的支出
        

資産 308,148 3,203,876 1,754 4,275 3,745 3,521,800 1,731,813 5,253,613

減価償却費 5,235 1,733 89 42 － 7,101 2,388 9,490

資本的支出 8,141 566 141 － 29,238 38,087 8,850 46,938

　（注）１　事業区分の方法

事業はサービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

 　　　　　 なお、当連結会計年度より新規事業として「企画不動産販売事業」を追加しております。

２　各事業区分に属する主要な内容

(1）企画・販売代理事業…主に分譲マンションの企画・販売代理

(2）不動産流動化事業…主に不動産投資事業、アセットマネジメント事業及び不動産流動化に関するコンサル

ティング事業等

(3）企画不動産販売事業…主に分譲マンション及び分譲戸建住宅等の販売

(4）人材派遣事業…主に労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業等

(5）インテリアプランニング事業…主に分譲マンション購入者を対象としたインテリア全般の販売

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は、541,796千円であり、その主なものは親会

社の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は、1,735,542千円であり、その主なものは親会社での余資

運用資産、長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。
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 (会計処理の変更)

　従来、営業費用のうち当社の各事業所の事務所関連費用については、人員比に基づき各セグメントに配賦しておりまし

たが、当連結会計年度より、事務所関連費用のうち賃借料、維持管理費並びに水道光熱費については、使用面積比に基づ

き各セグメントに配賦する方法に変更しております。また、上記の営業費用の配賦方法の変更に伴い、人員比に基づき配

賦していた事務所賃借に対応する保証金及び全社資産に配賦していた事務所賃借にかかる前払費用も同様の配賦方法に変

更しております。この変更は、企画・販売代理事業の人員の増加並びに不動産流動化事業の業容拡大に伴い、各セグメン

トの資産及び費用負担関係を明確にし、各セグメントの営業損益及び資産状況をより適正に表示させることを目的として

行ったものであります。

　なお、前連結会計年度について、当連結会計年度において用いた配賦方法により組み替えると以下のとおりであります。

 

 前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
企画・販売
代理事業
（千円）

不動産流動化
事業（千円）

人材派遣事業
（千円）

インテリアプ
ランニング事
業（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 1,020,011 2,245,034 82,151 82,185 3,429,383 － 3,429,383

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 21,801 1,000 22,801 (22,801) －

計 1,020,011 2,245,034 103,953 83,185 3,452,185 (22,801) 3,429,383

営業費用 999,760 1,245,220 91,762 69,888 2,406,633 496,368 2,903,001

営業利益 20,251 999,814 12,190 13,296 1,045,552 (519,170) 526,382

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
       

資産 339,310 2,705,914 9,362 1,741 3,056,329 2,074,492 5,130,821

減価償却費 3,038 2,943 32 48 6,064 943 7,008

資本的支出 18,903 1,225 － － 20,128 2,340 22,469

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び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４月１日　至　平成19年３月31日）

　当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び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４月１日　至　平成18年３月31日）

　当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。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　当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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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

 

  （企業結合等関係）

 　　　 該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 33,839円98銭

１株当たり当期純利益 12,336円01銭

１株当たり純資産額 11,180円86銭

１株当たり当期純利益 567円54銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　当社は、平成18年２月20日付で１株を５株とする株式分

割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の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であります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　当社は、平成18年10月１日付で１株を３株とする株式分

割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の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であります。

１株当たり純資産額 21,806円13銭

１株当たり当期純損失 14,779円15銭

１株当たり純資産額 11,279円99銭

１株当たり当期純利益 4,112円00銭

 　（注） 算定上の基礎

　　　　　１　１株当たり純資産額

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 純資産の部の合計額（千円） ― 880,522

 普通株式に係る純資産額（千円） ― 879,989

 差額の内訳

 少数株主持分
― 532

普通株式の発行済株式数（株） ― 79,665

 普通株式の自己株式数（株） ― 960

 １株当たり純資産額の算定に

 用いられた普通株式の数（株）
― 78,705

 　　　　２　１株当たり当期純利益

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

連結損益計算書上の当期純利益

（千円）
323,635 44,668

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（千円） 323,635 44,668

普通株式の期中平均株式数（株） 26,235 78,705
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（重要な後発事象）

 

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ―――――――――― 　当社は平成19年４月25日付で1,271百万円の資金借入を

行っております。当該資金借入の概要は以下のとおりであ

ります。

 １　資金使途　　　販売用不動産の購入資金

 ２　借入先の名称　ＳＭＢＣファイナンスサービス

　　　　　　　　　 株式会社

 ３　借入金利　　　長期プライムレート+1.5％

 ４　借入期限　　　平成19年12月31日返済

 ５　担保提供資産　当該借入により取得する販売用不動産

を担保として提供しております。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
第16期

（平成18年３月31日現在）
第17期

（平成19年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   1,891,103   1,488,273  

２　売掛金   248,611   163,045  

３　販売用不動産 ※３  2,501,399   3,104,090  

４　貯蔵品   156   523  

５　前渡金   52,048   653  

６　前払費用   62,470   33,119  

７　関係会社短期貸付金   15,000   －  

８　その他   5,675   14,628  

貸倒引当金   △2,958   △2,250  

流動資産合計   4,773,508 93.9  4,802,084 91.9

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物  104,376   109,694   

減価償却累計額  13,480 90,896  17,086 92,608  

(2）工具器具及び備品  21,382   21,939   

減価償却累計額  11,197 10,185  11,671 10,267  

(3）土地   17,607   17,607  

有形固定資産合計   118,689 2.3  120,483 2.3

２　無形固定資産        

(1）ソフトウエア   726   6,512  

(2）電話加入権   810   810  

無形固定資産合計   1,536 0.0  7,322 0.1

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   29,000   95,132  

(2）関係会社株式   8,000   4,789  

(3）破産更生債権等   651,406   624,268  

(4）長期前払費用   13   5,557  

(5）差入保証金   109,341   126,309  

(6）保険積立金   38,906   46,158  

(7）会員権   6,350   9,832  

(8）その他   1   1  

貸倒引当金   △656,006   △628,550  

投資その他の資産合計   187,012 3.7  283,498 5.5

固定資産合計   307,238 6.0  411,304 7.9

Ⅲ　繰延資産        

１　社債発行費   1,933   10,560  

繰延資産合計   1,933 0.1  10,560 0.2

資産合計   5,082,680 100.0  5,223,949 100.0
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第16期

（平成18年３月31日現在）
第17期

（平成19年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　短期借入金 ※3,4  2,291,200   1,480,001  

２　一年内返済予定長期
借入金

※３  83,760   212,324  

３　一年内償還予定社債   160,000   200,000  

４　未払金   98,343   87,463  

５　未払費用   3,796   10,267  

６　未払法人税等   326,165   69,659  

７　未払消費税等   18,400   －  

８　前受金   1,517   17,177  

９　預り金   798,105   37,050  

10　賞与引当金   35,055   41,043  

11  預り保証金   －   180,125  

12　その他   262   －  

流動負債合計   3,816,606 75.1  2,335,112 44.7

Ⅱ　固定負債        

１　社債   270,000   450,000  

２　長期借入金 ※３  60,640   1,488,417  

３　繰延税金負債   367   109  

４　退職給付引当金   54,468   67,947  

５　その他   200   200  

固定負債合計   385,675 7.6  2,006,674 38.4

負債合計   4,202,282 82.7  4,341,786 83.1

株式会社セイクレスト(8900) 平成 19 年 3 月期　決算短信（連結）

－ 35 －



  
第16期

（平成18年３月31日現在）
第17期

（平成19年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※１  399,160 7.9  － －

Ⅱ　資本剰余金        

１　資本準備金   112,840   －  

資本剰余金合計   112,840 2.2  － －

Ⅲ　利益剰余金        

１　利益準備金   8,000   － －

２　任意積立金        

(1）特別償却準備金  914   －   

(2）別途積立金  50,000 50,914  － －  

３　当期未処分利益   345,469   －  

利益剰余金合計   404,383 7.9  － －

IV　自己株式 ※２  △35,986 △0.7  － －

資本合計   880,397 17.3  － －

負債資本合計   5,082,680 100.0  － －

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   － －  399,160 7.6

２　資本剰余金        

(1）資本準備金  －   112,840   

資本剰余金合計   － －  112,840 2.2

３　利益剰余金        

(1）利益準備金  －   8,000   

(2）その他利益剰余金        

特別償却準備金  －   159   

別途積立金  －   50,000   

繰越利益剰余金  －   347,988   

利益剰余金合計   － －  406,148 7.8

４　自己株式   － －  △35,986 △0.7

株主資本合計   － －  882,162 16.9

純資産合計   － －  882,162 16.9

負債純資産合計   － －  5,223,949 100.0
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(2）損益計算書

  
第16期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

１　受取手数料  971,746   677,773   

２　商品売上高  2,498   152   

３　不動産流動化事業収入 ※１ 2,245,034   4,084,551   

４　不動産販売高  － 3,219,279 100.0 28,942 4,791,420 100.0

Ⅱ　売上原価        

１　販売手数料  16,061   23,011   

２　商品売上原価  2,436   144   

３  不動産流動化事業原価  1,121,767   2,590,669   

４　不動産販売原価  － 1,140,265 35.4 22,799 2,636,623 55.0

売上総利益   2,079,014 64.6  2,154,796 45.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  1,562,064 48.5  1,863,629 38.9

営業利益   516,950 16.1  291,166 6.1

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息 ※３ 479   1,304   

２　受取配当金  700   －   

３　保険解約返戻金  －   747   

４　保険取扱事務手数料  559   619   

５　預り保証金精算益  300   －   

６　雑収入  733 2,771 0.1 349 3,021 0.1

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  43,694   116,065   

２　社債利息  2,553   4,860   

３　投資事業組合損失  －   1,867   

４　社債発行費償却  8,183   2,349   

５　支払手数料  15,333   76,293   

６　雑損失  3,085 72,849 2.3 3,855 205,291 4.3

経常利益   446,872 13.9  88,895 1.9

Ⅵ　特別利益        

１　貸倒引当金戻入益  －   27,845   

２　投資有価証券売却益  179,742 179,742 5.6 7,950 35,795 0.7

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産除却損 ※４ 2,586   757   

２　関係会社株式評価損  － 2,586 0.1 4,210 4,968 0.1

税引前当期純利益   624,027 19.4  119,722 2.5

法人税、住民税及び
事業税

 320,144   65,746   

還付法人税等  △15,182   －   

法人税等調整額  △258 304,703 9.5 △258 65,488 1.4

当期純利益   319,324 9.9  54,234 1.1

前期繰越利益   26,144   －  

当期未処分利益   345,469   －  
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不動産流動化事業原価明細書

  
第16期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　不動産仕入高  3,557,730 98.2 3,151,139 98.7

Ⅱ　業務委託費  2,957 0.1 7,168 0.2

Ⅲ　その他  62,479 1.7 35,051 1.1

合計  3,623,167 100.0 3,193,359 100.0

期首販売用不動産  －  2,501,399  

合計  3,623,167  5,694,759  

期末販売用不動産  2,501,399  3,104,090  

不動産流動化事業原価  1,121,767  2,590,669  

　不動産販売原価明細書

  
第16期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　不動産仕入高  － － 22,799 100.0

合計  － － 22,799 100.0

期首販売用不動産  －  －  

合計  －  22,799  

期末販売用不動産  －  －  

不動産販売原価  －  22,799  
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
第16期

（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   345,469

Ⅱ　任意積立金取崩額    

１　特別償却準備金取崩額  377 377

合計   345,846

Ⅲ　利益処分額    

１　配当金  52,470 52,470

Ⅳ　次期繰越利益   293,376

    

　（注）　日付は、株主総会承認年月日であります。
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株主資本等変動計算書

第17期（自　平成18年４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

自己株式
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

特別償却
準備金

 別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

399,160 112,840 8,000 914 50,000 345,469 404,383 △35,986 880,397 880,397

事業年度中の変動額           

  特別償却準備金の取崩し 
(注)

   △377  377 ―  ― ―

  特別償却準備金の取崩し    △377  377 ―  ― ―

剰余金の配当(注)      △52,470 △52,470  △52,470 △52,470

当期純利益      54,234 54,234  54,234 54,234

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）

   △755  2,519 1,764  1,764 1,764

平成19年３月31日　残高
（千円）

399,160 112,840 8,000 159 50,000 347,988 406,148 △35,986 882,162 882,162

 （注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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重要な会計方針

項目
第16期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(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によっており

ます。

(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

　決算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

よっており、売却原価は移動平均法に

より算定）によっております。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

―――――――――― 

 時価のないもの

　移動平均法による原価法によってお

ります。

時価のないもの

　移動平均法による原価法によってお

ります。

　なお、投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資については、

組合契約に規定されている決算報告書

に応じて入手可能な最近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額で取り込む

方法によっております。

２　デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

　時価法によっております。

デリバティブ

同左

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品及び販売用不動産

　個別法による原価法によっております。

商品及び販売用不動産

　個別法による原価法によっておりま

す。

　なお、一部の販売用不動産については、

固定資産の減価償却の方法と同様の方法に

より、減価償却を行っております。

４　固定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。

　ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備は除く）について

は、定額法によっております。

　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。

　取得価額が10万円以上20万円未満の少

額減価償却資産については、３年間で均

等償却をしております。

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウエアについ

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

５　繰延資産の処理方法 社債発行費

　商法施行規則の規定する最長期間（３年、

３年以内に社債償還の期限が到来するとき

は、その期限内）で均等償却しております。

社債発行費

　３年間で毎期均等額を償却しております。

当事業年度に発生した社債発行費につきま

しては、社債の償還までの期間にわたり、

定額法により償却しております。
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項目
第16期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

６　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　期末債権の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、期

末に在籍している従業員に係る支給見込

額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、退職

給付会計に関する実務指針（会計制度委

員会報告第13号）に定める簡便法に基づ

き会社規程による期末自己都合要支給額

を計上しております。

(3）退職給付引当金

同左

７　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

８　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしておりますので、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

ヘッジ対象…借入金の利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3）ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行って

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

　リスク管理方針に従って、以下の条件

を満たす金利スワップを締結しておりま

す。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

 Ⅰ　金利スワップの想定元本と長期借入

金の元本額が一致している。

 

 Ⅱ　金利スワップと長期借入金の契約期

間及び満期が一致している。

 

 Ⅲ　長期借入金の変動金利のインデック

スと金利スワップで受払いされる変動

金利のインデックスがTIBORで一致し

ている。
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項目
第16期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 Ⅳ　長期借入金と金利スワップの金利改

定条件が一致している。

 

 Ⅴ　金利スワップの受払条件がスワップ

期間を通して一定である。

　従って、金利スワップの特例処理の

要件を満たしているので有効性の評価

を省略しております。

 

９　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は税抜方式によって

おります。

消費税等の処理方法

同左

会計処理の変更

第16期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平

成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）を適用し

ております。

　これによる損益に与える影響はありません。

――――――――――

 ――――――――――

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

　当事業年度から「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。

　これによる損益に与える影響はありません。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は882,162千

円であります。

　なお、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、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 ――――――――――

 

 （繰延資産の処理方法）

　当事業年度より、社債発行費につきましては、「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、従来３年間もしくは３年以内に社

債償還の期限が到来するときはその期限内で毎期均等償却

しておりましたが、当事業年度より、社債の償還までの期

間にわたり、償却（月割償却）しております。

　これにより、当事業年度の経常利益、税引前当期純利益

は2,276千円増加しております。

株式会社セイクレスト(8900) 平成 19 年 3 月期　決算短信（連結）

－ 43 －



表示方法の変更

第16期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表）

　前事業年度まで区分掲記しておりました「立替金」（当

事業年末の残高は2,059千円）は、金額的重要性が乏しく

なったため、流動資産の「その他」に含めて表示すること

にしました。

――――――――――

 

（損益計算書）

１　販売費及び一般管理費につきましては、前事業年度ま

で損益計算書において重要な科目を表示しておりました

が、当事業年度から損益計算書の一覧性を高め明瞭な表

示を行うため、販売費及び一般管理費として一括掲記し、

重要な科目を注記する方法に変更しております。なお、

当事業年度において販売費及び一般管理費を従来と同じ

表示方法によった場合は次のとおりであります。

（損益計算書）

１　保険解約返戻金は営業外収益の100分の10を超えたた

め、区分掲記することにしました。なお、前事業年度は

営業外収益の「雑収入」に225千円含まれております。

広告宣伝費 93,395千円

販売促進費 10,271千円

役員報酬 102,600千円

給与手当 526,266千円

派遣労務費 64,459千円

賞与 49,015千円

賞与引当金繰入額 35,055千円

法定福利費 80,819千円

福利厚生費 11,010千円

退職給付費用 17,476千円

旅費交通費 73,835千円

減価償却費 5,470千円

賃借料 100,155千円

支払手数料 160,566千円

その他 231,670千円

２　保険取扱事務手数料は営業外収益の100分の10を超え

たため、区分掲記することにしました。なお、前事業年

度は営業外収益の「雑収入」に483千円含まれておりま

す。

――――――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

第16期
（平成18年３月31日現在）

第17期
（平成19年３月31日現在）

※１　会社が発行する株式　普通株式 106,220株

発行済株式総数　　　普通株式 26,555株

――――――――――

 

※２　自己株式の保有数　　普通株式 320株 ――――――――――

※３　（担保資産）

　このうち短期借入金2,000,000千円の担保として抵

当に供しているものは、次のとおりであります。

※３　（担保資産）

　このうち短期借入金900,000千円、一年内返済予定

長期借入金144,704千円及び長期借入金1,488,417千円

の担保として抵当に供しているものは、次のとおりで

あります。

販売用不動産 1,966,933千円  販売用不動産 3,064,863千円

※４　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行（㈱東京スター銀行）とコミット型タームローン契

約を締結しております。

　当事業年度末における貸出コミットメントに係る借

入金未実行残高等は次のとおりであります。

――――――――――

貸出コミットメントの総額 3,000,000千円

貸出実行残高 1,150,000千円

差引額 1,850,000千円
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（損益計算書関係）

第16期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　不動産流動化事業収入は、不動産投資事業及びア

セットマネジメント事業等における収入であります。

※１　　　　　　　　　　同左

※２　販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであ

ります。

※２　販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであ

ります。

役員報酬 102,600千円

給料手当 526,266千円

法定福利費 80,819千円

賞与引当金繰入額 35,055千円

退職給付費用 17,476千円

広告宣伝費 93,395千円

賃借料 100,155千円

支払手数料 160,566千円

減価償却費 5,470千円

貸倒引当金繰入額 84千円

役員報酬 160,639千円

給料手当 624,549千円

法定福利費 98,222千円

賞与引当金繰入額 41,043千円

退職給付費用 18,221千円

広告宣伝費 94,580千円

賃借料 113,178千円

支払手数料 158,810千円

減価償却費 7,987千円

  

おおよその割合 おおよその割合

販売費 71.8％

一般管理費 28.2％

販売費 72.0％

一般管理費 28.0％

※３　関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

　　　　　　　 ――――――――――

　　　　

受取利息 374千円

※４　固定資産除却損の内容は、建物2,503千円、工具器

具及び備品82千円であります。

※４　固定資産除却損の内容は、建物113千円、工具器具

及び備品644千円であります。

（株主資本等変動計算書関係）

第17期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 320 640 ― 960

合計 320 640 ― 960

 （注）　自己株式の増加株式数は、平成18年10月１日付の株式分割（普通株式１：３）に伴うものであります。
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（リース取引関係）

第16期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引（借主側）

(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（借主側）

(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）

工具器具及
び備品

39,916 23,000 16,915

 
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）

工具器具及び
備品

39,814 16,335 23,478

ソフトウエア 5,000 83 4,916

合計 44,814 16,419 28,395

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 6,256千円

１年超 11,454千円

合計 17,711千円

１年以内 9,026千円

１年超 20,206千円

合計 29,233千円

(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 7,860千円

減価償却費相当額 7,127千円

支払利息相当額 709千円

支払リース料 8,948千円

減価償却費相当額 8,128千円

支払利息相当額 862千円

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・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）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

同左

・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。

 

２　オペレーティング・リース取引（借主側）

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引（借主側）

未経過リース料

１年以内 5,011千円

１年超 6,564千円

合計 11,576千円

１年以内 8,129千円

１年超 14,038千円

合計 22,168千円

（有価証券関係）

前事業年度（平成18年３月31日現在）

　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。

当事業年度（平成19年３月31日現在）

　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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（税効果会計関係）

第16期
（平成18年３月31日現在）

第17期
（平成19年３月31日現在）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産） （繰延税金資産）

ゴルフ会員権評価損否認 8,202千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 132,359

未払事業税否認 24,005

賞与引当金損金算入限度超過額 14,245

退職給付引当金超過額 22,134

未払事業所税否認 1,304

その他 1,610

小計 203,861

評価性引当額 △203,861

繰延税金資産合計 －

ゴルフ会員権評価損否認 3,501千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 127,127

未払事業税否認 6,413

賞与引当金損金算入限度超過額 16,679

退職給付引当金超過額 27,612

減価償却費損金算入限度超過額 6,164

その他 5,100

小計 192,597

評価性引当額 △192,597

繰延税金資産合計 －

（繰延税金負債） （繰延税金負債）

特別償却準備金 △367

繰延税金負債合計 △367

繰延税金負債の純額 △367

特別償却準備金 △109

繰延税金負債合計 △109

繰延税金負債の純額 △109

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

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

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

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
3.1

 

評価性引当額の増加 3.0 

留保金課税 2.2 

その他 △0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負

担税率
48.8

 

法定実効税率 40.6％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
22.2

 

評価性引当額の減少 △9.4 

住民税均等割 1.2 

その他 0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負

担税率
54.7
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（１株当たり情報）

第16期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 33,558円13銭

１株当たり当期純利益 12,171円70銭

１株当たり純資産額 11,208円47銭

１株当たり当期純利益 689円09銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　当社は、平成18年２月20日付で１株を５株とする株式分

割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報につい

ては以下のとおりであります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　当社は、平成18年10月１日付で１株を３株とする株式分

割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報につい

ては以下のとおりであります。

１株当たり純資産額 21,688円58銭

１株当たり当期純損失 12,808円01銭

１株当たり純資産額 11,186円04銭

１株当たり当期純利益 4,057円23銭

 （注）　算定上の基礎

 　　　　１　１株当たり純資産額

項目
第16期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） ― 882,162

普通株式に係る純資産額（千円） ― 882,162

 普通株式の発行済株式数（株） ― 79,665

普通株式の自己株式数（株） ― 960

　１株当たり純資産額の算定に

　用いられた普通株式の数（株）
― 78,705

 　　　　２　１株当たり当期純利益

項目
第16期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

損益計算書上の当期純利益（千円） 319,324 54,234

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（千円） 319,324 54,234

普通株式の期中平均株式数（株） 26,235 78,705
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（重要な後発事象）

 

第16期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ―――――――――― 　当社は平成19年４月25日付で1,271百万円の資金借入を

行っております。当該資金借入の概要は以下のとおりであ

ります。

 １　資金使途　　　販売用不動産の購入資金

 ２　借入先の名称　ＳＭＢＣファイナンスサービス

　　　　　　　　　 株式会社

 ３　借入金利　　　長期プライムレート+1.5％

 ４　借入期限　　　平成19年12月31日返済

 ５　担保提供資産　当該借入により取得する販売用不動産

を担保として提供しております。

６．その他
(1）役員の異動

  該当事項はありません。
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