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１．19年８月中間期の連結業績（平成18年９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月中間期 10,298 (54.0) 508 (110.5) 690 (△40.3)

18年２月中間期 6,686 (26.9) 241 (△9.6) 1,155 (305.4)

18年８月期 16,677 933 1,831

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

19年２月中間期 △9 (△101.6) ― ― ― ―

18年２月中間期 573 (314.9) 9 56 9 53

18年８月期 1,134 18 85 18 73
（注）①持分法投資損益 19年２月中間期 －百万円 18年２月中間期 －百万円 18年８月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 19年２月中間期 61,538,056株 18年２月中間期 59,974,001株 18年８月期 60,203,592株
平成18年２月１日付で１株を４株とする株式分割を実施しております。
平成18年２月中間期・平成18年８月期の期中平均株式数の計算は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。

③会計処理の方法の変更 有
④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(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月中間期 29,531 7,053 22.4 108 10

18年２月中間期 21,936 6,786 30.9 113 16

18年８月期 26,465 7,596 26.9 115 52
（注）期末発行済株式数（連結） 19年２月中間期 61,078,652株 18年２月中間期 59,974,544株 18年８月期 61,569,763株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年２月中間期 △3,290 △170 3,427 4,197

18年２月中間期 △498 1,308 △508 2,891

18年８月期 △1,563 2,336 868 4,231

(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 17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） 1社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年８月期の連結業績予想（平成18年９月１日～平成19年８月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 25,000 2,250 1,370

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　22円 35銭

※　業績予想については、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきまして様々な不

確定要素が内在しておりますので、実際の業績は予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況
　当社のグループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社23社並びに関連会社１社で構成され、資産家に対す

る資産活用を中心としたトータルコンサルティングを事業ベースとして、主要な収益事業である建設事業,不動産販売事

業,賃貸管理事業及び介護事業を展開しております。その主な事業内容及び事業の位置付けは、次のとおりです。

(1）建設事業

　建設事業は、当社が建設業法で定められた建設業者として許可を受け、戸建注文住宅、マンション、アパート並び

に介護施設等の建築請負・設計・施工・コンサルティング及びリフォーム・改修工事の請負・施工を行っております。

主な営業エリアであるさいたま市を中心とした埼玉県南部地域において、設計・施工管理、関連会社である株式会社

財産ドックのお客様への資産活用コンサルティングによる土地有効活用の提案営業及び介護施設の建築受注等をメイ

ンにしております。

(2）不動産販売事業

　不動産販売事業は、埼玉県及び東京都を中心として、戸建分譲住宅、アパート・マンション、商業ビル及び土地の

販売や仲介業務を行っております。又、「金持ち大家さんになろう」をキーワードに、個人年金作りのための収益用

アパート・マンション等の販売もしております。

(3）賃貸管理事業

　賃貸管理事業は、所有不動産の賃貸、不動産仲介及び賃貸不動産の管理等を行っております。賃貸管理事業の中心

は、株式会社アパマンショップネットワークのフランチャイズ加盟企業である株式会社アップルが行っており、当社

グループで建設、購入又は販売したアパート・マンション・テナント等の総合管理、賃貸仲介及び埼玉県南部と東京

北東エリアを中心とした賃貸物件の一括借り上げ、トランクルームやコンテナ等の企画・運営を行っております。

(4）介護事業

　介護事業は、メディカル・ケア・サービス株式会社及びその子会社11社が施設運営を担当しており、認知症対応型

共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）事業を主とした介護サービス事業を埼玉県を中心に全国で展開してお

ります。介護事業の収入は、介護保険収入と利用者の自己負担金です。全国にメディカル・ケア・サービス株式会社

の子会社を設立し、地方におけるグループホームの運営を担当させ、メディカル・ケア・サービス株式会社と共に、

入居されている認知症高齢者の方々に対する介護サービス事業を行っております。子会社である「株式会社やさしい

手エムシーエス」においては、在宅の要介護者の自宅にて介護保険法上のサービスを提供する訪問介護事業を行って

おります。また前期に介護付有料老人ホームをオープンし、今後も地域密着型の総合介護事業を展開してまいります。

　介護事業の状況

平成18年８月末 平成19年２月末

グループホーム・オープン数（棟） 72 77

従業員数（名） 1,580 1,690

　本ページで述べた事項を事業系統図によって示すと次のページのとおりであります。
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注文住宅、アパート、マンション等の建築請負、リフォーム工事請負

設計、管理
㈱ウィーン建築設計事務所

㈱財産ドック

分譲住宅、マンション、土地販売

利回り物件、共同住宅の販売

情報の提供、斡旋

（注１）

（注２）
セミナーの開催

コンサルティング

グループホームの管理、運営

在宅介護、人材サービス

㈲ＳＴアドバイザー
有限責任中間法人クレスト

（注１）

（注１）

（注１）

アパート、マンション、事務所等の賃貸･仲介業

賃貸物件の一括借上げ

㈱やさしい手エム
シーエス

メディカル･ケア･
サービス
地域会社10社

メディカル･ケア･
サービス㈱

 ㈱アップル

 ㈱ハウス二十一

不
動
産
販
売
事
業

㈱ジェイ･アイ･エ
ス西新宿

㈱パートナーズ

㈲ジャパン･シィデ
ィ・リミテッド

（注１）

㈲アパート・マン
ション情報社

㈱SORA

　（注１）子会社、ただし三光建設㈱は休眠会社であり、上記系統図に含めておりません。

　（注２）関連会社
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、資産家を対象に資産の有効活用と資産を活かすコンサルティングを軸に事業展開を行っておりま

す。このコンサルティングにより発生する、建設あるいは不動産の販売を手がけています。ビジネスモデルは、資産

家の相続対策と資産の有効活用で、その一つとしては、有効活用しにくい土地にグループホーム等の介護施設を作っ

て、有効活用する方法を編み出しました。更に今後は、高齢化社会において公的年金の削減が検討されていることか

ら、「個人年金作り」のプランを作成し、収益用アパート・マンションの建設及び購入並びに販売を強化しておりま

す。

　従来より経営の基本理念は、①地球大切宣言　②古いもの大切宣言　③お年寄り大切宣言　がベースとなっており、

私たちの身の回りにある限られた資源を最大限に有効活用することを行っております。そして、「相続」・「年金」・

「介護」と誰もが一生の中で一度は直面する課題に対して、資産有効活用コンサルティングによるお客様の資産活用

ニーズのトータルソリューションを中心に、全国に展開する介護施設の運営事業を通じて地域の発展と繁栄に貢献す

ることで、社会に貢献してまいります。

　今後も、当社グループといたしましては、長年培いましたコンサルティングのノウハウを活用して、お客様のライ

フステージにより異なる「資産活用ニーズのトータルソリューションカンパニー」として、多様な商品をお客様に提

案してまいるとともに、社会における存在価値を高め、お客様そして株主・投資家の皆様のご期待に応えられるよう

全社一丸となって、企業価値と社会貢献の極大化を図ってまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を最重要経営課題の一つとして認識しており、安定的な配当を実施してまいりまし

た。今後も、事業の拡大と利益の安定的成長に努め、企業体質の強化と、今後の事業展開に備えるために、内部留保

を充実させる事を勘案しながら、安定的な配当を行う方針であります。なお、配当時期につきましては期中において

は実施せず、期末に統合して行うことにしております。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式の流動性向上並びに株主数の増加を資本施策上の重要課題と認識しております。しかし、投資単位の

引下げにつきましては、今後の株主構成の変化や株式の流通状況、また引下げに伴う費用並びに効果等を考え合わせ、

なお慎重に検討してまいりたいと考えております。

 

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、安定的な収益基盤である資産有効活用の総合コンサルティング事業と成長分野である介護事業に

おいて、成長性と高い収益性確保により企業価値を向上させることで株主の皆様に利益を還元していくことを目指し

ております。また中長期的には資本効率と収益性を高めて総合的な企業価値を増大させるという観点から自己資本利

益率（ROE）を重要な経営指標と定めていく方針であります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは「相続」「年金」「介護」と誰もが一生の中で一度は直面する課題に対して、「資産活用ニーズの

トータルソリューションカンパニー」としてお客様のニーズに応えながら企業価値と社会貢献双方の極大化を目指し

ます。

　弊社は過去18年にわたり、「資産有効活用の総合コンサルティング」を展開し、他の建設・不動産業界の企業とは

一線を画した事業により着実な成長を続けてまいりました。またコンサルティング活動の一環として、不動産（賃貸

物件）収入による「個人年金づくり」に関する提案を積極的に行っております。これは、政府の年金改革に伴う個人

の年金に対する関心の高まりから、将来的な不安を解消する為に、当社が提案するアパートやワンルームマンション

を中心とした収益物件で個人年金作りを行う提案であります。また、当社としてはお客様に販売するだけでなく、収

益物件の管理を子会社の株式会社アップルで運営管理することで、従来からの顧客である資産家の方々だけでなく、

一般のサラリーマン層にも販売を行い、顧客ベースを拡大してまいります。

　さらに少子高齢化が進む社会において、「有効活用できにくい土地の有効活用」として、認知症高齢者が共同で生

活するグループホームの建設を積極的に全国で展開しております。また現在438万人とも言われる人たちが介護を必要

としており、内要介護の認定者は333万人となっております（出所：平成19年版　厚生労働白書）。このような中で、

当社グループは認知症高齢者の介護施設の「グループホーム」の建設及び運営管理を積極的に進めていくだけでなく、

特定有料老人ホーム事業等、他の介護サービスにも進出し、「高齢者サービスのトータルソリューションカンパニー」

へ展開を図っていく所存であります。
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(6）会社の対処すべき課題

①　人材の育成と確保

　当社グループの最大の課題は、人材の育成と増強です。これは、主要事業であります資産有効活用を拡大してい

くためのコンサルタントの育成及び全国展開しております介護事業において介護に携わる介護職員を増強すること

が最重要課題となっております。グループ各社は、新卒や即戦力となる中途社員の積極的な採用を推進しておりま

すが、メディカル・ケア・サービス株式会社においては優秀なヘルパーの確保を更に強化するために、平成18年12

月に人材の紹介を担う株式会社ＳＯＲＡを設立し人材の増強を図っております。

②　原価率の低減並びにオペレーションの効率化

　当社グループの建設事業並びに不動産販売事業における売上高総利益率は過去20％近い実績で推移してまいりま

した。しかしながら、最近の原油価格の高騰及び中国景気の拡大により、鉄鋼・合板を中心に建設資材の価格が上

昇しております。また、不動産販売事業における分譲住宅販売では、競合他社の低価格による販売により今後当社

に大きな影響が出る場合があります。これらに対処するため、全社的な横断組織で、土地仕入れから施工方法まで

含めた全体的なプロセスの見直しを行い、原価率の低減並びにオペレーションの効率化に向けた施策を実施してま

いります。 

(7）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

(8）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当中間連結会計期間（平成18年９月～平成19年２月）における日本経済は、堅調な企業収益を背景に、設備投資の

増加や雇用環境の改善も進み、また首都圏を中心とした大都市圏の優良不動産投資も活発化するなど、景気は緩やか

な回復基調で推移いたしました。住宅市場におきましては、地価下落率の縮小が顕著となり一部大都市圏では上昇に

転じたほか、低金利の継続などにより、中高年を含む質の高い商品を求める一次取得者の住宅購入意欲は依然旺盛で

す。国土交通省が発表した2007年１月１日時点の地価公示価格は、全国平均で前年に比べ0.4％上昇し、1991年以来16

年ぶりにプラスに転じております。このように外部環境が推移する状況で、当社グループは従来からの建設・不動産

販売・賃貸管理・介護の４事業で、個人資産の有効活用のプランニング及びそのコンサルティング業務全般を中心と

したビジネスモデルを積極的に推進してまいりました。

　建設事業及び不動産販売事業では、資産家を対象に相続対策と資産の有効活用コンサルティングをメインとして、

アパート、ワンルームマンションの受注建築及び「個人年金作り」の提案として収益用不動産の販売を積極的に行っ

てまいりました。また、株式会社アパマンショップネットワークのフランチャイズ加盟企業である株式会社アップル

は、当社で建設及び販売したアパート、ワンルームマンションを中心に賃貸管理事業を行っております。介護事業に

ついては、認知症高齢者の介護施設「グループホーム」の施設運営事業をメディカル・ケア・サービス株式会社が行っ

ており、当中間連結会計期間末においてオープンしているグループホームは77棟あり、入居率につきましては全体で

95％となっております。

　以上の結果、当中間連結会計期間における当社グループの連結業績は、売上高は前期比54.0％増の10,298百万円と

なりましたが、前年同期に計上した投資有価証券売却益888百万円に対し当中間連結会計期間中は投資有価証券の売却

を見送ったことから経常利益は前期比40.3％減の690百万円となりました。又、当期中間純利益については、一部仕入

済販売用不動産について評価減を余儀なくされたことから前期比101.6％減の△９百万円となりました。

　なお、事業部門別概況については次のとおりです。 

ａ　建設事業

　建設事業についは、従来より行っております土地有効活用における資産家の方々への提案の結果として、賃貸住

宅を中心とした建設工事売上があります。当中間連結会計期間においては、分譲住宅及び介護施設の受注が貢献し

た結果、売上高は2,117百万円（前年同期比0.3％増）、営業利益は204百万円（前年同期比1.9％増）となりました。

ｂ　不動産販売事業

　不動産販売事業については、分譲住宅の販売及び前期より行っております「個人年金作り」の収益用アパート・

マンションの販売が予定通り進んだ結果、売上高は2,565百万円（前年同期比4.7％増）、営業利益は267百万円（前

年同期比138.8％増）となりました。

ｃ　賃貸管理事業

賃貸管理事業は、前期に日本最大級の賃貸斡旋店舗ネットワークをもつ株式会社アパマンショップネットワーク

のフランチャイズ企業である株式会社アップルを子会社化しております。現在、埼玉県南部と東京北東エリアを中

心に20店舗を展開しており、賃貸物件の管理戸数も順調に推移した結果、売上高は2,623百万円（前年同期より2,457

百万円増）、営業利益は357百万円（前年同期比182.3％増）となりました。

 　　ｄ　介護事業

　介護事業については、前中間連結会計期間に比較してグループホームを新たに26棟増加し77棟としており、６ヶ

月以内に開設したグループホームを含めて入居率も95％と非常に高い水準で推移しております。一方で売上高につ

いては、3,511百万円（前年同期比49.9％増）となっておりますが、前期（平成18年４月）に開設いたしました特定

有料老人ホーム（アンサンブル大宮）の入居水準が周辺施設における一時金０円プランの導入等による影響により

今期に入り伸び悩んだことにより、利用料収入及び介護報酬が目標未達となりました。また、入居募集広告費用及

び介護スタッフの採用費用の予算超過等により、営業利益は△44百万円（前年同期は50百万円の利益）となりまし

た。

(2）財政状態

　　当中間連結会計期間のキャッシュフローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純利益が310百万

円あったものの、たな卸資産を3,225百万円と大幅に増加させたこと等により、前連結会計年度末に比べ33百万円

（0.8％）減少し、4,197百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と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）

　当中間連結会計期間における営業活動の結果減少した資金は3,290百万円（前年同期は498百万円の減少）となりま

した。これは仕入債務の増加額231百万円、利息及び配当金の受取額279百万円等の資金増加に対し、販売用不動産の

仕入増加によるたな卸資産の増加額3,225百万円、利息の支払額163百万円及び法人税等の支払608百万円等の資金減少

があったことによるものです。
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（投資活動によるキャッシュフロー）

　当中間連結会計期間における投資活動の結果減少した資金は、170百万円（前年同期は1,308百万円の増加）となり

ました。これは主に定期預金の預入112百万円や子会社株式の追加取得による支払い57百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュフロー）

　当中間連結会計期間における財務活動の結果増加した資金は、3,427百万円（前年同期は508百万円の減少）となり

ました。これは主に、短期借入金の借入による純増額3,384百万円によるものです。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年８月期 平成18年８月期 平成19年８月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率(％) 31.7 30.7 30.9 26.9 22.4

時価ベースの自己資本比率(％) 88.5 52.8 88.9 68.2 68.9

債務償還年数(年) ― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ(倍)
― ― ― ― ―

（注）１　上記指標の算出方法は下記の通りであります。

自己資本比率：純資産／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　債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業キャッシュ・フローがマイナスな為記載して

おりません。

３　各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

４　株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

(3）通期の見通し

売上高（百万円） 経常利益（百万円） 純利益（百万円）

19年８月期見通し 25,000 2,250 1,370

18年８月期実績 16,677 1,831 1,134

対前年増加率比（％） 49.9 22.9 20.8

　当中間連結会計期間における、売上高、経常利益及び当期中間純利益につきましては、前ページに記載のとおりと

なっております。売上高につきましては、当中間連結会計期間末における当期見通しの売上高に対する進捗率は

41.2％（前年同期進捗率：40.1％）となっております。

　通期の見通しに関しましては、建設事業及び不動産販売事業につきましては、従来からの資産家の方々へ提案した

トータルプランを基に土地有効活用に加え、「個人年金作り」として富裕層を中心に販売しておりましたマンション・

アパートを一般のサラリーマン層に対しても積極的に販売を強化していく計画です。更に、前期以前に取得済みの用

地での大規模開発案件の計画前倒しや大型収益物件の今期中の契約・販売へ向けた営業努力により売上・利益共当初

計画を達成できる計画であります。

　また、賃貸管理事業におきましては、株式会社アパマンショップネットワークの有力フランチャイズ企業である株

式会社アップルを完全子会社化したことにより、お客様に販売したマンション・アパートの入居管理や賃貸物件への

入居斡旋など顧客満足度を更に高めてまいります。

　最後に介護事業は、高齢者人口が飛躍的に増大する社会において、認知症高齢者の需要に応えるためにも、グルー

プホームのオープンを継続的かつ積極的に展開してまいります。

　以上により、当社グループの通期連結業績予測は、売上高25,000百万円（前期比49.9％増）、経常利益2,250百万円

（前期比22.9％増）、当期純利益1,370百万円（前期比20.8％増）となる見込みであります。
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(4）事業などのリスク

　当社グループの経営成績並びに財政状態は、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。平

成19年８月期の業績見通しに関する当社グループの事業展開上のリスクについては次の通りです。当社グループでは、

これらのリスク発生の可能性は十分認識した上で、予防並びに対処については万全の対策をしていく所存です。

 

①　分譲住宅販売事業について

　分譲住宅販売事業においては、住宅市場の動向に影響を受けやすい傾向があります。住宅市場は、景気の動向、

雇用情勢、金利の動向、地価の動向により顧客の住宅取得意欲が左右されやすく、景気の悪化、雇用の不安、金利

の上昇、地価の上昇などにより業績に影響を与える可能性があります。また用地仕入については、地価の上昇も見

受けられるため、用地仕入れが困難となり業績に影響を与える可能性があります。

 

②　資材価格の変動について

　当社は、賃貸物件の建設等、当社が元請けとなり完成工事原価の抑制に努めておりますが、原材料の価格が高騰

した際、請負代金に反映することが困難な場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

③　個人情報保護について

　当社グループが行っている事業においては、多くの顧客の個人情報を保有しており、当社グループでは、個人情

報保護方針を制定し、情報の管理と強化の徹底を図っております。しかしながら、不測の事態により、当社グルー

プが保有する顧客情報が社外へ漏れた場合には、顧客への信用低下やトラブル解決のための費用負担等により当社

グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

④　金利水準の変動について

　土地所有者が建物賃貸管理事業を行う際、建物の建築代金は一般的に銀行等からの借り入れにより調達します。

日本銀行が昨年２月に利上げ決定を行いゼロ金利政策が解除されたことにより、一部金利の上昇が見られますが、

依然低金利が継続されております。今後、更に金利上昇が急激に上昇した場合、施工準備中の物件では、採算悪化

を嫌気した土地所有者が受注キャンセルを申し出るケースや建築プランの見直しが必要となるケースが発生する懸

念があり、その際には業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤　人材の確保について

　当社グループの中心となります、資産有効活用のコンサルティングを担う人材については、長期間にわたる育成

が必要となりますが、日本全体における企業業績の改善により人材の確保が困難になってきております。また、介

護事業において、他社も含めて介護施設の急激な増加により介護スタッフの不足が出る可能性があります。特に、

当社グループの主軸であるグループホームにおいては、ケアマネージャーをおく必要性もあり、経験のある人材の

確保が困難になった場合は、介護事業の展開に影響がある可能性があります。当社グループでは、コンサルタント

の養成強化を図ると共に、介護事業においてもケアマネージャーの社内育成により対処する所存です。

 

⑥　介護事業における介護行政の影響

　平成18年４月施行の介護保険の改定では、既存の施設系サービス、居宅系サービスに加え新しい類型として「地

域密着型サービス」が創設されています。「地域密着型サービス」の大きな特徴の１つは保険者である市町村に権

限が委譲され、一定の範囲内において指定基準や介護報酬を変更できる点です。当社の中心事業であるグループホー

ムは、この「地域密着型サービス」に分類されますので、市町村の策定する整備計画、介護計画によってはグルー

プホームの新設が抑制され、当社グループの今後の事業展開及び業績に影響を与える可能性があります。

 

⑦　介護事業における安全管理・健康管理について

　当子会社のメディカル・ケア・サービス株式会社が運営するグループホームの入居者は、平均年齢が約80歳と高

齢者が多く、サービスの提供方法や施設内の安全衛生には万全を期し、細心の注意を払っております。入居者の安

全管理に対しては、入居者一人一人に関する身体的状態の把握により事故予防策を実施しておりますが、予測し得

ない転倒事故や食中毒、集団感染などの重大な事故が発生した場合には、介護事業の運営に支障が生じ業績に影響

が出る可能性があります。

－ 8 －



４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
(平成18年２月28日)

当中間連結会計期間末
(平成19年２月28日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成18年８月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)           

Ⅰ　流動資産           

  １　現金及び預金 ※２  3,312,580   4,760,313   4,640,816  

 ２　完成工事未収入金等   713,263   1,162,335   1,035,714  

 ３　販売用不動産 ※２  4,994,724   9,869,121   6,348,850  

 ４　未成工事支出金   682,770   256,276   397,729  

 ５　不動産事業支出金   260,420   48,105   196,172  

 ６　その他たな卸資産   18,461   25,145   30,148  

 ７　その他   539,586   542,773   663,665  

 貸倒引当金   △383   △4,296   △634  

流動資産合計   10,521,423 48.0  16,659,774 56.4  13,312,463 50.3

Ⅱ　固定資産           

 １　有形固定資産 ※１          

   (1) 建物及び構築物　
　　　　

※２ 609,829   1,363,250   1,381,037   

 (2) 土地 ※２ 1,110,391   2,011,870   2,011,870   

 (3) その他  35,791 1,756,012  51,663 3,426,784  48,600 3,441,508  

 ２　無形固定資産 ※３  22,043   87,022   53,503  

 ３　投資その他の資産           

  (1) 投資有価証券 ※２ 9,118,241   8,641,030   8,818,283   

 (2) その他  518,949   717,260   839,483   

貸倒引当金  △11 9,637,179  △12 9,358,279  △11 9,657,756  

固定資産合計   11,415,236 52.0  12,872,086 43.6  13,152,768 49.7

資産合計   21,936,660 100.0  29,531,861 100.0  26,465,231 100.0
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前中間連結会計期間末
(平成18年２月28日)

当中間連結会計期間末
(平成19年２月28日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成18年８月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)           

Ⅰ　流動負債           

 １　支払手形・
工事未払金等

  712,975   702,632   470,939  

 ２　短期借入金 ※２  4,314,644   7,614,592   4,230,067  

 ３　１年以内返済予定
長期借入金

※２  1,839,384   2,118,331   1,942,146  

 ４　１年以内償還予定
 社債

  108,000   3,050,000   2,060,000  

 ５　未払法人税等   527,635   291,964   506,396  

 ６　未成工事受入金   312,900   173,044   344,659  

 ７　賞与引当金   67,747   125,411   95,113  

 ８　完成工事補償引当金   1,840   2,880   1,948  

 ９　その他   386,941   1,451,913   1,439,523  

流動負債合計   8,272,069 37.7  15,530,772 52.6  11,090,794 41.9

Ⅱ　固定負債           

１　社債   2,070,000   ―   1,050,000  

２　長期借入金 ※２  2,603,096   4,452,230   4,164,616  

３　繰延税金負債   1,835,325   1,470,892   1,615,153  

４　退職給付引当金   14,577   24,181   18,151  

５　その他   90,446   1,000,690   930,316  

固定負債合計   6,613,446 30.2  6,947,995 23.5  7,778,238 29.4

負債合計   14,885,515 67.9  22,478,767 76.1  18,869,032 71.3
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前中間連結会計期間末
(平成18年２月28日)

当中間連結会計期間末
(平成19年２月28日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成18年８月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(少数株主持分)           

    少数株主持分   264,501 1.2  ― ―  ― ―

           

(資本の部)           

Ⅰ　資本金   965,185 4.4  ― ―  ― ―

Ⅱ　資本剰余金   769,646 3.5  ― ―  ― ―

Ⅲ　利益剰余金   2,587,364 11.8  ― ―  ― ―

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  2,724,387 12.4  ― ―  ― ―

Ⅴ　自己株式   △259,940 △1.2  ― ―  ― ―

資本合計   6,786,642 30.9  ― ―  ― ―

負債、少数株主持分
及び資本合計

  21,936,660 100.0  ― ―  ― ―

           

(純資産の部)           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   ― ―  965,185 3.3  965,185 3.6

２　資本剰余金   ― ―  1,175,236 4.0  1,176,553 4.5

３　利益剰余金   ― ―  2,985,576 10.1  3,148,836 11.9

４　自己株式   ― ―  △255,663 △0.9  △62,108 △0.2

　株主資本合計   ― ―  4,870,334 16.5  5,228,466 19.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

　その他有価証券評価
　差額金

  ― ―  1,732,255 5.9  1,884,291 7.1

　評価・換算差額等
　合計

  ― ―  1,732,255 5.9  1,884,291 7.1

Ⅲ　少数株主持分   ― ―  450,503 1.5  483,440 1.8

　純資産合計   ― ―  7,053,093 23.9  7,596,199 28.7

　負債純資産合計   ― ―  29,531,861 100.0  26,465,231 100.0
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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９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高           

１　完成工事高  1,726,583   1,718,715   4,012,811   

２　不動産事業売上高  2,616,938   5,069,403   7,400,338   

３　介護事業売上高  2,343,047 6,686,569 100.0 3,510,176 10,298,295 100.0 5,263,923 16,677,073 100.0

Ⅱ　売上原価           

１　完成工事原価  1,498,359   1,452,640   3,429,106   

２　不動産事業売上原価  2,211,226   3,454,383   6,079,423   

３　介護事業売上原価  1,987,969 5,697,555 85.2 3,075,232 7,982,256 77.5 4,398,563 13,907,094 83.4

売上総利益           

完成工事総利益  228,224   266,074   583,704   

不動産事業総利益  405,712   1,615,020   1,320,914   

介護事業総利益  355,077 989,014 14.8 434,944 2,316,039 22.5 865,359 2,769,978 16.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費           

１　役員報酬  66,433   97,478   139,413   

２　給与手当  204,032   556,666   537,046   

３　賞与引当金繰入額  19,811   24,756   22,797   

４　広告宣伝費  35,199   120,563   92,398   

５　完成工事補償引当金
繰入額

 566   2,880   1,948   

６　支払手数料  66,869   51,274   176,894   

７　販売手数料  8,119   47,571   48,669   

８　租税公課  46,295   87,620   121,258   

９　貸倒引当金繰入額  ―   3,662   ―   

10　連結調整勘定償却額  8,589   ―   ―   

11　のれん償却額  ―   45,649   22,734   

12　その他  291,613 747,531 11.2 769,692 1,807,815 17.6 673,365 1,836,525 11.0

営業利益   241,482 3.6  508,224 4.9  933,453 5.6

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  ※１ 16,196   126,892   117,059   

２　受取配当金  111,379   153,303   112,607   

３　受取手数料  2,405   875   4,485   

４　投資有価証券売却益  888,480   ―   888,480   

５　介護雇用創出助成金  3,864   2,289   14,807   

６　連結調整勘定償却額  15,769   ―   ―   

７　負ののれん償却額  ―   44,598   41,700   

８　その他  17,563 1,055,659 15.8 43,048 371,007 3.6 31,563 1,210,703 7.3

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  108,550   155,872   235,052   

２　投資事業組合等損失  24,199   19,595   38,102   

３　その他  8,692 141,441 2.1 13,508 188,975 1.8 39,034 312,189 1.9

経常利益   1,155,700 17.3  690,255 6.7  1,831,967 11.0
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前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益 ※２ 28,450   724   29,330   

２　和解金収益  3,337   ―   3,457   

３　持分変動益  ―   ―   186,449   

４　その他 ※３ 776 32,564 0.5 ― 724 0.0 31,220 250,457 1.5

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除売却損 ※４ 114   266   8,132   

２　減損損失 ※５ 130,445   ―   130,445   

３　販売用不動産評価損 ※６ ―   378,335   ―   

４　その他 ※７ 11,003 141,563 2.1 1,909 380,511 3.7 39,920 178,498 1.1

税金等調整前中間(当
期)純利益

  1,046,701 15.7  310,468 3.0  1,903,926 11.4

法人税、住民税及び
事業税

 522,305   282,284   699,744   

過年度法人税等  ―   115,445   ―   

法人税等調整額  △84,653 437,651 6.6 △64,395 333,334 3.2 6,645 706,389 4.2

少数株主利益　　　
又は損失(△)

  35,643 0.5  △13,530 △0.1  62,659 0.4

中間(当期)純利益又
は中間純損失(△)

  573,406 8.6  △9,335 △0.1  1,134,878 6.8
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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９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   769,135

Ⅱ　資本剰余金増加高    

自己株式処分差益  511 511

Ⅲ　資本剰余金中間期末(期末)
　　残高

  769,646

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,139,817

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１　中間(当期)純利益  573,406  

２　持分法適用会社の減少
　　に伴う剰余金増加額

 1,534  

３　連結子会社の減少に伴
　　う利益剰余金増加高

 ― 574,940

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１　配当金  112,393  

２　役員賞与  15,000 127,393

Ⅳ　利益剰余金中間期末(期末)
　　残高

  2,587,364
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中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年２月28日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年８月31日　残高（千円） 965,185 1,176,553 3,148,836 △62,108 5,228,466

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △153,924  △153,924

中間純損失(△)   △9,335  △9,335

自己株式の取得    △205,328 △205,328

自己株式の処分  △1,317  11,773 10,456

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

― △1,317 △163,260 △193,555 △358,132

平成19年２月28日　残高（千円） 965,185 1,175,236 2,985,576 △255,663 4,870,334

 

評価・換算差額等

 少数株主持分  純資産合計
　その他有価証券　

　評価差額金

平成18年８月31日　残高（千円） 1,884,291 483,440 7,596,199

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）   △153,924

中間純損失(△)   △9,335

自己株式の取得   △205,328

自己株式の処分   10,456

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

△152,035 △32,937 △184,972

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△152,035 △32,937 △543,105

平成19年２月28日　残高（千円） 1,732,255 450,503 7,053,093

（注）　平成18年11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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前連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年８月31日　残高（千円） 965,185 769,135 2,139,817 △263,865 3,610,272

連結会計年度中の変動額      

  利益処分による利益配当(注)   △112,393  △112,393

  利益処分による役員賞与(注)   △15,000  △15,000

当期純利益   1,134,878  1,134,878

自己株式の取得    △116,761 △116,761

自己株式の処分  511  4,208 4,720

株式交換  406,907  314,309 721,216

持分法適用会社の減少に
伴う増加

  1,534  1,534

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）

― 407,418 1,009,018 201,756 1,618,194

平成18年８月31日　残高（千円） 965,185 1,176,553 3,148,836 △62,108 5,228,466

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券　

評価差額金

平成17年８月31日　残高（千円） 3,183,273 225,324 7,018,869

連結会計年度中の変動額    

  利益処分による利益配当(注)   △112,393

  利益処分による役員賞与(注)   △15,000

当期純利益   1,134,878

自己株式の取得   △116,761

自己株式の処分   4,720

株式交換   721,216

持分法適用会社の減少に
伴う増加

  1,534

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△1,298,981 258,116 △1,040,865

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△1,298,981 258,116 577,329

平成18年８月31日　残高（千円） 1,884,291 483,440 7,596,199

（注）　平成17年11月の定時株主総会における利益処分項目であります。

－ 16 －



(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９月１日
至 平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28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９月１日
至 平成18年８月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動による

キャッシュ・フロー
    

１　税金等調整前中間(当期)

純利益
 1,046,701 310,468 1,903,926

２　減価償却費  25,851 44,102 60,619

３　減損損失  130,445 ― 130,445

４　連結調整勘定償却額  △7,180 ― ―

５　のれん償却額  ― 1,051 △18,965

６　固定資産売却益  △28,450 △724 △29,330

７　固定資産除売却損  114 266 8,132

８　投資有価証券売却益  △888,480 ― △888,480

９　持分変動益  ― ― △186,449

10　貸倒引当金の増加額

（△減少額）
 △776 3,662 △1,398

11　賞与引当金の増加額

（△減少額）
 △9,235 30,298 13,746

12　完成工事補償引当金の増加額  566 932 674

13　退職給付引当金の増加額  14,577 6,029 18,151

14　受取利息及び受取配当金  △127,576 △280,195 △229,666

15　支払利息  108,550 155,872 235,052

16　和解金収益  △3,337 ― △3,457

17　売上債権の増加額  △59,079 △126,620 △381,530

18　たな卸資産の増加額  △722,213 △3,225,535 △1,620,620

19　仕入債務の増加額  265,568 231,692 23,532

20　未払消費税等の増加額

　（△減少額）
 △5,293 △10,464 24,053

21　未収消費税等の減少額

　（△増加額）　
 3,215 △11,322 38,890

22　未成工事受入金の増加額

（△減少額）
 7,732 △166,364 39,491

23　その他  △19,883 238,839 △152,611

小計  △268,183 △2,798,011 △1,015,793

24　利息及び配当金の受取額  127,500 279,097 229,677

25　利息の支払額  △107,636 △163,272 △233,268

26　和解金の受取額  1,500 ― 1,500

27　法人税等の支払額  △251,699 △608,384 △545,694

営業活動による

キャッシュ・フロー
 △498,519 △3,290,570 △1,563,579
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前中間連結会計期間

(自 平成17年９月１日
至 平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28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９月１日
至 平成18年８月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

    

１　定期預金・積金の預入
による支出

 △6,660 △112,608 △17,280

２　定期預金・積金の払戻
による収入

 5,400 3,600 19,800

３　有形固定資産の取得
による支出

 △130,906 △38,848 △151,532

４　有形固定資産の売却
による収入

 ― 11,134 259,046

５　無形固定資産の取得
による支出

 △6,154 △790 △7,368

６　営業の譲受に伴う支出 ※３ ― ― △252,380

７　投資有価証券の取得
による支出

 △425,678 △47,512 △922,706

８　投資有価証券の売却
による収入

 1,962,715 7,852 1,966,775

９　関係会社株式の取得による支出  ― △57,000 △12,000

10　関係会社株式の売却による収入  ― ― 60,000

11　株式交換による子会社資金の受
入額

 ※２ ― ― 1,537,592

12　敷金保証金の戻りによる収入  ― 402 5,611

13　敷金保証金の差入による支出  △89,100 △21,652 △143,710

14　不動産担保取引による収入  114,000 584,589 384,000

15　不動産担保取引による支出  △114,000 △584,589 △384,000

16　その他  △1,484 84,852 △5,402

投資活動による
キャッシュ・フロー

 1,308,130 △170,569 2,336,442

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  4,411,896 6,726,860 11,943,153

２　短期借入金の返済による支出  △4,153,876 △3,342,335 △11,769,711

３　長期借入れによる収入  950,000 960,000 2,590,000

４　長期借入金の返済による支出  △1,210,724 △496,200 △1,587,163

５　社債の償還による支出  △398,000 △60,000 △446,000

６　少数株主に対する株式の
発行による収入

 ― ― 379,500

７　子会社設立に伴う少数
株主による払込収入

 ― 3,000 ―

８　自己株式の売却による収入  4,720 10,456 4,720

９　自己株式の取得による支出  △284 △205,328 △116,761

10　配当金の支払額  △112,393 △153,924 △112,393

11　その他  ― △15,326 △17,266

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △508,662 3,427,201 868,078
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前中間連結会計期間

(自 平成17年９月１日
至 平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28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９月１日
至 平成18年８月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅳ　現金及び現金同等物の

増加額(△減少額)
 300,948 △33,939 1,640,941

Ⅴ　現金及び現金同等物の

期首残高
 2,590,449 4,231,390 2,590,449

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期

末(期末)残高
※１ 2,891,397 4,197,451 4,231,390
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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９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

１　連結の範囲

に関する事

項

(1) 連結子会社の数 14社

連結子会社の名称

メディカル・ケア・サービス㈱

メディカル・ケア・サービス北海道㈱

メディカル・ケア・サービス日崎㈱

メディカル・ケア・サービス東北㈱

メディカル・ケア・サービス新潟㈱

メディカル・ケア・サービス南埼玉㈱

メディカル・ケア・サービス東海㈱

メディカル・ケア・サービス関西㈱

㈱エム・シー・エス四国

メディカル・ケア・サービス福岡㈱

メディカル・ケア・サービス九州㈱

㈱やさしい手エムシーエス

㈲ＳＴアドバイザー

有限責任中間法人クレスト

　メディカル・ケア・サービ

ス宇佐美㈱は、平成17年12月

をもってメディカル・ケア・

サービス東海㈱に社名を変更

しております。

(1) 連結子会社の数 　17社

連結子会社の名称

メディカル・ケア・サービス㈱

メディカル・ケア・サービス北海道㈱

メディカル・ケア・サービス日崎㈱

メディカル・ケア・サービス東北㈱

メディカル・ケア・サービス新潟㈱

メディカル・ケア・サービス南埼玉㈱

メディカル・ケア・サービス東海㈱

メディカル・ケア・サービス関西㈱

㈱エム・シー・エス四国

メディカル・ケア・サービス福岡㈱

メディカル・ケア・サービス九州㈱

㈱やさしい手エムシーエス

㈲ＳＴアドバイザー

有限責任中間法人クレスト

 ㈱アップル

 ㈱ハウス二十一

 ㈱ＳＯＲＡ

　㈱ＳＯＲＡは、新規設立に

より、当中間連結会計期間か

ら連結の範囲に含めておりま

す。

(1）連結子会社の数 　16社

連結子会社の名称

メディカル・ケア・サービス㈱ 

メディカル・ケア・サービス北海道㈱

メディカル・ケア・サービス日崎㈱

メディカル・ケア・サービス東北㈱

メディカル・ケア・サービス新潟㈱

メディカル・ケア・サービス南埼玉㈱

メディカル・ケア・サービス東海㈱

メディカル・ケア・サービス関西㈱

㈱エム・シー・エス四国

メディカル・ケア・サービス福岡㈱

メディカル・ケア・サービス九州㈱

㈱やさしい手エムシーエス

㈲ＳＴアドバイザー

有限責任中間法人クレスト

 ㈱アップル

 ㈱ハウス二十一

 ㈱アップル及び㈱ハウス二十

一は、㈱アップルと当社との

株式交換により平成18年７月

１日より子会社となり、連結

の範囲に含めております。

　メディカル・ケア・サービ

ス宇佐美㈱は、平成17年12月

をもってメディカル・ケア・

サービス東海㈱に社名を変更

しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称

等

㈱ウィーン建築設計事務所

　非連結子会社はいずれも小

規模会社であり、総資産、売

上高、中間純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等はいずれも中間連

結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないため連結の範囲

から除外しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称

等

㈱ウィーン建築設計事務所

㈱ジェイ・アイ・エス西新宿

㈲パートナーズ

㈲アパート・マンション情報

社

㈲ジャパン・シィディ・リミ

テッド

　主要な非連結子会社５社は

いずれも小規模会社であり、

総資産、売上高、中間純損益

(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等はい

ずれも中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないた

め連結の範囲から除外してお

ります。

(2) 主要な非連結子会社の名称

等

㈱ウィーン建築設計事務所

㈱ジェイ・アイ・エス西新宿

㈲パートナーズ

㈲アパート・マンション情報

社

㈲ジャパン・シィディ・リミ

テッド

㈱ウィーン建築設計事務所を

除く４社は、㈱アップルと当

社との株式交換により、㈱

アップルと共に子会社となっ

ております。 

　主要な非連結子会社５社は

いずれも小規模会社であり、

総資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等はい

ずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないため連

結の範囲から除外しておりま

す。
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

２　持分法の適

用に関する

事項

　持分法を適用していない主要

な非連結子会社は㈱ウィーン建

築設計事務所であります。また、

持分法を適用していない主要な

関連会社は、㈱財産ドックとエ

ム・シー・エス武蔵野㈱であり

ます。

　㈱ウィーン建築設計事務所及

び㈱財産ドックは、それぞれ中

間連結純損益及び連結利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性がな

いため、持分法の適用の範囲か

ら除外しております。また、エ

ム・シー・エス武蔵野㈱につい

ては、議決権の50％を自己の計

算において所有しているものの、

取引状況などの実態から同社に

おける財務及び事業の方針の決

定に重要な影響を与えることが

できないと判断されるため、持

分法の適用の範囲から除外して

おります。

(1)持分法を適用した非連結子会

社又は関連会社はありません。

(2)持分法を適用していない主要

な非連結子会社は㈱ウィーン建

築設計事務所、㈱ジェイ・ア

イ・エス西新宿、㈲パートナー

ズ、㈲アパート・マンション情

報社、及び㈲ジャパン・シィ

ディ・リミテッドの５社であり

ます。また、持分法を適用して

いない主要な関連会社は、㈱財

産ドックであります。これらの

会社は、それぞれ中間純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため持分法の適

用の範囲から除外しております。

(1)持分法を適用した非連結子会

社又は関連会社はありません。

　エム・シー・エス武蔵野㈱は、

所有株式の全てを売却し関連会

社ではなくなったため、当連結

会計年度より持分法の適用範囲

から除外しております。　　

(2)持分法を適用していない主要

な非連結子会社は㈱ウィーン建

築設計事務所、㈱ジェイ・ア

イ・エス西新宿、㈲パートナー

ズ、㈲アパート・マンション情

報社、及び㈲ジャパン・シィ

ディ・リミテッドの５社であり

ます。また、持分法を適用して

いない主要な関連会社は、㈱財

産ドックであります。これらの

会社は、それぞれ当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため持分法の適

用の範囲から除外しております。

３　連結子会社

の中間決算

日（事業年

度）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。

同左 　連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しており

ます。

４　会計処理基

準に関する

事項

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法

①有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法

(定額法)

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法

①有価証券

満期保有目的の債券

同左

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法

①有価証券

満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法(評

価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定)

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定)

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定)
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

時価のないもの

　移動平均法による原価

法

(投資事業有限責任組合お

よ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、組合契約に規定

される決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決算

報告書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む

方法によっておりま

す。)

時価のないもの

　移動平均法による原価

法

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価

法

同左

②たな卸資産

販売用不動産・未成工事

支出金・不動産事業支出

金

個別法に基づく原価法

②たな卸資産

販売用不動産・未成工事

支出金・不動産事業支出

金

同左

②たな卸資産

販売用不動産・未成工事

支出金・不動産事業支出

金

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

ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）

については定額法

　なお、主な耐用年数は

以下のとおりであります。

　建物　３ ～ 47年

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法

①有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）

については定額法

　なお、主な耐用年数は

以下のとおりであります。

　建物　３ ～50年

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法

①有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）

については定額法

　なお、主な耐用年数は

以下のとおりであります。

　建物　３ ～ 50年

②無形固定資産

　ソフトウェア（自社利

用）については、社内にお

ける見込利用可能期間(５

年)に基づく定額法

②無形固定資産

同左

②無形固定資産

同左

(3) 重要な繰延資産の処理方法

 ―――――――

(3) 重要な繰延資産の処理方法

 ―――――――

(3) 重要な繰延資産の処理方法

 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

　債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついて貸倒実績率により、

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

　債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついて貸倒実績率により、

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。

(4) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついて貸倒実績率により、

計上しております。

②賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備

えるため支給見込額に基づ

き計上しております。

②賞与引当金

同左

②賞与引当金

同左
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

③完成工事補償引当金

　完成工事に係る補修支出

に備えるため、将来の見積

補償額に基づき計上してお

ります。

③完成工事補償引当金

同左

③完成工事補償引当金

同左

④退職給付引当金

　連結子会社の内１社は、

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。

④退職給付引当金

同左

④退職給付引当金

　連結子会社のうち１社は、

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

み額に基づき計上しており

ます。

（追加情報）

　退職給付債務等の算定に

ついては、従来簡便法を採

用しておりましたが、連結

子会社のうち１社は、従業

員の増加の為、当中間連結

会計期間から原則法を採用

しております。この結果、

従来の方法によった場合と

比べ介護事業売上原価が

2,669千円増加するとともに、

介護事業総利益が同額減少

し、販売費及び一般管理費

が904千円増加し、営業利益、

経常利益はそれぞれ3,574千

円減少しております。

　又、当連結会計年度の期

首における退職給付債務の

簡便法と原則法の差額

11,003千円を特別損失に計

上し、税金等調整前中間純

利益が14,577千円減少して

おります。

　なお、セグメント情報に

与える影響は、（セグメン

ト情報）「事業の種類別セ

グメント情報」の「(注)５

　退職給付引当金」に記載

しております。

――――――― （追加情報）

 連結子会社のうち１社にお

いて退職給付債務等の算定

については、従来簡便法を

採用しており支給要件を満

たすものがおりませんでし

たが、従業員の増加のため

当連結会計年度から原則法

を採用しております。この

結果、従来の方法によった

場合と比べ、売上原価が

5,340千円増加するとともに、

売上総利益が同額減少し、

販売費及び一般管理費が

1,808千円増加し、営業利益、

経常利益はそれぞれ7,148千

円減少しております。

　又、当連結会計年度の期

首において退職給付債務の

簡便法と原則法の差額

11,003千円を特別損失に計

上し、税金等調整前当期純

利益が18,151千円減少して

おります。

　なお、セグメント情報に

与える影響は、（セグメン

ト情報）「事業の種類別セ

グメント情報」の「(注)５

退職給付引当金」に記載し

ております。

(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

(5) 重要なリース取引の処理方

法

同左
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たし

ている金利スワップについ

ては、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

(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

（ヘッジ手段）

金利スワップ

（ヘッジ対象）

定期預金の利息

借入金の利息

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

③ヘッジ方針

　当社グループは、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

識別は個別契約ごとに行っ

ております。

③ヘッジ方針

　当社グループは、定期預

金について、より多くの預

金利息を獲得する目的で、

また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

約ごとに行っております。

③ヘッジ方針

　当社グループは、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

識別は個別契約ごとに行っ

ております。

④ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっている金

利スワップのため、有効性

の評価を省略しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7) その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　当社は税抜方式を採用し、

連結子会社は主に税込方式を

採用しております。

(7) その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(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

　中間連結キャッシュ・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預け金並

びに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 　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

し可能な預金及び預け金並びに

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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中間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

前中間連結会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）

　「固定資産の減損に係る会計基準の

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）

を当中間連結会計期間から適用してお

ります。

　これにより、不動産事業売上原価が

295千円減少するとともに不動産事業総

利益、営業利益及び経常利益が同額増

加し、特別損失が130,445千円増加し、

税金等調整前中間純利益は130,150千円

減少しております。

　減損損失累計額については、改正後

中間連結財務諸表規則に基づき各資産

の金額から直接控除しております。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、(セグメント情報)「事業の種類別

セグメント情報」の「(注)４　会計方

針の変更」に記載しております。

―――――――

 

（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）

を当連結会計年度から適用しておりま

す。

　この変更により減損損失を130,445千

円計上しております。なお、減損損失

を計上した固定資産を当連結会計年度

末までに売却したため、税金等調整前

当期純利益への影響はありません。

──────― ──────― （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7,112,758千円であります。

　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。

──────― （役員賞与に関する会計基準）

　当中間連結会計期間より「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準第

４号　平成17年11月29日）を適用して

おります。

　これにより、販売費及び一般管理費

が17,100千円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利益が同

額減少しております。

―――――――
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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２月28日)

当中間連結会計期間末
(平成19年２月28日)

前連結会計年度末
(平成18年８月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 　１　非連結子会社及び関連会社に対

するものは、次のとおりです。

 723,044千円  865,958千円  投資有価証券　

　(株式)
56,000千円

   
※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のと

おりであります。

現金及び預金 320,753千円

販売用不動産 3,488,363千円

建物及び構築物 524,297千円

土地 756,390千円

投資有価証券 5,253,829千円

計 10,343,633千円
 

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

短期借入金 2,781,644千円

長期借入金 3,731,868千円

(１年以内返済予定額を含む)

計 6,513,513千円

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のと

おりであります。

現金及び預金 313,777千円

販売用不動産 7,414,832千円

建物及び構築物 574,595千円

土地 711,372千円

投資有価証券 5,364,481千円

計 14,379,058千円
 

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

短期借入金 4,581,000千円

長期借入金 5,310,591千円

(１年以内返済予定額を含む)

計 9,891,591千円

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のと

おりであります。

現金及び預金 320,753千円

販売用不動産 4,767,651千円

建物及び構築物 586,677千円

土地 711,372千円

投資有価証券 5,507,543千円

計 11,893,997千円
 

 担保付債務は次のとおりであり

ます。

短期借入金 3,145,267千円

長期借入金 4,926,576千円

(１年以内返済予定額を含む)

計 8,071,844千円
  

※３　無形固定資産・のれんには、負

ののれん306,356千円及び営業権

294,444千円が含まれております。

 
※３　無形固定資産・のれんには、負

ののれん350,955千円及び営業権

327,777千円が含まれております。
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

※１　受取利息の内訳は、次のとおり

であります。

預金利息 196千円

不動産担保取引に

よる利息相当額
16,000千円

計 16,196千円

※１　受取利息の内訳は、次のとおり

であります。

預金利息 2,829千円

不動産担保取引に

よる利息相当額
124,063千円

計 126,892千円

※１　受取利息の内訳は、次のとおり

であります。

預金利息 1,059千円

不動産担保取引に

よる利息相当額
116,000千円

計 117,059千円

※２　固定資産売却益の内訳は、次の

とおりであります。

土地 28,450千円

※２　固定資産売却益の内訳は、次の

とおりであります。

車輌運搬具 724千円

※２　固定資産売却益の内訳は、次の

とおりであります。

建物及び構築物 644千円

土地 28,685千円

計 29,330千円

※３　特別利益のその他の内訳は、次

のとおりであります。

※３　　　 ――――――― ※３　　　 ―――――――

貸倒引当金戻入益 776千円

※４　固定資産除売却損の内訳は、次

のとおりであります。

※４　固定資産除売却損の内訳は、次

のとおりであります。

※４　固定資産除売却損の内訳は、次

のとおりであります。

車輌運搬具除却損 114千円 建物及び構築物除却損 35千円

車輌運搬具除却損 207千円

工具器具備品除却損 11千円

車輌運搬具売却損 　12千円

計 266千円

建物売却損 2,405千円

土地売却損 5,612千円

車輌運搬具除却損 　114千円

計 8,132千円

※５　減損損失　　　 130,445千円

　当社グループは、以下の資産に

ついて減損損失を計上しました。

※５　　 　――――――― ※５　減損損失　　　 

　当社グループは、以下の資産に

ついて減損損失を計上しました。

用
途

場所 種類
減損損失
(千円)

賃
貸
用
不
動
産

埼玉県
さいたま市

北区

土地 58,008

建物 ―

賃
貸
用
不
動
産

埼玉県
さいたま市

西区

土地 12,781

建物 ―

賃
貸
用
不
動
産

埼玉県
蓮田市

土地 54,238

建物 5,417

 合計

土地 125,028

建物 5,417

計 130,445

用
途

場所 種類
減損損失
(千円)

賃
貸
用
不
動
産

埼玉県
さいたま市

北区

土地 58,008

建物 ―

賃
貸
用
不
動
産

埼玉県
さいたま市

西区

土地 12,781

建物 ―

賃
貸
用
不
動
産

埼玉県
蓮田市

土地 54,238

建物 5,417

 合計

土地 125,028

建物 5,417

計 130,445
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前中間連結会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

（経緯）

　地価の著しい下落に伴い賃貸用不動

産の帳簿価額を回収可能額まで減額し、

減損損失を計上いたしました。

（グルーピングの方法）

　賃貸用不動産について、個々の物件

を単位としております。

（回収可能価額の算定方法等）

　使用価値により測定し、将来キャッ

シュ・フローを、資産コスト2.05％で

割引いて算定しております。

 ―――――――

 

 

 

 

 

 

（経緯）

　地価の著しい下落に伴い賃貸用不動

産の帳簿価額を回収可能額まで減額し、

減損損失を計上いたしました。

（グルーピングの方法）

　賃貸用不動産について、個々の物件

を単位としております。

（回収可能価額の算定方法等）

　使用価値により測定し、将来キャッ

シュ・フローを、資産コスト2.05％で

割引いて算定しております。

※６　　　――――――― ※６　販売用不動産評価損の内訳は、

次のとおりであります。

場所 種類 (千円)

北海道
釧路市

土地 108,826

千葉県
匝瑳市

土地 269,509

計 378,335

※６　　　 ―――――――

 

 

※７　特別損失のその他の内訳は、次

のとおりであります。

退職給付費用

11,003千円

※７　特別損失のその他の内訳は、次

のとおりであります。

リース解約損

1,909千円

※７　　　 ―――――――
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年９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)
当中間連結会計期間
増加株式数(株)

当中間連結会計期間
減少株式数(株)

当中間連結会計期間
末株式数(株)

発行済株式     

普通株式 61,949,600 ― ― 61,949,600

合計 61,949,600 ― ― 61,949,600

自己株式     

普通株式（注）１・２ 379,837 563,111 72,000 870,948

合計 379,837 563,111 72,000 870,948

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加563,111株は、単元未満株式の買取による増加111株、定款の定めによ

る取締役会決議による買受563,000株であります。

 　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少72,000株は、新株予約権の権利行使によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間連結
会計期間末

残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間
増加

当中間連結
会計期間
減少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

平成14年新株予約権

（注）1
普通株式 360,000 ― 64,000 296,000 ―

平成15年新株予約権

（注）２
普通株式 172,000 ― 8,000 164,000 ―

平成16年新株予約権 普通株式 200,000 ― ― 200,000 ―

平成17年新株予約権 普通株式 200,000 ― ― 200,000 ―

連結子会社 平成18年新株予約権 普通株式 128 ― ― 128 ―

合計  ― ― ― ― ―

 （注）１．平成14年新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

 　　　２．平成15年新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

 　　　３．提出会社の新株予約権のうち、平成14年、平成15年、平成16年のものは権利行使可能なものであります。

 　　　４．提出会社の新株予約権については平成18年２月１日付け株式分割（普通株式１株につき普通株式４株）に

よる分割後の株式数に換算して記載しております。

 　　　５．提出会社の株式１単元は1,000株、連結子会社の株式１単元は１株であります。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月27日

定時株主総会
普通株式 153,924 2.5 平成18年８月31日 平成18年11月28日

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

該当事項はありません。
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前連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８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）１ 15,487,400 46,462,200 ― 61,949,600

合計 15,487,400 46,462,200 ― 61,949,600

自己株式     

普通株式（注）２・３ 501,589 1,808,467 1,930,219 379,837

合計 501,589 1,808,467 1,930,219 379,837

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加46,462,200株は、平成18年２月１日付で普通株式１株につき普通株式４

株の割合をもって株式分割を行った結果によるものです。

 　　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加1,808,467株は、株式分割による増加1,480,767株、単元未満株式の買

取による増加700株、定款の定めによる取締役会決議による買受327,000株であります。

 　　　３．普通株式の自己株式の株式数の減少1,930,219株は、新株予約権の権利行使による減少8,000株、株式会社

アップルを完全子会社とする際の株式交換契約による割当1,922,219株であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
（親会社）

平成14年新株予約権
（注）1

普通株式 392,000 ― 32,000 360,000 ―

平成15年新株予約権
（注）２

普通株式 188,000 ― 16,000 172,000 ―

平成16年新株予約権  普通株式 200,000 ― ― 200,000 ―

平成17年新株予約権
（注）３

普通株式 ― 200,000 ― 200,000 ―

連結子会社
平成18年新株予約権
（注）３

普通株式 ― 128 ― 128 ―

合計  ― ― ― ― ―

 （注）１．平成14年新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。

 　　　２．平成15年新株予約権の当連結会計年度減少は、従業員の退職による失権であります。

３．提出会社の平成17年新株予約権及び連結子会社の平成18年新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約

権の発行によるものであります。

 　　　４．提出会社の新株予約権のうち、平成14年、平成15年のものは権利行使可能なものであります。

 　　　５．提出会社の新株予約権については平成18年２月１日付け株式分割（普通株式１株につき普通株式４株）に

よる分割後の株式数に換算して記載しております。

 　　　６．提出会社の株式１単元は1,000株、連結子会社の株式１単元は１株であります。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
　配当額（円）

基準日 効力発生日

平成17年11月25日
定時株主総会

普通株式 112,393 7.5  平成17年８月31日  平成17年11月26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）

配当金の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月27日
定時株主総会

普通株式 153,924 利益剰余金 2.5 平成18年８月31日 平成18年11月28日 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

※１　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

※１　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

※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

現金及び預金勘定 3,312,580千円

流動資産その他

（預け金）
37,860千円

預入期間が

３ヶ月を超える

定期預金・積金

△459,043千円

現金及び

現金同等物
2,891,397千円

現金及び預金勘定 4,760,313千円

流動資産その他

（預け金）
9,010千円

預入期間が

３ヶ月を超える

定期預金・積金

△571,871千円

現金及び

現金同等物
4,197,451千円

現金及び預金勘定 4,640,816千円

流動資産その他

（預け金）
　　54,637

預入期間が

３ヶ月を超える

定期預金・積金

 △464,063

現金及び

現金同等物
 4,231,390

※２　　　 ――――――― ※２　　　 ――――――― ※２　株式交換により新たに連結子会

社となった会社の資産及び負債の

内訳

　　　株式交換により、新たに連結し

たことに伴う連結開始時の資産及

び負債の内訳並びに株式の取得価

額と取得による支出（純額）の金

額との関係は次のとおりでありま

す。

 株式会社アップル及び同社の子会社

 株式会社ハウス二十一

 千円

流動資産 1,783,051

固定資産 2,622,025

流動負債 △1,077,205

負ののれん △304,824

固定負債 △2,390,543

関係会社株式の評価

差額
94,713

新規連結子会社株式

の取得価額
727,216

株式交換による株式

交付額
△721,216

新規連結子会社の現

金及び現金同等物
△1,543,592

差引：子会社資金の

受入額
△1,537,592

※３　　　 ――――――― ※３　　　 ――――――― ※３　営業の譲受けにより増加した資

産及び負債の主な内訳

　　　株式会社ケア・アシストから営

業の一部を譲受けたことにより増

加した資産及び負債の主な内訳は

次のとおりであります。

のれん 333,333千円 

資産合計 333,333

負債 ―

負債合計 ―
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①　リース取引

前中間連結会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８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

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

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

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)

中間期末
残高
相当額
(千円)

工具器具
備品

84,340 25,470 58,870

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高
相当額
(千円)

工具器具
備品

155,307 59,222 96,084

 
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）

143,032 43,908 99,124

(注)取得価額相当額は当社分に関しては、

未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため支払利子込み法により算定

しております。

(注)取得価額相当額は当社分及び株式会社

アップル分に関しては、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。

(注)取得価額相当額は当社分及び株式会社

アップル分に関しては、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額等

１年内 16,749千円

１年超 42,868千円

計 59,617千円

     未経過リース料期末残高相当額

１年内 29,046千円

１年超 68,177千円

計 97,224千円

    未経過リース料期末残高相当額

１年内 27,484千円

１年超 72,799千円

計 100,284千円

(注)未経過リース料中間期末残高相当額は、

当社分に関しては未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため支払利子

込み法により算定しております。

(注)未経過リース料中間期末残高相当額は、

当社分及び株式会社アップル分に関し

ては未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

(注)未経過リース料期末残高相当額は、当

社分及び株式会社アップル分に関して

は未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定して

おります。

   

(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、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 8,018千円

減価償却費相当額 7,709千円

支払利息相当額 427千円

支払リース料 15,964千円

減価償却費相当額 15,315千円

支払利息相当額 916千円

支払リース料 18,513千円

減価償却費相当額 17,766千円

支払利息相当額 1,069千円

   

(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

(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

連結子会社については、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

(5) 利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

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

２．オペレーティングリース取引

未経過リース料

１年内 5,550千円

１年超 13,672千円

計 19,223千円

１年内 291,886千円

１年超 759,586千円

計 1,051,472千円

 

１年内 298,421千円

１年超 820,895千円

計 1,119,317千円
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成18年２月28日）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

 (単位：千円)

種類
中間連結貸借対照表

計上額
時価 差額

国債・地方債等 5,000 4,957 43

合計 5,000 4,957 43

２　その他有価証券で時価のあるもの

 (単位：千円)

種類 取得原価
中間連結貸借対照表

計上額
差額

(1) 株式 3,768,273 8,449,179 4,680,905

(2) その他 728,352 587,960 △140,391

合計 4,496,625 9,037,139 4,540,513

３　時価評価されていない有価証券

 (単位：千円)

 中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券  

非上場株式 10,102

当中間連結会計期間末（平成19年２月28日）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

 (単位：千円)

種類
中間連結貸借対照表

計上額
時価 差額

国債・地方債等 5,000 4,962 38

合計 5,000 4,962 38

２　その他有価証券で時価のあるもの

 (単位：千円)

種類 取得原価
中間連結貸借対照表

計上額
差額

(1) 株式 4,585,405 7,783,851 3,198,445

(2) その他 961,164 642,157 △319,006

合計 5,546,569 8,426,009 2,879,439

３　時価評価されていない有価証券

 (単位：千円)

 中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券  

非上場株式 154,021
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前連結会計年度末(平成18年８月31日)

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

 (単位：千円)

種類
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

国債・地方債等 5,000 4,952 48

合計 5,000 4,952 48

２　その他有価証券で時価のあるもの

 (単位：千円)

種類 取得原価
連結貸借対照表

計上額
差額

(1) 株式 4,549,893 7,949,665 3,399,771

(2) その他 961,164 721,597 △239,566

合計 5,511,057 8,671,262 3,160,204

　　３　時価評価されていない有価証券

 (単位：千円)

 連結貸借対照表計上額

その他有価証券  

非上場株式 142,021

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末(平成18年２月28日)

当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間末(平成19年２月28日)

当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。

前連結会計年度末(平成18年８月31日)

当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。
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④　ストック・オプション等

当中間連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年２月28日）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

付与対象者の区分

及び人数

当社ならびに当子会社

の取締役及び従業員

（11名）

当社ならびに当子会社

の取締役及び従業員

（14名）

当社ならびに当子会社

の取締役及び従業員

（20名）

当社ならびに当子会社

の取締役及び従業員

（20名）

ストック・オプ

ション数(注)１

普通株式

416,000株

普通株式

200,000株

普通株式

200,000株

普通株式

200,000株

付与日 平成15年５月２日 平成16年10月26日 平成17年８月31日 平成18年４月24日

権利確定条件

①権利行使時において

も当社及び当社の子会

社の取締役、監査役も

しくは従業員であるこ

と。

 同左  同左  同左

②権利行使日の前日の

大阪証券取引所におけ

る当社株式の終値が１

株あたり払込金額1.5

倍以上げあること。

 同左  同左  ―

対象勤務期間 規定はありません。 同左 同左 同左

権利行使期間

３年間　

(自 平成16年11月20日

 至 平成19年11月19日)

３年間　

(自 平成17年11月12日

 至 平成20年11月11日)

３年間　

(自 平成18年11月26日

 至 平成21年11月25日)

３年間　

(自 平成19年11月26日

 至 平成22年11月25日)

　　　　(注）１.株式数に換算して記載しております。

２.平成15年５月６日開催の取締役会決議により、平成15年７月18日をもって１株を２株とする株式分割を

行っております。これに伴い、ストックオプション数の調整を行っております。

３.平成17年11月９日開催の取締役会決議により、平成18年２月１日をもって１株を４株とする株式分割を

行っております。これに伴い、ストックオプション数の調整を行っております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

　権利確定前　（株）     

前連結会計年度末 ― 188,000 200,000 ―

付与 ― ― ― 200,000

失効 ― 16,000 ― ―

権利確定 ― 172,000 ― ―

未確定残 ― ― 200,000 200,000

　権利確定後　（株）     

前連結会計年度末 392,000 ― ― ―

権利確定 ― 172,000 ― ―

権利行使 32,000 ― ― ―

失効 ― ― ― ―

未行使残 360,000 172,000 ― ―

②　単価情報

  
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

権利行使価格 (円) 148 123 195 375

行使時平均株価 (円) 219 ― ― ―

公正な評価単価（付与日） (円) ― ― ― ―

　　　(注)１　平成15年５月６日開催の取締役会決議により、平成15年７月18日をもって１株を２株とする株式分割を行っ

ております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額の調整を行っ

ております。

　　　(注)２　平成17年11月９日開催の取締役会決議により、平成18年２月１日をもって１株を４株とする株式分割を行っ

ております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額の調整を行っ

ております。
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⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間(自　平成17年９月１日　至　平成18年２月28日)

 
建設事業
(千円)

不動産事業
(千円)

介護事業
(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 1,726,583 2,616,938 2,343,047 6,686,569 ― 6,686,569

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
384,316 ― ― 384,316 (384,316) ―

計 2,110,900 2,616,938 2,343,047 7,070,886 (384,316) 6,686,569

営業費用 1,910,008 2,378,135 2,292,504 6,580,648 (135,561) 6,445,087

営業利益 200,892 238,803 50,543 490,238 (248,755) 241,482

　（注) １　事業区分の方法

事業の種類及び性質等を考慮して区分しております。

２　各事業区分の主な内容

(1) 建設事業　　マンション・アパート・戸建住宅及び改修工事等の建築請負・設計・施工

(2) 不動産事業　住宅等の販売・仲介事業・所有不動産の賃貸事業

(3) 介護事業　　介護施設の運営

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(248,755千円)の主なものは、当社の総務部

門等管理部門に係る費用であります。

４　会計方針の変更

「会計方針の変更」に記載のとおり、「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)を当中間連結会計期間から適用しております。

　これにより、不動産事業の営業費用が295千円減少し、不動産事業の営業利益が同額増加しております。

５　退職給付引当金

「中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項」４(4)④に記載のとおり、退職給付債務等の算定について

は、従来簡便法を採用しておりましたが、連結子会社の内１社は、従業員の増加の為、当中間連結会計期間

から原則法を採用しております。この結果、従来の方法によった場合と比べ介護事業の営業費用が3,574千円

増加し、介護事業の営業利益が同額減少しております。

－ 37 －



当中間連結会計期間(自　平成18年９月１日　至　平成19年２月28日)

 
建設事業
(千円)

不動産販売
事業
(千円)

賃貸管理事
業

(千円)

介護事業
(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
1,718,715 2,565,561 2,503,842 3,510,176 10,298,295 ― 10,298,295

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
399,038 ― 119,670 1,076 519,786 (519,786) ―

計 2,117,754 2,565,561 2,623,512 3,511,253 10,818,082 (519,786) 10,298,295

営業費用 1,912,977 2,298,000 2,265,710 3,555,920 10,032,608 (242,536) 9,790,071

営業利益 204,776 267,561 357,802 △44,666 785,473 (277,249) 508,224

　（注) １　事業区分の方法

事業の種類及び性質等を考慮して区分しております。

２　各事業区分の主な内容

(1) 建設事業　　　　マンション・アパート・戸建住宅及び改修工事等の建築請負・設計・施工

(2) 不動産販売事業　土地、戸建住宅、アパート・マンション及び商業ビル等の販売

(3) 賃貸管理事業　　不動産の賃貸、管理及び仲介

(4) 介護事業　　　　介護施設の運営

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(279,732千円)の主なものは、当社の総務部

門等管理部門に係る費用であります。

４　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間から「役員

賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４号)を適用しておりま

す。この結果、従来の方法に比べて「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額が17,100千円

増加し、営業利益が同額減少しております。

５　事業区分の変更

従来、事業区分は、建設事業、不動産事業、介護事業の３区分としておりましたが、前連結会計年度に㈱

アップル及び㈱ハウス二十一を子会社したことによって、賃貸管理事業が増大したことに伴い、従来の不動

産事業を不動産販売事業と賃貸管理事業とに区分して表示することといたしました。

前中間連結会計期間のセグメント情報を当中間連結会計期間と同様の事業区分によった場合の事業の種類

別セグメント情報は次のとおりであります。

前中間連結会計期間(自　平成17年９月１日　至　平成18年２月28日)

 
建設事業
(千円)

不動産販売
事業
(千円)

賃貸管理事
業

(千円)

介護事業
(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
1,726,583 2,450,645 166,293 2,343,047 6,686,569 ― 6,686,569

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
384,316 ― ― ― 384,316 (384,316) ―

計 2,110,900 2,450,645 166,293 2,343,047 7,070,886 (384,316) 6,686,569

営業費用 1,910,008 2,338,594 39,540 2,292,504 6,580,648 (135,561) 6,445,087

営業利益 200,892 112,051 126,752 50,543 490,238 (248,755) 241,482
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前連結会計年度(自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日)

 
建設事業
(千円)

不動産販売
事業
(千円)

賃貸管理　
事業
(千円)

介護事業
(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
4,012,811 6,355,628 1,044,710 5,263,923 16,677,073 ― 16,677,073

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高
821,813 ― 21,974 9 843,797 (843,797) ―

計 4,834,624 6,355,628 1,066,685 5,263,932 17,520,870 (843,797) 16,677,073

営業費用 4,326,505 5,946,617 775,444 5,030,113 16,078,680 (335,060) 15,743,620

営業利益 508,118 409,011 291,240 233,819 1,442,190 (508,736) 933,453

Ⅱ 資産、減価償却及び

　  資本的支出資産　　　　

　　　　

989,384 7,042,842 5,088,024 3,534,507 16,654,758 9,810,473 26,465,231

減価償却費 11,531 22,361 7,951 9,257 51,101 9,517 60,619

減損損失 ― ― 130,445 ― 130,445 ― 130,445

資本的支出 9,335 12,160 9,515 471,676 502,687 6,020 508,708

　（注) １　事業区分の方法

事業の種類及び性質等を考慮して区分しております。

２　各事業区分の主な内容

(1) 建設事業　　　　マンション・アパート・戸建住宅及び改修工事等の建築請負・設計・施工

(2) 不動産販売事業　土地、戸建住宅、アパート・マンション及び商業ビル等の販売

(3) 賃貸管理事業　　不動産の賃貸、管理及び仲介

(4) 介護事業　　　　介護施設の運営

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(517,818千円)の主なものは、当社の総務部

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(10,675,971千円)の主なものは、余資運用資金(現金及び

預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

５　退職給付引当金

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４(4)④に記載のとおり、退職給付債務等の算定につい

ては従来簡便法を採用しておりましたが、連結子会社の内１社は、従業員の増加の為、当連結会計年度から

原則法を採用しております。この結果、従来の方法によった場合と比べ介護事業の営業費用が7,148千円増加

し、介護事業の営業利益が同額減少しております。

６　事業区分の変更

従来、事業区分は、建設事業、不動産事業、介護事業の３区分としておりましたが、当連結会計年度に㈱アッ

プル及び㈱ハウス二十一を子会社化したことによって、賃貸管理事業収入が増加したことに伴い、従来の不

動産事業を不動産販売事業と賃貸管理事業とに区分して表示することといたしました。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(自　平成17年９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。

当中間連結会計期間(自　平成18年９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。

前連結会計年度(自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31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

前中間連結会計期間(自　平成17年９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。

当中間連結会計期間(自　平成18年９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。

前連結会計年度(自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31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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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

１株当たり純資産額 113円16銭

１株当たり中間

　純利益金額
9円56銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
9円53銭

１株当たり純資産額 108円10銭

１株当たり中間

　純損失金額
0円15銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、中間純損失であ

るため記載しておりません。

１株当たり純資産額 115円52銭

１株当たり当期

　純利益
18円85銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
18円73銭

 

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

項目
前中間連結会計期間

(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益又は中間純損失

(△)　　　　　　　　　　（千円）
573,406 △9,335 1,134,878

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）純利益又

は中間純損失(△)　　　　（千円）
573,406 △9,335 1,134,878

普通株式の期中平均株式数（株） 59,974,001 61,538,056 60,203,592

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益
   

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加額　　　　　　（株）

　新株予約権（平成14年11月決議）

　　 同上 　（平成15年11月 〃 ）

　　 同上 　（平成16年11月 〃 ）

186,446

(95,716)

(52,369)

(38,361)

―

―

―

―

379,498

(194,667)

(106,262)

(78,569)

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及び条

件付発行可能潜在株式の概要

────── ────── 平成17年11月25日定時

株主総会決議新株予約

権（200千株）

 

　（注）２　１株当たり純資産額の算定上の基礎

 
前中間連結会計期間
(平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
　(平成19年２月28日)

前連結会計年度
(平成18年８月31日)

純資産の部の合計額（千円） ― 7,053,093 7,596,199

純資産の部の合計から

控除する金額（千円）
― 450,503 483,440

（うち少数株主持分）  （―） (450,503) (483,440)

普通株式に係る中間期末(期末)の

純資産額（千円）
― 6,602,590 7,112,758

１株当たり純資産額の算定に

用いられた中間期末(期末)の

普通株式の数（株）

― 61,078,652 61,569,763
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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９月１日

至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日)

前連結会計年度

(自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日)

１. 自己株の取得について

　当社は、平成18年３月27日開催の

取締役会において、商法第211条ノ

３第１項第２号の規定に基づき、自

己株式を取得することを決議いたし

ました。

(1)理由

　今後の経営環境の変化に対応した

機動的な資本政策を遂行するため

(2)取得する株式の種類

　　　　　　　　　当社普通株式

(3)取得する株式の総数

　　　　　　5,000,000（上限）

(4)株式の取得価額の総額

　　　　1,500,000千円（上限）

(5)自己株式買受けの日程

　平成18年３月28日から平成19年２

月28日まで

１. 有限会社ＤＡＲＩＹＡの株式取得

について

　当社の子会社であるメディカル・

ケア・サービス株式会社は平成19年

２月28日開催の取締役会において、

有限会社ＤＡＲＩＹＡの全株式を同

社の株主である佐藤万紀子氏より取

得し完全子会社化することを決議致

しました。

 ―――――――

 

 (1)株式の取得等の理由

　有限会社ＤＡＲＩＹＡは、当社

の基幹事業である認知症対応型共

同生活介護事業所（グループホー

ム）を運営しており、当社グルー

プの運営するエリアとも重複し、

管理効率も良いため、全株式を取

得し、運営することとなりました。

 

 

 (2)株式の取得等の概要

 （平成19年３月１日現在）

 

 

 (a)商号

有限会社ＤＡＲＩＹＡ

 

 

 (b)代表者

齋藤正行

 (c)所在地

札幌市手稲区星置三条９丁目

８番11号

 

 

 (d)設立年月日

平成17年10月17日

 (e)資本金

300万円

 (f)取得日

平成19年３月１日
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前中間連結会計期間

(自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日)

前連結会計年度

(自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日)

２．当社は、平成18年４月24日開催の

取締役会において、商法第280条ノ

20及び第280条ノ21並びに平成17年

11月25日開催の定時株主総会決議に

基づき、当社の取締役及び従業員に

対し以下のとおりストックオプショ

ンとして無償で新株予約権を発行す

ることを決議いたしました。

(1)新株予約権の発行日

平成18年４月24日

(2)新株予約権の発行数

50個

（新株予約権１個あたりの目的とな

る株式の数は、普通株式4,000株）

(3)新株予約権の発行価額

無償

(4)新株予約権の行使に際して

　払い込むべき金額（行使価額）

　新株予約権発行日の属する月の前

月各日（取引が成立しない日を除

く）における大阪証券取引所におけ

る当社株式普通取引の終値の平均値

に1.05を乗じた金額とし、１円未満

の端数は切り上げる。

　但し、その価格が新株予約権発行

の日の終値（取引が成立しない場合

はそれに先立つ直近日の終値）を下

回る場合は、新株予約権発行の日の

終値とする。

(5)新株予約権の行使により新株を

発行する場合におけるその新株の

発行価額中の資本組入額

　１株当たりの発行価額（新株予約

権の行使価額）に0.5を乗じた金額

（１円未満の額は１円単位に切り上

げ）

(6)新株予約権の目的となる株式の

種類及び数

当社普通株式　200,000株

(7)発行価額の総額

　１株当たりの発行価額（新株予約

権の行使価額）に200,000を乗じた

金額

(8)新株予約権の割当対象者の区分

及び数

当社の取締役及び従業員

　　　　　　　　　　　20名

２．メディカル・ケア・サービス福岡

株式会社とメディカル・ケア・サー

ビス九州株式会社の合併について

　当社の子会社であるメディカル・

ケア・サービス株式会社は平成19年

２月19日開催の取締役会及び平成19

年３月22日開催の連結子会社メディ

カル・ケア・サービス福岡株式会社

とメディカル・ケア・サービス九州

株式会社の株主総会において平成19

年５月31日を合併期日として両社を

合併することを決議致しました。

 

(1)合併の目的

　同じ九州地区において介護施設を

運営する連結子会社２社の経営を統

合することにより経営の合理化を図

る。

 

 

(2)合併の要旨

　(a)合併の効力発生日

　平成19年５月31日(予定)

　(b)合併方式

　メディカル・ケア・サービス

福岡株式会社を存続会社とする

吸収合併方式で、メディカル・

ケア・サービス九州株式会社は

解散致します。ただし、存続会

社の資本金は従来と変更なく、

1,000万円とし、商号はメディカ

ル・ケア・サービス九州株式会

社へ変更致します。

 

 

 

　(c)合併比率

　合併当事会社はいずれもメディ

カル・ケア・サービス株式会社

の100％子会社である為、合併比

率の取り決めはありません。

 

 

(3)合併当事会社の概要

①存続会社

　(a)商号

　メディカル・ケア・サービス

福岡株式会社

　(b)設立年月日

　平成15年２月３日

　(c)所在地

　福岡市東区筥松新町３番地３

　(d)代表者

　高橋英司

　(e)事業目的

　認知症対応型共同生活介護(グ

ループホーム)の運営他

　(f)資本金

　1,000万円

　(g)決算期

　８月31日

　(h)出資構成
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前中間連結会計期間

(自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日)

前連結会計年度

(自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日)

　メディカル・ケア・サービス

株式会社100％

②消滅会社

　(a)商号

　メディカル・ケア・サービス

九州株式会社

　(b)設立年月日

　平成14年８月13日

　(c)所在地

　熊本市花立６丁目16番140号

　(d)代表者

　高橋英司

　(e)事業目的

　認知症対応型共同生活介護(グ

ループホーム)の運営他

　(f)資本金

　4,000万円

　(g)決算期

　８月31日

　(h)出資構成

　メディカル・ケア・サービス

株式会社100％

(4)合併後の状況

　(a)商号

　メディカル・ケア・サービス

福岡株式会社

　(b)設立年月日

　平成15年２月３日

　(c)所在地

　福岡市東区筥松新町３番地３

　(d)代表者

　高橋英司

　(e)事業目的

　認知症対応型共同生活介護(グ

ループホーム)の運営他

　(f)資本金

　1,000万円

　(g)決算期

　８月31日

　(h)出資構成

　メディカル・ケア・サービス

株式会社100％

(5)業績に与える影響

　当合併は、当社の子会社であるメ

ディカル・ケア・サービス株式会社

100％出資の連結子会社同士の合併

である為、連結及び個別業績に与え

る影響はありません。
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前中間連結会計期間

(自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日)

前連結会計年度

(自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日)

３．株式交換契約

　当社は、平成18年５月15日開催の

取締役会において、平成18年７月１

日を期して株式交換の方法により株

式会社アップルを完全子会社とする

ことを決議し、株式交換契約を締結

いたしました。

 

 

 

 

(1)株式交換の目的

　株式会社アップルとの連携を強化

してシナジー効果を発揮させ、販売

力並びに賃貸の入居斡旋やプロパ

ティマネージメント事業に進出する

足がかりとしたい事、及び顧客満足

度を高めグループとしての企業価値

を更に増大させる事を目的としてお

ります。

 

 

 

 

(2)株式交換契約の概要

　①株式交換の方法

　会社法第796条第３項（簡易株

式交換）に基づく株式交換

 

 

 

 

 

 

②株式交換に際して交付する株式

及び割当て

　当社は、株式交換に際して、当

社株式1,922,220株を交付し、株

式交換期日前日の最終の株式会社

アップルの株主名簿に記載又は記

録された株主に対し、株式会社

アップルの株式１株につき、当社

の株式9,611.1株の割合をもって

割り当てます。

 

 

 

 

③増加すべき資本金及び準備金

　増加すべき資本金及び準備金の

金額はありません。（当社は株式

交換に当たって自己株式を割当て

ますので、株式交換による新株の

発行はありません。）

 

 

 

 

④株式交換期日

　平成18年７月１日

 

 

 

 

(3)株式交換の相手会社の概要   

名称 株式会社アップル

事業内容
不動産の売買、

賃貸、管理

設立年月日 平成２年11月30日

本店所在地

埼玉県さいたま市

大宮区大成町

二丁目273番地１

代表者
代表取締役社長

　　宮崎重則

 

－ 45 －



前中間連結会計期間

(自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日)

前連結会計年度

(自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日)

名称 株式会社アップル

（平成17年６月期）

売上高 2,503百万円

当期純利益 71百万円

（平成17年６月30日現在）

資本金 10百万円

総資産 2,793百万円
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）受注状況

　当中間連結会計期間における受注状況を示すと、次のとおりであります。

前期末受注残高
当中間会計期間受
注高

当中間会計期間販
売高

当中間会計期間受
注残高

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

建設事業

木造 948,797 499,305 739,843 708,259

鉄骨 1,007,800 699,775 791,578 915,997

リフォーム 24,000 169,493 187,293 6,200

小計 1,980,597 1,368,574 1,718,715 1,630,456

不動産販売事業 1,245,322 3,143,086 2,565,561 1,822,847

計 3,225,919 4,511,660 4,284,276 3,453,303

　（注）１　金額は販売価格によっております。

２　セグメント間の取引については相殺消去しております。

３　上記金額には消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

　当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

部門別

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

金額（千円） 前年同期比（％）

建設事業 1,718,715 99.5

不動産販売事業 2,565,561 98.0

賃貸管理事業 2,503,842 1,505.7

介護事業 3,510,176 149.8

合計 10,298,295 161.5

　（注）１　セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　販売実績総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の販売実績及び割合は次のとおりであります。

相手先

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

金額
（千円）

割合（％）
金額

（千円）
割合（％）

金額
（千円）

割合（％）

株式会社アーバンコーポレーション 751,385 11.2 ― ― ― ―

３　上記金額には消費税等は含まれておりません。
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