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１．19年８月中間期の業績（平成18年９月１日～平成19年２月28日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切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 4,447 (2.4) 346 (79.6) 494 (△53.7)

18年２月中間期 4,344 (32.0) 193 (△27.1) 1,068 (332.3)

18年８月期 10,637 637 1,497

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

19年２月中間期 134 (△72.7) 2 18

18年２月中間期 491 (257.9) 8 20

18年８月期 757  12 59
（注）①期中平均株式数 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。

②会計処理の方法の変更 有
③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切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 23,579 6,641 28.2 108 74

18年２月中間期 20,303 6,983 34.4 116 45

18年８月期 20,833 6,995 33.6 113 63
（注）①期末発行済株式数 19年２月中間期 61,949,600株 18年２月中間期 61,949,600株 18年８月期 61,949,600株

②期末自己株式数 19年２月中間期 870,948株 18年２月中間期 1,975,056株 18年８月期 379,837株

２．19年８月期の業績予想（平成18年９月１日～平成19年８月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 12,000 1,300 750

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　12円23銭

３．配当状況  

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年８月期 ― 2.50 　2.50

19年８月期（実績） ― ―
　2.50

19年８月期（予想） ― 2.50

※　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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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末
(平成18年２月28日)

当中間会計期間末
(平成19年２月28日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年８月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)           

Ⅰ　流動資産           

 １　現金及び預金 ※２ 1,554,017   1,626,056   1,663,686   

 ２　完成工事未収入金等  63,435   76,852   74,642   

 ３　販売用不動産 ※２ 4,994,724   9,840,713   6,329,165   

 ４　未成工事支出金  682,770   244,012   391,421   

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

６　貯蔵品  959   456   593   

７　その他  678,840   359,599   402,134   

貸倒引当金  △80   △3,830   △121   

流動資産合計   8,235,088 40.6  12,191,966 51.7  9,057,695 43.5

Ⅱ　固定資産           

(1) 有形固定資産           

 １　建物 ※1,2 599,754   558,490   567,896   

 ２　土地 ※２ 1,095,391   980,024   980,024   

 ３　その他 ※１ 20,716   17,436   24,446   

有形固定資産合計  1,715,862   1,555,951   1,572,368   

(2) 無形固定資産           

 １　のれん  ―   294,444   327,777   

２　その他  19,401   14,926   17,552   

無形固定資産合計  19,401   309,371   345,329   

(3) 投資その他の資産           

 １　投資有価証券  694,502   751,976   778,353   

 ２　関係会社株式  478,200   1,217,416   1,217,416   

 ３　その他の関係会社
 有価証券

※５ 9,076,307   7,427,876   7,744,301   

 ４　その他  84,211   124,732   118,095   

貸倒引当金  △11   △12   △11   

投資その他の資産
合計

 10,333,210   9,521,990   9,858,156   

固定資産合計   12,068,474 59.4  11,387,312 48.3  11,775,854 56.5

資産合計   20,303,563 100.0  23,579,279 100.0  20,833,550 100.0
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前中間会計期間末
(平成18年２月28日)

当中間会計期間末
(平成19年２月28日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年８月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)           

Ⅰ　流動負債           

１　工事未払金  617,518   578,071   350,445   

２　短期借入金 ※２ 3,814,644   6,806,592   3,730,067   

３　１年以内返済予定
長期借入金

※２ 1,672,082   1,889,004   1,769,634   

４　１年以内償還予定
社債

 108,000   2,070,000   2,060,000   

５　未払法人税等  511,138   186,525   425,855   

６　未成工事受入金  313,900   178,294   344,659   

７　賞与引当金  20,825   23,350   22,500   

８　完成工事補償引当金  1,840   2,880   1,948   

９　その他 ※４ 188,701   172,860   325,653   

流動負債合計   7,248,649 35.7  11,907,578 50.5  9,030,762 43.3

Ⅱ　固定負債           

１　社債  2,070,000   ―   70,000   

２　長期借入金 ※２ 2,103,726   3,761,222   3,358,024   

３　繰延税金負債  1,830,987   1,111,261   1,248,738   

４　その他  66,322   157,253   130,109   

固定負債合計   6,071,036 29.9  5,029,738 21.3  4,806,872 23.1

負債合計   13,319,685 65.6  16,937,316 71.8  13,837,635 66.4

(資本の部)           

Ⅰ　資本金   965,185 4.8  ― ―  ― ―

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  769,135   ―   ―   

２　その他資本剰余金  511   ―   ―   

資本剰余金合計   769,646 3.8  ― ―  ― ―

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  16,748   ―   ―   

２　任意積立金  350,000   ―   ―   

３　中間未処分利益  2,422,969   ―   ―   

利益剰余金合計   2,789,717 13.7  ― ―  ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  2,719,269 13.4  ― ―  ― ―

Ⅴ　自己株式   △259,940 △1.3  ― ―  ― ―

資本合計   6,983,877 34.4  ― ―  ― ―

負債資本合計   20,303,563 100.0  ― ―  ― ―

           

－ 3 －



  
前中間会計期間末
(平成18年２月28日)

当中間会計期間末
(平成19年２月28日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年８月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   ― ―  965,185 4.1  965,185 4.6

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  ―   769,135   769,135   

(2）その他資本剰余金  ―   406,101   407,418   

資本剰余金合計   ― ―  1,175,236 5.0  1,176,553 5.7

３　利益剰余金           

(1）利益準備金  ―   16,748   16,748   

(2）その他利益剰余金           

別途積立金  ―   350,000   350,000   

繰越利益剰余金  ―   2,669,193   2,688,826   

利益剰余金合計   ― ―  3,035,942 12.9  3,055,575 14.7

４　自己株式   ― ―  △255,663 △1.1  △62,108 △0.3

株主資本合計   ― ―  4,920,700 20.9  5,135,205 24.7

Ⅱ　評価・換算差額等           

　その他有価証券評価差
額金

  ― ―  1,721,262 7.3  1,860,709 8.9

評価・換算差額等合計   ― ―  1,721,262 7.3  1,860,709 8.9

純資産合計   ― ―  6,641,962 28.2  6,995,915 33.6

負債純資産合計   ― ―  23,579,279 100.0  20,833,550 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高           

１　完成工事高  1,727,123   1,719,033   4,186,046   

２　不動産事業売上高  2,616,938 4,344,062 100.0 2,728,924 4,447,957 100.0 6,451,703 10,637,749 100.0

Ⅱ　売上原価           

１　完成工事原価  1,498,836   1,453,854   3,583,504   

２　不動産事業売上原価  2,211,226 3,710,062 85.4 2,065,504 3,519,359 79.1 5,443,295 9,026,800 84.9

売上総利益           

完成工事総利益  228,287   265,178   602,541   

不動産事業総利益  405,712 633,999 14.6 663,419 928,597 20.9 1,008,407 1,610,949 15.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５  440,760 10.2  581,598 13.1  973,094 9.1

営業利益   193,238 4.4  346,999 7.8  637,854 6.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  976,772 22.5  270,512 6.1  1,069,479 10.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  101,256 2.3  123,030 2.8  210,240 2.0

経常利益   1,068,754 24.6  494,481 11.1  1,497,094 14.1

Ⅵ　特別利益 ※３  4,301 0.1  692 0.0  5,221 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  130,560 3.0  215,357 4.8  138,577 1.3

税引前中間(当期)純
利益

  942,495 21.7  279,816 6.3  1,363,738 12.8

法人税、住民税
及び事業税

 502,826   189,530   630,507   

法人税等調整額  △52,260 450,566 10.4 △44,005 145,525 3.3 △24,556 605,951 5.7

中間(当期)純利益   491,929 11.3  134,291 3.0  757,786 7.1

前期繰越利益   1,931,039   ―   ―  

中間(当期)
未処分利益

  2,422,969   ―   ―  
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年２月28日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準
備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年８月31日　残高
（千円）

965,185 769,135 407,418 1,176,553 16,748 350,000 2,688,826 3,055,575 △62,108 5,135,205

中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当(注)       △153,924 △153,924  △153,924

中間純利益       134,291 134,291  134,291

自己株式の取得         △205,328 △205,328

自己株式の処分   △1,317 △1,317     11,773 10,456

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

          

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

― ― △1,317 △1,317 ― ― △19,633 △19,633 △193,555 △214,505

平成19年２月28日　残高
（千円）

965,185 769,135 406,101 1,175,236 16,748 350,000 2,669,193 3,035,942 △255,663 4,920,700

 

評価・換算差額等

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）

1,860,709 6,995,915

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当(注)  △153,924

中間純利益  134,291

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会
計期間中の変動額（純額）

△139,447 △139,447

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△139,447 △353,952

平成19年２月28日　残高
（千円）

1,721,262 6,641,962

　(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。

－ 6 －



前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成17年８月31日　残高
（千円）

965,185 769,135 ― 769,135 16,748 350,000 2,058,433 2,425,181 △263,865 3,895,636

事業年度中の変動額           

利益処分による利益配当
(注)

      △112,393 △112,393  △112,393

利益処分による役員賞与
(注)

      △15,000 △15,000  △15,000

当期純利益       757,786 757,786  757,786

自己株式の取得         △116,761 △116,761

自己株式の処分   511 511     4,208 4,720

株式交換   406,907 406,907     314,309 721,216

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）

― ― 407,418 407,418 ― ― 630,393 630,393 201,756 1,239,569

平成18年８月31日　残高
（千円）

965,185 769,135 407,418 1,176,553 16,748 350,000 2,688,826 3,055,575 △62,108 5,135,205

 

評価・換算差額等

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）

3,187,865 7,083,501

事業年度中の変動額   

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  757,786

自己株式の取得  △116,761

自己株式の処分  4,720

株式交換  721,216

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△1,327,155 △1,327,155

事業年度中の変動額合計
（千円）

△1,327,155 △87,586

平成18年８月31日　残高
（千円）

1,860,709 6,995,915

　(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。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１　資産の評価基準

及び評価方法

(1) 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

(1) 有価証券

満期保有目的の債券

同左

(1) 有価証券

満期保有目的の債券

同左

子会社株式及び関連会社

株式

移動平均法による原価

法

子会社株式及び関連会社

株式

同左

子会社株式及び関連会社

株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均

法により算定)

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定)

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直

入法により処理し、

売却原価は移動平均

法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原

価法

(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　固定資産の減価

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　８～47年

(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　８～50年

(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　８～50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
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

３　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。

(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。

(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

(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　リース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

同左 同左

５　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。

①ヘッジ会計の方法

同左

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

金利スワップ

（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

　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

　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

　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

６　その他中間財務

諸表(財務諸表)

作成のための基

本となる重要な

事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

（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、税引前中間純利益は130,150千円

減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後中間財務諸表等規則に基づき各

資産の金額から直接控除しております。

――――――― （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）

を当事業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事業年度末

までに売却したため、税引前当期純利

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）

　当事業年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は6,995,915千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の「純

資産の部」については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

 ――――――― （役員賞与に関する会計基準）

　当中間会計期間より「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

利益及び税引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

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
(平成18年２月28日)

当中間会計期間末
(平成19年２月28日)

前事業年度末
(平成18年８月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※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

 714,412千円  660,929千円  648,913千円

   
※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。

※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。

※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 524,297千円

土地 756,390千円

計 5,089,804千円

現金及び預金 313,777千円

販売用不動産 7,414,832千円

建物 414,675千円

土地 402,103千円

計 8,545,389千円

現金及び預金 320,753千円

販売用不動産 4,767,651千円

建物 421,246千円

土地 402,103千円

計 5,911,755千円

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

短期借入金 2,281,500千円

長期借入金 3,731,868千円

(１年以内返済予定額を含む)

計 6,013,368千円

短期借入金 4,781,000千円

長期借入金 4,841,726千円

(１年以内返済予定額を含む)

計 9,622,726千円

短期借入金 2,595,000千円

長期借入金 4,645,938千円

(１年以内返済予定額を含む)

計 7,240,938千円

   

　３　債務保証

　子会社の賃借料に対する保証

　３　債務保証

同左

　３　債務保証

同左

   

※４　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、金額的重要性が乏

しいため流動資産の「その他」に

含めて表示しております。

※４　消費税等の取扱い

同左

※４　　　 ―――――――

 

   

※５　自由処分権を有する担保

　匿名組合契約に基づく金銭債権

の担保として受け入れている自由

処分権のある有価証券の時価は

7,480,768千円であります。この

うち5,253,829千円を再担保に提

供しております。

※５　自由処分権を有する担保

　匿名組合契約に基づく金銭債権

の担保として受け入れている自由

処分権のある有価証券の時価は

5,606,299千円であります。この

うち5,364,481千円を再担保に提

供しております。

※５　自由処分権を有する担保

　匿名組合契約に基づく金銭債権

の担保として受け入れている自由

処分権のある有価証券の時価は

6,732,237千円であります。この

うち5,507,543千円を再担保に提

供しております。
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１　営業外収益のうち重要なもの ※１　営業外収益のうち重要なもの ※１　営業外収益のうち重要なもの

受取利息(預金利息) 191千円

受取利息

(不動産担保取引に

よる利息相当額)

16,000千円

受取配当金 225千円

受取手数料 4,405千円

投資事業組合等利益 943,003千円

受取利息(預金利息) 1,212千円

受取利息

(不動産担保取引に

よる利息相当額)

124,063千円

受取配当金 2,322千円

受取手数料 3,635千円

投資事業組合等利益 117,198千円

受取利息(預金利息) 196千円

受取利息

(不動産担保取引によ

る利息相当額)

111,000千円

受取配当金 1,183千円

受取手数料 8,485千円

投資事業組合等利益 922,589千円

   

※２　営業外費用のうち重要なもの ※２　営業外費用のうち重要なもの ※２　営業外費用のうち重要なもの

支払利息 64,159千円

社債利息 31,271千円

支払保証料 1,512千円

支払利息 87,687千円

社債利息 30,120千円

支払保証料 413千円

支払利息 138,868千円

社債利息 61,990千円

支払保証料 2,299千円

   

※３　特別利益のうち重要なもの ※３　特別利益のうち重要なもの ※３　特別利益のうち重要なもの

和解金収益 3,337千円

貸倒引当金戻入益 964千円

工具器具備品売却益 95千円

ソフトウェア売却益 24千円

車両運搬具売却益 572千円

和解金収益 3,337千円

貸倒引当金戻入益 744千円

固定資産売却益(建物) 644千円

固定資産売却益(土地) 495千円

   

※４　特別損失のうち重要なもの ※４　特別損失のうち重要なもの ※４　特別損失のうち重要なもの

車両運搬具除却損 114千円

減損損失 130,445千円

車両運搬具除却損 207千円

その他の関係会社

有価証券評価損
106,299千円

販売用不動産評価損 108,826千円

固定資産除売却損 8,132千円

減損損失 130,445千円

　当社は、以下の資産について減

損損失を計上いたしました。

販売用不動産評価損の内訳は、次

のとおりであります。

　当社は、以下の資産について減

損損失を計上いたしました。

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

 計

土地 125,028

建物 5,417

計 130,445

場所 種類 (千円)

北海道
釧路市

土地 108,826

計 108,826

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

 計

土地 125,028

建物 5,417

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

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

（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。

 

 

（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。

 

 

（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、資本コスト2.05％で

割引いて算定しております。

 

 

（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、資本コスト2.05％で

割引いて算定しております。

   

※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額

有形固定資産 20,070千円

無形固定資産 2,739千円

有形固定資産 18,071千円

無形固定資産 36,324千円

有形固定資産 40,063千円

無形固定資産 11,251千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年２月28日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数(株)

当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

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。

前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前期末株式数（株）
当期増加株式数

（株）
当期減少株式数

（株）
当期末株式数（株）

自己株式     

普通株式（注）１・２ 501,589 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。

 　　　２.　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。
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①　リース取引

前中間会計期間

(自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日)

当中間会計期間

(自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日)

前事業年度

(自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日)

１．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
9,700 1,523 8,177

 
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
12,808 3,641 9,167

 
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

備品
12,808 2,452 10,356

(注)取得価額相当額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)　　　　　同左 (注)取得価額相当額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

１年内 1,755千円

１年超 6,422千円

計 8,177千円

１年内 2,377千円

１年超 6,790千円

計 9,167千円

１年内 2,377千円

１年超 7,979千円

計 10,356千円

(注)未経過リース料中間期末残高相当額は、

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)　　　　　同左 (注)未経過リース料期末残高相当額は、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) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 871千円

減価償却費相当額 871千円

支払リース料 1,188千円

減価償却費相当額 1,188千円

支払リース料 1,800千円

減価償却費相当額 1,800千円

   
(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

（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 4,836千円

１年超 8,836千円

計 13,672千円

１年内 5,550千円

１年超 10,897千円

計 16,448千円
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成18年２月28日）

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。

当中間会計期間末（平成19年２月28日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

区分

当中間会計期間
（平成19年２月28日）

貸借対照表日における
貸借対照表計上額（千円）

貸借対照表日における時価
（千円）

差額（千円）

子会社株式 454,200 2,947,120 2,492,920

合計 454,200 2,947,120 2,492,920

前事業年度末（平成18年８月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

区分

前事業年度
（平成18年８月31日）

貸借対照表日における
貸借対照表計上額（千円）

貸借対照表日における時価
（千円）

差額（千円）

子会社株式 454,200 2,427,040 1,972,840

合計 454,200 2,427,040 1,972,840
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前事業年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

１株当たり純資産額 116円45銭

１株当たり中間

　純利益金額
8円20銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
8円18銭

１株当たり純資産額 108円74銭

１株当たり中間

　純利益金額
2円18銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
2円18銭

１株当たり純資産額 113円63銭

１株当たり当期

　純利益
12円59銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
12円51銭

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

以下のとおりであります。

項目
前中間会計期間

(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前事業年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（千円） 491,929 134,291 757,786

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利

益（千円）
491,929 134,291 757,786

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）
― ― ―

普通株式増加数　　（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)

171,457

(82,538)

(50,527)

(38,392)

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）

平成17年11月25日定時株

主総会決議新株予約権

（200千株）
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前事業年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

１. 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。

 該当事項はありません。  該当事項はありません。

(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

  

 

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。
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前中間会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前事業年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

(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

 

 

 

 

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。
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前中間会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前事業年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

(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

（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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