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１．平成19年５月期の業績（平成18年６月１日～平成19年５月31日）

(1）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５月期 14,034 － 953 － 804 － 171 －

18年５月期 1,081 － 113 － 163 － 115 －

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５月期 6 32 － 2.1 1.9 6.8

18年５月期 4 82 4 67 1.6 0.7 10.5

（参考） ①持分法投資損益 19年５月期  －　　百万円 18年５月期 　　－　　百万円

  ②期中平均株式数 19年５月期 27,117,391株 18年５月期 24,043,698株

  ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

  ④平成18年５月期は決算期変更に伴い５ヶ月決算となったため、対前期比較は行っておりません。

 (2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年５月期 52,254 8,031 15.4 296 04

18年５月期 30,581 8,133 26.6 299 91

（参考）自己資本 19年５月期 8,027百万円 18年５月期 8,133百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年５月期 △17,294 3,668 19,095 6,982

18年５月期 △9,465 158 10,626 1,513

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

純資産

配当率（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年５月期 － 2 00 2 00 54 41.5 0.7

19年５月期 － 4 00 4 00 108 63.3 1.3

20年５月期（予想） － 8 00 8 00 － 19.7 －

３．平成20年５月期の業績予想（平成19年６月１日～平成20年５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 12,000 395.4 750 186.2 550 229.0 300 － 11 06

通期 38,000 170.8 2,200 130.8 1,800 123.9 1,100 542.2 40 57

－ 1 －



４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、23ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年５月期 27,144,001株 18年５月期 27,144,001株

②　期末自己株式数 19年５月期 28,425株 18年５月期 24,470株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

 　　なお、上記予想に関する事項は３ページをご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当事業年度におけるわが国経済は、好調な企業業績に支えられ、設備投資の増加や雇用環境の改善等により個人消

費も底堅く推移し、堅調な回復基調を辿りました。一方、米国経済や国内消費の動向等には引き続き不透明なところ

もあり、景気の先行きは予断を許しません。

　この中で不動産開発業界、特にマンション業界は、地価上昇に伴う販売価格の上昇により前年比での発売戸数がや

や減少したものの、おおむね堅調に推移いたしました。また不動産賃貸業界も景気の回復基調を反映し、空室率も大

幅に減少いたしました。毛糸業界は、豪州羊毛の原料高を背景として中国などの需要拡大も相俟って国際的に原糸価

格が高騰し、今後のコスト高の影響が懸念されます。シニアハウジング＆サービス業界は、高齢化社会の進展により

益々その需要が拡大して参りましたが、一方で業界への信頼を損なう事件も発生しており、今後、一層の厳しさを増

すものと予想されます。

　当社の事業別内容では、まず不動産開発部門は土地仕入、建築着工等それぞれ順調に推移いたしました。マンショ

ン案件は、計画通り２件の竣工引渡しを行い、その結果マンション建築用資材の売上および仲介・コンサルティング

業務の収益等を合わせて売上高111億46百万円、営業利益５億22百万円となりました。

　不動産賃貸部門は、オフィスビル市況の改善とともに好調に推移し、売上高14億43百万円、営業利益４億86百万円

となりました。当社は、保有賃貸資産を見直し賃貸業の再構築を検討して参りましたが、当事業年度では、本社隣接

の丸満ビルの取得をきっかけに、広小路ビル、中央広小路ビルの２棟を売却し、最終的に三栄ビル、中央伏見ビル、

丸満ビル３棟の１棟大型ビルへの建替えを決定いたしました。現在、順次、建替計画を実行中であります。

　繊維部門は、モヘア価格の上昇および景気回復に伴う需要増加のなかで、効率経営に取り組んだ結果、売上高は当

初の見通しを上回り14億37百万円となり、営業損失は10百万円に留めることができました。

　シニア事業部門は、グループホーム「なでしこ大紀」の運営も軌道に乗りつつあり、住宅型有料老人ホーム「ボン

セジュール小牧」も開業いたしましたが、当事業年度は未だ先行経費の負担があり、営業損失44百万円となりました。

　以上の結果、売上高140億34百万円、営業利益９億53百万円、経常利益８億４百万円となりました。これに加えて、

特別利益として広小路ビル、中央広小路ビル２棟の固定資産売却益３億90百万円、投資有価証券売却益２億30百万円

があり、一方、三栄ビル、中央伏見ビル、丸満ビル３棟の１棟への建替え決定に伴う臨時償却費、ビル建替費用等の

特別損失９億93百万円、その他特別損失67百万円を計上した結果、当期純利益は１億71百万円となりました。

　なお、前期は決算期変更に伴い５ヶ月決算となったため、対前期比較はおこなっておりません。

部門別売上高

部門
当期売上高

（百万円）

構成比

（％）

 不動産開発部門 11,146 79.4

 不動産賃貸部門 1,443 10.3

 繊　維　部　門 1,437 10.2

 シニア事業部門 6 0.1

 合　　　　　計 14,034 100.0

　次期の見通しにつきましては、資源価格の高騰および金利の上昇懸念はあるものの、緩やかな景気拡大が続くもの

と予想しております。当社のマンション事業は順調に推移しており、大型高層ビルへの建替計画進捗に伴う一時的な

不動産賃貸事業の収益減少も十分に補う予定であります。通期では、売上高380億円、営業利益22億円、経常利益18億

円、当期純利益11億円を見込んでおります。
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(2）財政状態に関する分析 

①　資産、負債及び純資産の状況

　当事業年度末の資産につきましては、不動産賃貸部門での固定資産の売却による減少があるものの、不動産開発

部門の土地仕入および建築着工の進捗に伴うたな卸資産の増加により、前期末比216億72百万円増加し、522億54百

万円となりました。

　負債につきましては、上記見合いの借入金の増加により、前期末比217億74百万円増加し、442億22百万円となり

ました。

　純資産につきましては、主としてその他有価証券評価差額金の減少により、前期末比102百万円減少し80億31百万

円となりました。

②　キャッシュフローの状況

　当事業年度における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動による資金の減少分を長期借入

金の調達および有形固定資産の売却等による収入で補い、前事業年度末に比べ54億69百万円増加し、69億82百万円

となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における営業活動による資金の減少は、172億94百万円となりました。これは、主として不動産開発事

業の進捗に伴うたな卸資産の増加額166億88百万円の支出等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における投資活動による資金の増加は、36億68百万円となりました。これは、主として、有形固定資

産の取得による10億91百万円の支出等に対し、有形固定資産の売却による収入44億69百万円等があったことによる

ものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における財務活動による資金の増加は190億95百万円となりました。これは、主として短期借入金の純

減少額９億40百万円、長期借入金の返済による支出24億18百万円等に対し、長期借入金の調達による収入225億10百

万円によるものです。

(参考)　キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成17年12月期末 平成18年５月期末 平成19年５月期末

 自己資本比率（％） 35.9 26.6 15.4

 時価ベースの自己資本比率（％） 52.5 38.6 19.4

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 5.9 － －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 11.5 － －

 各指標は、いずれも単独決算の財務数値を用いて、以下の計算式により計算しております。

 自己資本比率　　　　　　　　　　　：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率　　　　　：株式時価総額／総資産 

 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

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

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

 　※キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」及び「利息の支払額」を用いております。

 　※平成18年５月期および平成19年５月期は営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、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・レシオは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

　当社は収益力の向上と企業体質の一層の充実強化を図り、株主に対して安定的な配当を継続して行うことを基本方

針とした上で、中長期的な業績動向や将来の成長に向けた資金需要見通し等を考慮し、配当を行っていく方針です。

　当社は平成18年８月23日開催の第94回定時株主総会において、剰余金の配当等を取締役会決議で行う旨の定款変更

を承認頂いております。第95期につきましては、平成19年７月11日開催の取締役会において１株当たり４円の配当を

行うことを決議いたしました。今後につきましては、事業拡大に向けて内部留保を充実させながら、当面の間は配当

性向20％程度を目安に安定的な利益還元を維持することに努めてまいります。次期の配当は、１株当たり年間８円を

予定しております。
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(4）事業等のリスク

① 不動産開発事業のリスク

　当社は団塊ジュニア世代の30代ファミリー向けの分譲マンションをメインに事業を展開しております。この世

代の取得者層によるマンションの購入意欲は景気の変動、金利動向、また、不動産関連の税制等に影響を受けや

すく、経済情勢の悪化、住宅ローン金利の上昇、および住宅取得に係る優遇税制、また消費税の改正等は当社の

経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

② 不動産賃貸事業のリスク

　当社は新築ビルへの建替えを決定いたしましたが、これに伴い空室化の進展と、その他費用の発生が見込まれ、

一時的に当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

③ 繊維事業のリスク

　当社は羊毛およびモヘア等の原料(半製品)を購入し、原糸の製造・加工・販売を行い、また織物・編地の委託

生産・販売を行っております。原料価格は相場および為替レートの変動の影響を受け、織物・編地の価格は原料

価格の影響を受けるとともに、各種加工賃の変動が製造コストの増減要因となり、当社の経営成績および財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。

④ シニア事業のリスク 

　当社は住宅型有料老人ホームの運営を中心としたシニア事業を推進してまいりますが、売上高の大半が介護保

険法内のサービスであり、介護保険制度や介護報酬の見直し等は、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。

⑤ 借入金への依存によるリスク 

　当社は不動産賃貸物件および不動産開発(主にマンション)用土地の取得資金等は主に金融機関からの借入金に

依存しております。不動産開発事業についてはリードタイムが長いため、一時的な現象ではありますが、金利の

上昇・金融機関の融資方針の変更等は、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 法的規制によるリスク

　当社は不動産賃貸および開発事業を行うにあたり、宅地建物取引業法・建築基準法・国土利用計画法・都市計

画法・借地借家法等の様々な法律により法的規制を受けております。また、シニア事業におきましても、介護福

祉法・老人福祉法により規制を受けております。今後、上記の諸法規等の内容が変更された場合は、当社の経営

成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 株価変動によるリスク 

ａ.市場性のある株式保有

　当社は市場性のある株式を保有しており、株価が大幅に下落した場合にはその他有価証券評価差額金の減少、

評価損の計上、売却時に損失が発生するなど当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

ｂ.退職給付会計 

　当社は厚生年金制度と適格退職年金制度を採用しておりますが、年金資産に相当量の市場性のある株式が含

まれており、かつ退職給付会計で簡便法を採用しているため、株価が大幅に下落した場合には年金資産の減少

が生じ、その結果、退職給付費用の計上額が増加する恐れがあり、当社の経営成績および財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。

⑧ 地価の変動によるリスク 

　当社は土地を所有しており、地価が大幅に下落した場合は、減損処理に伴う損失が発生する恐れがあり、当社

の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑨ 災害等によるリスク

　当社はショッピングセンター・商業ビル等の不動産賃貸物件、およびマンション等の不動産開発物件のほか、

事業所・工場等の設備を持ち、営業活動を行っておりますが、大規模な地震・風水害等の自然災害や火災等が発

生した場合は、物件の毀損等営業活動に大きな支障が生じるなど、当社の経営成績および財政状態に影響を及す

可能性があります。
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２．企業集団の状況
 　当社の企業グループは、当社、親会社１社（㈱ゼクス）、子会社３社及び関連会社１社で構成され、不動産開発事業、

不動産賃貸事業、梳毛糸および合繊糸の製造・販売等の繊維事業、シニア事業を行っております。当企業グループの事

業における位置付けおよび事業部門の関連は、次のとおりであります。

不動産開発部門

 

分譲マンションを中核とし、投資用マンション、商業施設等の開発、販売、不動産活用・仲介事業

を行っております。

不動産賃貸部門

 

当社は、津ショッピングセンター“津サティ”(三重県)・中央伏見ビル他２棟の商業ビル(名古屋

市)および貸工場等(三重県)を賃貸物件として保有し、賃貸しております。

繊維部門

 

 

当社は、各種織物・ニット用の素材として受注生産に基づく梳毛糸・合繊糸の製造・加工・販売を

行っており、子会社柏平繊維工業㈱が梳毛糸および合繊糸の製造・加工を担当しております。

なお、平成19年６月１日付にて繊維部門のうち原糸事業部門を分社化し、自立的な経営とマーケッ

トへの柔軟な対応・運営を目指しております。

シニア事業部門

　　

 

グループホーム「なでしこ大紀」に続き平成19年３月には住宅型有料老人ホーム「ボンセジュール

小牧」を開業し、シニア事業を展開しておりますが、中央ケアサービス㈱がその運営管理を行って

おります。

その他

 

不動産の管理業として中央興産㈱、繊維設備等のリース業および損害保険代理業として中央リース

㈱があります。

以上に述べた事業の系統図は、次のとおりであります。

 ゼ ク ス グ ル ー プ 

㈱ 中 央 コ ー ポ レ ー シ ョ ン 

繊 維 部 門 シニア事業部門 その他 不動産賃貸部門 不動産開発部門 

中
央
興
産
㈱ 

柏
平
繊
維
工
業
㈱ 

一般顧客・得意先 テナント 得意先 得意先 一般顧客 得意先 

中
央
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
㈱ 

中
央
リ
ー
ス
㈱ 

投
資
用
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
・
商
業
施
設
開
発 

マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
・
分
譲 

賃
貸
借 

管
理
委
託 

製
造
委
託 

設
備
の
賃
貸
借 

製
品 

運
営
委
託 

サ
ー
ビ
ス 

サ
ー
ビ
ス 

介
護
サ
ー
ビ
ス 

サ
ー
ビ
ス 

運
営
指
導 

共同開発 

設
備
の
賃
貸
借 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、平成18年10月１日付をもちまして、創業64年の歴史のうち57年間続いた商号「中央毛織株式会社」を「株

式会社中央コーポレーション」に変更し、『新創業』を宣言いたしました。

  これまで培ってきた①品質重視(Quality First)と高付加価値化、②お客様本位による商品・サービスの提供と顧客

満足度の向上、③ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility）の徹底の三つを『新創業』にあたっての経営方針とし

ております。

(2）目標とする経営指標

　平成18年４月21日付で発表いたしました新事業計画は、既存の繊維事業と不動産賃貸事業においては「選択と集中」

を実行し、一方、新規に不動産開発事業とシニア事業を導入することにより、全体の再構築を図ろうとするものであ

ります。従いまして、今後の主力事業は不動産開発事業、特にマンション事業となりますが、当該事業は竣工・完成

までのリードタイムが長いことにより、事業の軌道化には最短でも１年半から２年を必要といたします。当期は再構

築の基礎固めと位置づけ、平成20年５月期には売上高380億円、営業利益22億円、経常利益18億円、当期純利益11億円

を必達すべく全社目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

　中長期的な経営戦略として、不動産開発事業はファミリー向け分譲マンションの販売を中核とし、投資用マンショ

ン開発、不動産活用などを拡大いたします。不動産賃貸事業は、３棟の旧ビルを１棟の大型高層ビルに建替え、保有

資産のリノベーションによって資産価値と収益性を向上させます。繊維事業は、モヘア等主力の原糸部門を分社化し、

更なる高付加価値化をはかり、選択と集中を進めます。また、シニア事業は、東海地区において親会社ゼクスグルー

プのノウハウとブランドを導入し、住宅型有料老人ホームの運営を中心とした事業を展開いたします。

(4）その他、会社の経営上重要な事項

　不動産開発事業が進捗するなかで、用地取得のための資金は借入金に依存しており、有利子負債が高水準になる可

能性があります。今後資金調達の多様化を検討し、純資産の拡充を図りながら財務体質の強化を目指します。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

 
 
 

第94期
（平成18年５月31日）

第95期
（平成19年５月31日）

対前年比

 区分
 注記

 番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
増減

（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   1,513,095   6,982,193  5,469,097

２　受取手形   208,584   228,552  19,968

３　売掛金   61,539   753,803  692,263

４　製品   515,368   509,346  △6,022

５　原材料   292   ―  △292

６　仕掛品   198,570   250,891  52,321

７　不動産事業支出金 ※１  11,776,284   ―  △11,776,284

８　仕掛用不動産 ※１  ―   15,898,696  15,898,696

９　開発用不動産 ※１  ―   12,517,130  12,517,130

10　貯蔵品   10,325   13,711  3,385

11　前渡金   455,746   ―  △455,746

12　前払費用   59,294   1,951,278  1,891,984

13　繰延税金資産   48,606   127,973  79,366

14　未収消費税等   6,665   ―  △6,665

15　立替金   ―   1,362,645  1,362,645

16　その他   194,726   241,892  47,165

貸倒引当金   △300   △1,700  △1,400

流動資産合計   15,048,801 49.2  40,836,416 78.1 25,787,615

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産 ※１        

(1）建物  8,980,554   7,754,603    

減価償却累計額  3,389,699 5,590,855  4,022,514 3,732,089  △1,858,766

(2）構築物  501,095   503,045    

減価償却累計額  273,683 227,411  287,653 215,392  △12,019

(3）機械装置  942,366   944,488    

減価償却累計額  867,691 74,675  877,107 67,380  △7,294

(4）車両及び運搬具  5,002   5,002    

減価償却累計額  4,900 102  4,969 33  △68

(5）工具器具備品  82,254   66,356    

減価償却累計額  61,503 20,750  55,233 11,123  △9,627

(6）土地   7,271,096   5,070,956  △2,200,140

(7）建設仮勘定   ―   79,412  79,412

有形固定資産合計   13,184,891 43.1  9,176,388 17.6 △4,008,503
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第94期
（平成18年５月31日）

第95期
（平成19年５月31日）

対前年比

 区分
 注記

 番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
増減

（千円）

２　無形固定資産         

(1）商標権   1,454   32,131  30,676

(2）ソフトウエア   5,816   9,386  3,569

(3）電話加入権   4,616   4,691  75

無形固定資産合計   11,887 0.0  46,209 0.1 34,321

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  2,077,800   1,671,099  △406,700

(2）関係会社株式   45,000   45,000  ―

(3）出資金   1,045   1,045  ―

(4）関係会社長期貸付
金

  10,000   ―  △10,000

(5）長期前払費用   43,152   48,717  5,565

(6）前払年金費用   47,922   238,939  191,016

(7）その他   126,402   205,340  78,938

貸倒引当金   △15,000   △15,000  ―

投資その他の資産合計   2,336,322 7.7  2,195,141 4.2 △141,180

固定資産合計   15,533,101 50.8  11,417,739 21.9 △4,115,361

資産合計   30,581,902 100.0  52,254,156 100.0 21,672,253
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第94期
（平成18年５月31日）

第95期
（平成19年５月31日）

対前年比

 区分
 注記

 番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
増減

（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形   173,863   1,894,256  1,720,393

２　買掛金 ※２  2,553,358   629,621  △1,923,736

３　短期借入金 ※１  5,240,000   4,440,000  △800,000

４　関係会社短期借入金   665,000   525,000  △140,000

５　一年内返済の長期借
入金

※１  1,200,000   10,421,580  9,221,580

６　未払金   56,759   120,165  63,406

７　未払費用   58,093   72,386  14,292

８　未払法人税等   20,519   605,875  585,356

９　未払消費税等   ―   86,470  86,470

10　前受金   158,199   1,484,495  1,326,296

11　預り金   65,891   1,065,110  999,218

12　一年内返済の長期預
り金

  19,658   204,901  185,242

13　賞与引当金   34,984   109,340  74,355

14　その他   ―   66,000  66,000

流動負債合計   10,246,328 33.5  21,725,204 41.6 11,478,876

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※１  6,726,000   17,596,060  10,870,060

２　繰延税金負債   557,703   76,821  △480,882

３　建替費用引当金   ―   269,427  269,427

４　長期預り金  ※１  4,914,607   4,538,090  △376,517

５　リース資産減損勘定   3,755   2,305  △1,449

６　その他   ―   15,025  15,025

固定負債合計   12,202,066 39.9  22,497,730 43.0 10,295,663

負債合計   22,448,395 73.4  44,222,935 84.6 21,774,539
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第94期
（平成18年５月31日）

第95期
（平成19年５月31日）

対前年比

 区分
 注記

 番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
増減

（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   3,361,765 11.0  3,361,765 6.4 ―

２　資本剰余金         

(1）資本準備金   2,532,806   2,532,806  ―

(2）その他資本剰余金   0   163  162

資本剰余金合計   2,532,807 8.3  2,532,969 4.8 162

３　利益剰余金         

(1）利益準備金   312,700   312,700  ―

（2）その他利益剰余金         

 圧縮記帳積立金  62,049   57,352    

別途積立金  593,018   593,018    

繰越利益剰余金  390,934 1,046,002  512,684 1,163,055  117,052

利益剰余金合計   1,358,702 4.4  1,475,755 2.8 117,052

４　自己株式   △5,259 △0.0  △6,780 △0.0 △1,521

株主資本合計   7,248,015 23.7  7,363,709 14.1 115,693

Ⅱ　評価・換算差額等         

 １　その他有価証券評価
差額金

  885,491   672,586  △212,905

 ２　繰延ヘッジ損益   ―   △8,925  △8,925

 評価・換算差額等合計   885,491 2.9  663,661 1.3 △221,830

Ⅲ　新株予約権   ― ―  3,850 0.0 3,850

純資産合計   8,133,507 26.6  8,031,220 15.4 △102,286

負債純資産合計   30,581,902 100.0  52,254,156 100.0 21,672,253
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(2）損益計算書

  
第94期

（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

第95期
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

対前年比

区分
 注記

 番号
金額（千円）

百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

１　不動産開発売上  ―   11,146,527    

２　不動産賃貸売上  692,022   1,443,412    

３　繊維事業売上  389,079   1,437,611    

４　シニア事業売上  ― 1,081,102 100.0 6,500 14,034,051 100.0 ―

Ⅱ　売上原価 ※２        

１　不動産開発売上原価  ―   9,321,009    

２　不動産賃貸原価  327,996   755,926    

３　繊維事業売上原価         

（１）期首製品たな卸高  423,492   515,368    

（２）商品仕入高  31,474   87,435    

（３）当期製品製造原価  448,263   1,167,325    

（４）仕掛品及び半製品売
上原価

 389   ―    

合計  903,619   1,770,129    

（５）他勘定振替高  48,295   33,257    

（６）期末製品たな卸高  515,368   509,346    

差引計  339,955   1,227,525    

４　シニア事業売上原価  ― 667,951 61.8 3,816 11,308,277 80.6 ―

売上総利益   413,150 38.2  2,725,773 19.4 ―

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  300,121 27.7  1,772,440 12.6 ―

営業利益   113,029 10.5  953,333 6.8 ―

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息 ※２ 399   38,471    

２　受取配当金  1,614   14,588    

３　受取手数料  110,000   ―    

４　雑収入  3,565 115,579 10.7 20,520 73,581 0.5 ―
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第94期

（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

第95期
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

対前年比

区分
 注記

 番号
金額（千円）

百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  26,643   138,758    

２　金融手数料  14,243   63,229    

３　新株発行費  7,026   ―    

４　社債発行費  10,174   ―    

５　雑損失  6,692 64,780 6.0 20,845 222,833 1.6 ―

経常利益   163,828 15.2  804,080 5.7 ―

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益  ―   390,269    

２　投資有価証券売却益  290,461   230,459    

３　その他  300 290,761 26.9 ― 620,728 4.4 ―

         

Ⅶ　特別損失         

１　たな卸資産評価損  61,425   34,001    

２　減損損失  174,760   ―    

３　臨時償却費  ―   660,304    

４　ビル建替費用  ―   332,986    

５　その他  17,379 253,565 23.5 33,268 1,060,560 7.6 ―

税引前当期純利益   201,024 18.6  364,248 2.6 ―

法人税、住民税及び事
業税

 12,616   606,586   ―

法人税等調整額  72,412 85,028 7.9 △413,630 192,956 1.4 ―

当期純利益   115,995 10.7  171,291 1.2 ―

         

 平成18年５月期は決算期変更に伴い５ヶ月決算となったため、対前期比較は行っておりません。
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(3）株主資本等変動計算書

   前事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年５月31日）

 (単位：千円） 
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

利益
準備金

 その他利益剰余金

圧縮記帳積
立金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成17年12月31日残高 2,357,919 1,536,652 0 312,700 64,954 593,018 365,136 △4,022 5,226,359

事業年度中の変動額

新株の発行

（新株予約権の行使）
1,003,845 996,154       2,000,000

 　剰余金の配当       △93,102  △93,102

 　圧縮記帳積立金取崩し     △2,904  2,904  ―

 　当期純利益       115,995  115,995

 　自己株式の取得        △1,236 △1,236

 　その他有価証券の売却によ

る増減
        ―

 純資産の部に直接計上されたその

他有価証券評価差額金の増減
        ―

 事業年度中の変動額合計 1,003,845 996,154 ― ― △2,904 ― 25,798 △1,236 2,021,656

 平成18年５月31日残高 3,361,765 2,532,806 0 312,700 62,049 593,018 390,934 △5,259 7,248,015
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 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12月31日残高 1,123,116 6,349,475

事業年度中の変動額

新株の発行

（新株予約権の行使）
 2,000,000

剰余金の配当  △93,102

圧縮記帳積立金取崩し  ―

当期純利益  115,995

自己株式の取得  △1,236

その他有価証券の売却によ

る増減
△173,115 △173,115

純資産の部に直接計上されたその

他有価証券評価差額金の増減
△64,509 △64,509

 事業年度中の変動額合計 △237,624 1,784,031

 平成18年５月31日残高 885,491 8,133,507

㈱中央コーポレーション（3207）平成 19 年５月期決算短信（非連結）

－ 15 －



   当事業年度（自平成18年６月１日　至平成19年５月31日）

 (単位：千円） 
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

利益
準備金

 その他利益剰余金

圧縮記帳積
立金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年５月31日残高 3,361,765 2,532,806 0 312,700 62,049 593,018 390,934 △5,259 7,248,015

事業年度中の変動額

剰余金の配当       △54,239  △54,239

圧縮記帳積立金取崩し     △4,696  4,696  ―

当期純利益       171,291  171,291

自己株式の取得        △1,913 △1,913

自己株式の処分   162     391 554

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 ― ― 162 ― △4,696 ― 121,749 △1,521 115,693

平成19年５月31日残高 3,361,765 2,532,806 163 312,700 57,352 593,018 512,684 △6,780 7,363,709
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 評価・換算差額等

 新株予約権  純資産合計
 その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ損益

平成18年５月31日残高 885,491 ― ― 8,133,507

事業年度中の変動額

剰余金の配当    △54,239

圧縮記帳積立金取崩し    ―

当期純利益    171,291

自己株式の取得    △1,913

自己株式の処分    554

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額)
△212,905 △8,925 3,850 △217,980

事業年度中の変動額合計 △212,905 △8,925 3,850 △102,286

平成19年５月31日残高 672,586 △8,925 3,850 8,031,220
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
第94期

（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

第95期
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

１　税引前当期純利益  201,024 364,248  

２　減価償却費  129,746 358,022  

３　無形固定資産償却費  468 3,368  

４　長期前払費用の償却額  7,471 ―  

５　貸倒引当金の増加額（△減少額）  △300 1,400  

６　賞与引当金の増加額  34,984 74,355  

７　前払年金費用の増加額  △8,708 △191,016  

８　役員退職慰労引当金の減少額  △75,400 ―  

９　受取利息及び受取配当金  △2,014 △53,060  

10　支払利息  26,643 138,758  

11　投資有価証券売却益  △290,461 △230,459  

12　有形固定資産売却益  ― △390,269  

13　減損損失  174,760 ―  

14　臨時償却費  ― 660,304  

15　ビル建替費用  ― 332,986  

16　売上債権の減少額（△増加額）  221,987 △712,231  

17　たな卸資産の増加額  △11,880,473 △16,688,934  

18　仕入債務の増加額（△減少額）  2,483,110 △203,342  

19　その他流動資産の増加額  △596,065 △931,596  

20　その他流動負債の増加額  160,489 2,374,961  

21　未払消費税等の増加額 （△減少額）  △21,478 86,470  

22　未収消費税等の減少額 （△増加額）  △6,665 6,665  

23　その他  8,390 △2,174,292  

小計  △9,432,492 △17,173,660 ―

28　利息及び配当金の受取額  2,010 52,997  

29　利息の支払額  △28,625 △144,519  

30　法人税等の支払額  △6,511 △29,387  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △9,465,618 △17,294,570 ―
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第94期

（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

第95期
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１　投資有価証券の取得による支出  △1,500 △34,239  

２　投資有価証券の売却等による収入  302,231 413,559  

３　関係会社株式の取得による支出  △5,000 ―  

４　出資金の取得による支出  △1,010 ―  

５　貸付金の貸付による支出  ― △350,000  

６　貸付金の回収による収入  ― 360,000  

７　有形固定資産の取得による支出  △88,344 △1,091,724  

８　有形固定資産の売却による収入  ― 4,469,000  

９　無形固定資産の取得による支出  △3,129 △37,690  

10　その他投資の取得による支出  △47,658 △65,951  

11　その他投資の売却による収入  2,668 5,334  

投資活動によるキャッシュ・フロー  158,257 3,668,287 ―

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１　短期借入金の純増加額（△減少額）  3,645,000 △940,000  

２　長期借入金の調達による収入  5,726,000 22,510,000  

３　長期借入金の返済による支出  △640,000 △2,418,360  

４　新株予約権付社債の発行による収入  1,989,825 ―  

５　貸し株による預り金収入  ― 945,417  

６　貸し株による預り金支出  ― △945,417  

７　自己株式取得による支出  △1,236 △1,913  

８　自己株式売却による収入  ― 554  

９　配当金の支払額  △92,662 △54,900  

財務活動によるキャッシュ・フロー  10,626,926 19,095,380 ―

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  1,319,565 5,469,097 ―

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高  193,529 1,513,095 ―

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高  1,513,095 6,982,193 ―

     

  平成18年５月期は決算期変更に伴い５ヶ月決算となったため、対前期比較は行っておりません。
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重要な会計方針

第94期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

第95期
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５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

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

同　左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法

 　　　　（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同　左

 

 

時価のないもの

同　左

２　　　　　　　　　───── ２　デリバティブ等の評価基準及び評価方法

 時価法

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品

 移動平均法による原価法

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）製品、仕掛品及び貯蔵品

　　　 移動平均法による原価法

 (2）不動産事業支出金

 個別法による原価法

 (2）仕掛用不動産、開発用不動産

 個別法による原価法

４　固定資産の減価償却方法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。但し、不動産部門の賃

貸物件については定額法を採用しております。なお、

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ３～39年

構築物 ４～50年

機械装置 ２～15年

車両及び運搬具 ４年

工具器具備品 ３～20年

４　固定資産の減価償却方法

(1）有形固定資産

建物（附属設備を除く）

①平成10年３月31日以前に取得したもの

　法人税法に規定する旧定率法

②平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取

得したもの

　法人税法に規定する旧定額法

③ 平成19年４月１日以降に取得したもの

　法人税法に規定する定額法

建物以外

①平成19年３月31日以前に取得したもの

　法人税法に規定する旧定率法

②平成19年４月１日以降に取得したもの

　法人税法に規定する定率法

　但し、不動産部門の賃貸物件については定額法を採

用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。　

建物 ３～39年

構築物 ４～50年

機械装置 ２～15年

車両及び運搬具 ４年

工具器具備品 ３～20年

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内に

おける見込利用可能期間（５年）による定額法を採用

しております。

(2）無形固定資産

　同　左
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第94期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

第95期
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

５　繰延資産の処理方法　 

(1）新株発行費

 支出時に全額費用処理しております。

５　　　　　　　　　───── 

 (2）社債発行費

支出時に全額費用処理しております。

６　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　売上債権及び貸付金等の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上しております。

６　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同　左

 (2）賞与引当金

 従業員に対して支給する賞与に備えるため、当事業

年度に負担すべき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、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。但し、当事業年度末においては、年金

資産が退職給付債務を超えているため、投資その他の

資産「前払年金費用」として計上しております。

(3）退職給付引当金

同　左

(4）　　　　　　　───── (4）建替費用引当金

　所有ビル建替え計画により今後発生する損失に備え

るため、当事業年度末における損失負担見込額を計上

しております。

７　支払利息の原価算入

  土地の購入金額が３億円以上で、かつ、開発期間が１

年を超える不動産開発事業に係る支払利息は、開発期間

中のものに限り、取得原価に算入しております。なお、

当事業年度において取得原価に算入した支払利息は

19,783千円であります。

７　支払利息の原価算入

  土地の購入金額が３億円以上で、かつ、開発期間が１

年を超える不動産開発事業に係る支払利息は、開発期間

中のものに限り、取得原価に算入しております。なお、

当事業年度において取得原価に算入した支払利息は

395,219千円であります。

 (追加情報)

当事業年度より、不動産開発事業に進出したことに

伴い、当該処理を採用することとしております。

８　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。

８　リース取引の処理方法

同　左
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第94期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

第95期
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

９　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　長期借入金のうち、金利スワップを付しているもの

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。

９　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利ス

ワップについて特例処理の条件を満たしている場合に

は特例処理を採用しております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）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……長期借入金の利息

同　左

(3）ヘッジ方針

　当社の内部規程である「市場リスク管理規程」及び

「リスク別管理要領」に基づき、金利変動リスクを軽

減することを目的に行っております。

(3）ヘッジ方針

同　左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一

であり、継続して金利の変動による影響と相殺または

一定の範囲に限定する効果が見込まれるため、ヘッジ

の有効性の判定は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または

相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累

計または相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額

を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。

10　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現

金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっております。

10　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同　左

11　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

11　消費税等の会計処理

   消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

　なお、控除対象外消費税等については、当事業年度に

負担すべき期間費用として処理しております。

　ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は投資そ

の他の資産「長期前払費用」に計上し、定額法(５年）

により償却を予定しております。 
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会計処理方法の変更

第94期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

第95期
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

(固定資産の減損に係る会計基準)

　当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会　平成14年８月９日))及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日)を適用しておりま

す。この結果、売上原価が2,357千円減少し、販売費及

び一般管理費が2,659千円減少し、営業利益及び経常利

益は5,016千円増加、特別損失が174,760千円増加し、税

引前当期純利益が169,743千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、各資産の金額から

直接控除しております。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

  当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準第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。なお、従来の

資本の部の合計に相当する金額は8,133,507千円であり

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。

　

─────

　

─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(固定資産の減価償却の方法の変更)

　法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律　

平成19年３月30日　法律第６号)および(法人税法施行令

の一部を改正する政令　平成19年３月30日　法律第83

号))に伴い、平成19年４月１日以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しており

ます。なお、この変更に係る影響額は軽微であります。
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表示方法の変更

第94期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

第95期
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

（貸借対照表）

 　　　　　　　　　　─────

 

  

 

 

 

 

（損益計算書）

 １　当事業年度より、売上高を「繊維事業売上高」と「不

動産賃貸収入」に、売上原価を「繊維事業売上原価」

と「不動産賃貸原価」に区分して表示しておりま

す。

　これは、売上高及び売上原価を、それぞれ区分表示

することで、収益と費用の対応関係をより明確に表示

するための変更であります。

  なお、前事業年度における「繊維事業売上高」は

1,314,607千円、「不動産賃貸収入」は1,635,537千円

であり、また、「繊維事業売上原価」は1,121,992千

円、「不動産賃貸原価」は809,655千円であります。

 ２　前事業年度まで特別利益の「その他」に含めて表示し

ておりました「投資有価証券売却益」は、特別利益の

総額の100分の10を越えたため区分掲記することとし

ました。なお、前事業年度における「投資有価証券売

却益」の金額は222千円であります。

 ３　前事業年度まで区分掲記しておりました「たな卸資産

処分損」（当事業年度11,269千円）は、特別損失の総

額の100分の10以下であるため「その他」に含めて表

示することとしました。

（貸借対照表）

 　　前事業年度まで流動資産の「不動産事業支出金」に含

めて表示しておりました「仕掛用不動産」、「開発用

不動産」は重要性が増したため、区分掲記する方法に

変更いたしました。なお、前事業年度の流動資産の

「不動産事業支出金」に含まれていた「仕掛用不動

産」は4,524,468千円、「開発用不動産」は7,156,782

千円、「前払費用」は11,090千円、「前渡金」は

43,791千円、「その他」40,151千円であります。

（損益計算書）

 　　　　　　　　　　─────

追加情報

第94期
（自　平成18年１月１日

至　平成18年５月31日）

第95期
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 　──── 　前事業年度に営業外収益に含めておりました不動産開

発事業に係る「受取手数料」は、事業上の重要性が増し

てきたため、当事業年度より売上高に含めることとしま

した。この結果、前事業年度の方法によった場合と比較

して、売上高、売上総利益、営業利益がそれぞれ166,468

千円増加しておりますが、経常利益に与える影響はあり

ません。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第94期
（平成18年５月31日）

第95期
（平成19年５月31日）

※１　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。

※１　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。

不動産事業支出金 8,534,186千円

建物

 構築物

4,297,390千円

223,181千円

土地 3,645,391千円

投資有価証券 541,410千円

計 17,241,560千円

仕掛用不動産 11,015,431千円

開発用不動産 11,779,662千円

建物 3,124,557千円

土地 1,051,256千円

計 26,970,908千円

　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。

短期借入金 3,850,000千円

一年内返済の長期借入金 873,333千円

長期借入金 6,319,333千円

長期預り金 2,686,600千円

計 13,729,266千円

短期借入金 2,565,000千円

一年内返済の長期借入金 9,741,000千円

長期借入金 17,560,000千円

長期預り金 2,686,600千円

計 32,552,600千円

 ※２　関係会社に対する負債

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。

 ※２　　　　　　　　　─────

　　　買掛金 2,453,676千円
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（損益計算書関係）

第94期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

第95期
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

※１　販売費に属する費用は約45％であり、一般管理費に

属する費用は約55％であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費に属する費用は約66％であり、一般管理費に

属する費用は約34％であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 役員報酬

 給料諸手当

 賞与引当金繰入

 退職給付費用

 役員退職慰労引当金繰入

 賃借料

 減価償却費

 手数料

19,330千円 

90,701千円 

28,672千円 

15,172千円 

5,690千円 

16,407千円 

4,378千円 

29,293千円 

 給料諸手当

 賞与

 地代家賃

 広告宣伝費

 事務委託料

 販売経費

 貸倒引当金繰入額

 減価償却費

501,987千円 

168,530千円 

105,273千円 

146,854千円 

96,894千円 

253,613千円 

1,400千円 

21,663千円 

※２　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。

 不動産開発事業仕入高  2,502,676千円

 なお、当事業年度はすべて仕掛であるため、売上原

価には含まれておりません。

※２　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  26,924千円 

㈱中央コーポレーション（3207）平成 19 年５月期決算短信（非連結）

－ 26 －



（株主資本等変動計算書関係）

 前事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年５月31日）

 １．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 
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）

普通株式 23,297,848 3,846,153 ― 27,144,001

 （注）増加は新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。

 

  ２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 
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）

普通株式 22,209 2,261 ― 24,470

 （注）増加は単元未満株式の買取りによるものであります。

 

 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
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 

平成18年３月29日

定時株主総会
普通株式 93,102千円 4.00円 平成17年12月31日 平成18年3月30日 

 

      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決　議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 

平成18年８月23日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 54,239千円 2.00円 平成18年5月31日 平成18年8月24日 
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当事業年度（自平成18年６月１日　至平成19年５月31日）

 １．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 
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）

普通株式 27,144,001 － － 27,144,001

 

 

  ２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 
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）

普通株式 24,470 5,686 1,731 28,425

 （注）増加は単元未満株式の買取りによるものであり、減少は買増し請求によるものであります。

 

 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
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 

平成18年８月23日

定時株主総会
普通株式 54,239千円 2.00円 平成18年5月31日 平成18年8月24日 

 

      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決　議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 

平成19年７月11日

取締役会
普通株式 利益剰余金 108,462千円 4.00円 平成19年5月31日 平成19年8月23日 
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

第94期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

第95期
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 １　現金及び現金同等物の期末残高と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５月31日現在） （平成19年５月31日現在）

現金及び預金勘定 1,513,095千円

現金及び現金同等物 1,513,095千円

現金及び預金勘定 6,982,193千円

現金及び現金同等物 6,982,193千円

 ２　重要な非資金取引の内容

 新株予約権の行使  

 新株予約権の行使による資本金増加額 1,003,845千円 

 新株予約権の行使による資本準備金増加額 996,154千円 

 新株予約権の行使による新株予約権付社債減

少額

2,000,000千円 

２　　　　　　　　　─────
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（リース取引関係）

第94期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

第95期
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引に係る注記

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・リース取引に係る注記

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

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）

減損損失
累計額相
当額
（千円） 

期末残高
相当額
（千円）

車両及び
運搬具

3,096 2,295 474 326

工具器具
備品

10,356 10,118 205 31

ソフトウ
エア

41,424 40,474 823 126

合計 54,876 52,888 1,503 484

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円） 

期末残高
相当額
（千円）

車両及び
運搬具

3,096 2,540 474 81

工具器具
備品

14,742 175 － 14,567

ソフトウ
エア

11,702 185 － 11,517

合計 29,541 2,901 474 26,166

　なお、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。

同　左

２　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定期末残高

２　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定期末残高

 未経過リース料期末残高相当額  

１年以内 674千円

１年超 172千円

合計 846千円

 リース資産減損勘定期末残高 361千円

 未経過リース料期末残高相当額  

１年以内 5,244千円

１年超 21,012千円

合計 26,256千円

 リース資産減損勘定期末残高 90千円

　なお、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。

 同　左

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

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額及び減価

償却費相当額

支払リース料 2,570千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,141千円

減価償却費相当額 1,428千円

減損損失  1,503千円

支払リース料 877千円

リース資産減損勘定の取崩額 270千円

減価償却費相当額 606千円

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
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（有価証券関係）

第94期（自　平成18年１月１日　至　平成18年５月31日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの
   

①　株式 575,098 2,058,753 1,483,654

②　その他 7,040 9,109 2,068

小計 582,138 2,067,862 1,485,723

　（注）　時価のあるその他有価証券について、次の判断基準に基づき減損処理を行うこととしております。

(1）個々の銘柄について時価の下落率が50％を超える場合は、時価が著しく下落していると判断し、回復可能

性がない場合は減損処理を行うこととしております。

(2）個々の銘柄について時価の下落率が30％以上50％以下の場合は、次の三要件のいずれかに当該する銘柄を

時価が著しく下落していると判断し、回復可能性がない場合は減損処理を行うこととしております。

①　当該銘柄について、過去２年間に渡り下落率が30％以上50％以下の状態になっている場合。

②　当該銘柄の発行会社が債務超過の場合。

③　当該銘柄の発行会社が２期連続で損失を計上し、翌期も損失の計上が予想される場合。

２　当事業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（千円） 売却損の合計額（千円）

398,525 290,461 ―

３　時価評価されていない有価証券

(1）子会社株式及び関連会社株式

区分 貸借対照表計上額（千円）

子会社株式 30,000

関連会社株式 15,000

合計 45,000

(2）その他有価証券

区分 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 9,937

４　その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額

　該当事項はありません。
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第95期（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの
   

①　株式 488,292 1,618,668 1,130,376

②　その他 8,232 10,155 1,923

小計 496,524 1,628,824 1,132,300

　（注）　時価のあるその他有価証券について、次の判断基準に基づき減損処理を行うこととしております。

(1）個々の銘柄について時価の下落率が50％を超える場合は、時価が著しく下落していると判断し、回復可能

性がない場合は減損処理を行うこととしております。

(2）個々の銘柄について時価の下落率が30％以上50％以下の場合は、次の三要件のいずれかに当該する銘柄を

時価が著しく下落していると判断し、回復可能性がない場合は減損処理を行うこととしております。

①　当該銘柄について、過去２年間に渡り下落率が30％以上50％以下の状態になっている場合。

②　当該銘柄の発行会社が債務超過の場合。

③　当該銘柄の発行会社が２期連続で損失を計上し、翌期も損失の計上が予想される場合。

２　当事業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（千円） 売却損の合計額（千円）

317,265 230,459 － 

３　時価評価されていない有価証券

(1）子会社株式及び関連会社株式

区分 貸借対照表計上額（千円）

子会社株式 30,000

関連会社株式 15,000

合計 45,000

(2）その他有価証券

区分 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 42,275

４　その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額

　該当事項はありません。
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（退職給付関係）

第94期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

第95期
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、

適格退職年金制度および退職一時金制度を設けておりま

す。

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

(1）退職給付債務 △643,294千円

(2）年金資産 691,216千円

(3）前払年金費用　　　　　(1)＋(2) 47,922千円

(1）退職給付債務 △623,970千円

(2）年金資産 862,909千円

(3）前払年金費用　　　　　(1)＋(2) 238,939千円

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

(1）勤務費用 15,172千円

(2）退職給付費用 15,172千円

(1）勤務費用 △77,836千円

(2）退職給付費用 △77,836千円

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　当社は、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

㈱中央コーポレーション（3207）平成 19 年５月期決算短信（非連結）

－ 33 －



（税効果会計関係）

第94期
（平成18年５月31日）

第95期
（平成19年５月31日）

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

(1）流動の部 (1）流動の部

繰延税金資産

たな卸資産評価損 31,308千円

未払事業税 3,164千円

賞与引当金 14,133千円

繰延税金資産合計 48,606千円

繰延税金資産の純額 48,606千円

繰延税金資産

たな卸資産評価損 30,009千円

未払事業税 47,566千円

賞与引当金 44,392千円

その他 24,767千円

繰延税金資産小計 146,735千円

評価性引当額 △18,762千円

繰延税金資産合計 127,973千円

繰延税金資産の純額 127,973千円

(2）固定の部 (2）固定の部

繰延税金資産

減価償却費償却超過額 4,466千円

施設利用会員権評価損 5,773千円

施設利用会員権貸倒引当損 6,060千円

投資有価証券評価損 1,009千円

未払役員退職慰労金 17,258千円

減損損失  68,576千円

繰延税金資産合計 103,144千円

繰延税金負債

前払年金費用 △19,360千円

圧縮記帳積立金 △41,255千円

その他有価証券評価差額 △600,232千円

繰延税金負債合計 △660,848千円

繰延税金負債の純額 △557,703千円

繰延税金資産

減価償却費償却超過額 58,383千円

臨時償却費 268,083千円

前払年金費用 △97,009千円

建替費用引当金 109,387千円

減損損失 66,602千円

その他 29,840千円

繰延税金資産小計 435,288千円

評価性引当額 △13,195千円

繰延税金資産合計 422,093千円

繰延税金負債

圧縮記帳積立金 △39,200千円

その他有価証券評価差額 △459,713千円

繰延税金負債合計 △498,914千円

繰延税金負債の純額 △76,821千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異の主な項目別内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担比

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。

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

との間の差異の主な項目別内訳

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

 

3.2

 

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目

 

△0.6

 

評価性引当額 8.8  

住民税均等割額 1.3  

その他 △0.3  

税効果会計適用後の法人税等の負

担率

 

53.0
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（持分法損益等）

第94期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

第95期
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

　利益基準及び剰余金基準からみて重要性の乏しい関連

会社であるため、記載を省略しております。

同　左
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（関連当事者との取引）

第94期（自　平成18年１月１日　至　平成18年５月31日）

 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の

名称
住所

資本金又は

出資金

(千円） 

 事業内容

又は職業

議決権等の

所有

（被所有）

割合（％）

関係内容 

取引の内容 
取引金額

（千円） 
 科目 

期末残高

（千円） 

役員の兼任等 
事業上の

関係 

親会社 ㈱ゼクス
東京都

新宿区
2,675,976

不動産コンサル

ティング事業、

シニアハウジン

グ＆サービス事

業

被所有　

54.03　
兼任１人 

不動産の

共同開発 

　　仕入

　（注１）  

 

2,502,676

買掛金

 前受金 

2,453,676 

49,000 

資金の借入

（注２） 
 665,000

関係会社

短期

借入金 

665,000 

社債の引受

（注３） 

 

2,000,000
― ― 

 取引条件及び取引条件の決定方針等

　注１　仕入については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

　注２　資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保は提供しており

ません。 

　注３　当社が発行した第１回無担保転換社債型新株予約権付社債を額面で引き受けたものであります。 

第95期（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の

名称
住所

資本金又は

出資金

(千円） 

 事業内容

又は職業

議決権等の

所有

（被所有）

割合（％）

関係内容 

取引の内容 
取引金額

（千円） 
 科目 

期末残高

（千円） 

役員の兼任等 
事業上の

関係 

親会社 ㈱ゼクス
東京都

千代田区
2,675,976

不動産コンサル

ティング事業、

シニアハウジン

グ＆サービス事

業

被所有　

54.02
兼任１人 

不動産の

共同開発 

短期運用預入

利息の受取 

　（注）  

2,250,000

 26,753

 

― ― 

資金の借入

利息の支払 

（注） 

525,000

 119

 

関係会社

短期

借入金 

525,000

 取引条件及び取引条件の決定方針等

　注　短期運用のための預入および資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、

担保は提供しておりません。

属性
会社等の

名称
住所

資本金又は

出資金

(千円） 

 事業内容

又は職業

議決権等の

所有

（被所有）

割合（％）

関係内容 

取引の内容 
取引金額

（千円） 
 科目 

期末残高

（千円） 

役員の兼任等 
事業上の

関係 

親会社

の特定

目的

会社

チャーミ

ング・ア

セット溝

の口特定

目的会社

東京都

千代田区
100 不動産保有会社 ― 　　― 

不動産の

仲介取引 

仲介手数料の

受取（注）  
172,450 ― ― 

 取引条件及び取引条件の決定方針等

　注　不動産仲介手数料の受取については、宅地建物取引業法の規定に基づいて決定しております。
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（１株当たり情報）

第94期 第95期

１株当たり純資産額 299円91銭

１株当たり当期純利益金額 4円82銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 4円66銭

１株当たり純資産額 296円04銭

１株当たり当期純利益金額 6円32銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希

薄化効果を有していないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定基礎は以下のとおりであります。

 第94期 第95期

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 115,995 171,291

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式にかかる当期純利益（千円） 115,995 171,291

期中平均株式数（千株） 24,043 27,117

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に用いら

れた当期純利益調整額の主要な内訳（千円）
― ―

当期純利益調整額（千円） ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に用いら

れた普通株式増加数の主要な内訳（千株）

　無担保転換社債型新株予約権付社債 815 ―

普通株式増加数（千株） 815 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要
―

新株予約権１種類（新株予約

権の数700,000株）
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 １　　当社の平成18年８月23日開催の定時株主総会決議に

基づき、当社の取締役及び監査役に対して、会社法第

236条、第238条及び第239条の規定ならびに会社法第

361条及び第387条の規定に基づく新株予約権の付与を

行います。

　①　付与対象者の区分及び人数

取締役７名、監査役３名 

　②　新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 

　③　株式の数

取締役135,000株、監査役35,000株を上限とする。

　④　新株予約権の行使時の払込金額

　各新株予約権の行使に際して支出される財産の価

額は、新株予約権の行使により交付を受けることが

できる株式１株あたりの払込金額（以下「行使価額」

という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

　⑤　新株予約権の行使期間

　新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した日

より３年以内とする。 

　⑥　新株予約権の譲渡に関する事項

　譲渡による新株予約権の取得については、取締役

会の承認を要する。  

 ２　当社の平成18年８月23日開催の定時株主総会決議に基

づき、当社の従業員（執行役員等を含む。以下同じ。）

ならびに当社の子会社の取締役、監査役及び従業員に

対して、会社法第236条、第238条及び第239条の規定

に基づく新株予約権の付与を行います。 

　①　付与対象者の区分及び人数

当社の従業員ならびに当社子会社の取締役、監査役

及び従業員

　②　新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

　③　株式の数

530,000株を上限とする。

　④　新株予約権の行使時の払込金額

　各新株予約権の行使に際して支出される財産の価

額は、新株予約権の行使により交付を受けることが

できる株式１株あたりの払込金額（以下「行使価額」

という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

　⑤　新株予約権の行使期間

　新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した日

より３年以内とする。 

　⑥　新株予約権の譲渡に関する事項

　譲渡による新株予約権の取得については、取締役

会の承認を要する。

  当社は、平成19年５月10日開催の取締役会において、平

成19年６月１日付にて当社の繊維事業における原糸事業部

門（営業第一部および繊維業務管理部）を会社分割し、そ

の事業を新たに設立する会社「中央スピニング株式会社」

に承継することを決定いたしました。

（1）会社分割の目的

　当社の繊維事業のうち、モヘア等高級服地用原糸で

定評のある原糸事業部門（営業第一部および繊維業務

管理部）を分社化することによって機動的な事業構造

を確立し、自立した経営およびマーケットの変化に柔

軟に対応しうる運営を目指すことといたしました。

　併せて、現在当社の子会社である柏平繊維工業株式

会社を、分社化した新設会社の子会社とし、製販一貫

した運営体制によって事業ノウハウを一体化し、競争

力の向上と一層の効率化を図ってまいります。

（2）会社分割の要旨

 ①分割の日程

分割計画承認取締役会 平成19年５月10日 

分割の効力発生日 平成19年６月１日

新設会社設立登記日 平成19年６月１日

本件会社分割については、会社法第805条の規定に基づ

き、株主総会の承認を得ることなく行います。

 ②分割方式

　当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新

設分割（簡易分割）といたします。

 ③株式の割当て

　会社分割に際して新設会社が発行する普通株式4,000

株のすべてを、当社に対して割当て交付いたします。

 ④分割により増加または減少する資本金等

　分割により増加または減少する資本金等はありませ

ん。

 ⑤当社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取

扱い

　分割による当社新株予約権に関する取扱いは変更ご

ざいません。

　なお、当社は新株予約権付社債を発行しておりませ

ん。

 ⑥会計処理の概要

　分割会社の資産及び負債は、新設会社においても、

分割会社における当該資産及び負債の適切な帳簿価格

にて計上されます。
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前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 ⑦新設会社が承継する権利義務

　新設会社は、分割の効力発生日に分割会社が分割す

る事業に関して有する資産、債務及びこれに付随する

一 切の権利義務を承継するものとします。

　なお、債務の承継については重畳的債務引受の方法

によるものといたします。

　また、分割の効力発生日において本事業に従事する

従業員については、全員が新設会社に出向するものと

いたします。

 ⑧債務履行の見込み

　分割会社及び新設会社が、本件分割後に負担すべき

債務の履行の確実性に問題がないものと判断しており

ます。
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５．その他
(1）役員の異動

全員重任の予定であります。

(2）受注の状況

 
受注残高
（千円） 

前年同期比 
（％） 

  不動産開発部門 27,921,772 ―  

 上記の金額に消費税等は含まれておりません。
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