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（百万円未満切捨て） 
１．19 年５月期の連結業績（平成 18 年６月１日～平成 19 年５月 31 日） 
(1)連結経営成績                               （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19 年５月期 
18 年５月期 

58,906   155.5 
23,058    83.5 

6,294   103.5
3,092    58.3

3,755    66.5 
2,255    46.5 

1,663    79.2
928    26.7

 

 
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 
18 年５月期 

8,553   07 
10,653  83 

7,329   12
9,251  17

14.8
15.2

3.1 
3.2 

10.7
13.4

(参考) 持分法投資損益       19 年５月期     83 百万円  18 年５月期     60 百万円 
 
(2)連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

19 年５月期 
18 年５月期 

146,713 
99,306 

18,853
12,097

9.8 
8.2 

66,701  85
87,069 85

(参考) 自己資本       19 年５月期    14,328 百万円  18 年５月期     8,117 百万円 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年５月期 
18 年５月期 

△10,154 
△3,678 

△13,238
△23,730

26,871 
31,224 

9,650
6,201

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

  円  銭  円  銭  円  銭 百万円 ％ ％

19 年５月期 
18 年５月期 

300 00 
－ 

900  00
1,000  00

1,200 00
1,000 00

249
93

14.0 
9.4 

1.6
1.5

20 年５月期 
（予想） 

－ 
 

 2,000  00  2,000  00
 

17.2 
 

 
 
３．20 年５月期の連結業績予想（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 
通    期 

40,000 130.5 
100,000  69.8 

2,850  7.4
9,500  50.9

1,500  13.0
6,200  65.1

100 △92.3 
2,500  50.3 

465  51
11,637  81
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 

 
(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   無 

〔(注)詳細は、27 ページ「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」をご覧ください。〕 
 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 19 年５月期 215,439 株    18 年５月期  93,543 株 
②期末自己株式数  19 年５月期 622 株    18 年５月期   311 株 
 (注) 1 株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、39 ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 
 
 
(参考)個別業績の概要 
 

１.19 年５月期の個別業績(平成 18 年６月１日～平成 19 年５月 31 日) 
(1)個別経営成績                             （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円     ％

19 年５月期 
18 年５月期 

20,668   52.2 
13,583   76.6 

5,611    176.8
2,071  47.2

5,093    173.6 
1,861  52.7 

543   △47.7
1,038  58.5 

 １株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        

 円    銭 円     銭

19 年５月期 
18年５月期 

2,793     76 
11,923   28 

2,393     97
10,353 49 

(2)個別財政状態 

 総 資 産      純 資 産      自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

19 年５月期 
18年５月期 

72,316 
34,811 

13,666
8,245

18.9 
23.7 

63,573    05
88,441  37

(参考) 自己資本       19 年５月期      13,656 百万円  18 年５月期     8,245 百万円 
 

２．20 年５月期の個別業績予想（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 
通    期 

18,000 101.6 
38,000  83.9 

2,000 △19.8
6,600   17.6

1,500 △34.2
5,300    4.1

900  66.1 
2,900  433.7 

4,189  61
13,499  86

 
 
 

 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略などに関する情報は、当資料の作成時点にお

いて、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予想しうる範囲内で行った判断に基づくものです。

 そのため、リスクや不確実性を含んでいます。従いまして、これらの業績見通しのみに全面的に依拠さ

れることのないようお願いいたします。 
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１．経営成績 
 
（1）経営成績に関する分析 

 ① 当期の経営成績 
 当連結会計年度の日本経済は、輸出関連産業を中心に企業収益が好調に推移し、設備投資も順調

に増加しました。また、雇用環境の改善を背景に個人消費も緩やかながらも回復基調を維持し、国

内景気は、堅調な拡大を続けています。一方で、不安定な国際情勢や原油価格の高騰、金利の上昇

等の不安定要素は見られるものの、日本経済は、引き続き、緩やかな拡大基調を維持するものと考

えられます。 

    一方、不動産関連業界につきましては、都心部の空室率改善および賃料上昇等が示すように、Ｊ

－ＲＥＩＴや私募ファンド等の運用額は依然増加傾向にありますが、不動産価格の上昇、金利上昇

懸念等により先行きに対する不透明感が出てきております。 

このような事業環境のもと、当社グループは土地の特性に適合した不動産価値創造ビジネスを中

核とした不動産コンサルティング事業に加え、高齢者を対象としたシニアハウジング＆サービス事

業、その他施設運営事業を展開しました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は 58,906 百万円（前年同期比 155.5％）、経常利益は 3,755

百万円（前年同期比 66.5％）となり、当期純利益は 1,663 百万円 (前年同期比 79.2％)と前期に比

べ増収増益となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。 

     ① 不動産コンサルティング事業 

ＲＥＩＴ向け不動産事業、大手企業向け不動産事業のコンサルティングおよび、コンバージ

ョンにおけるコンストラクションマネジメント、不動産証券化関連プロジェクト等を行いまし

た。その結果、売上高は 46,407 百万円（前年同期比 204.0％）、営業利益は 10,576 百万円（前

年同期比 125.7％）となりました。 

② シニアハウジング＆サービス事業 

      シニアハウジングの展開を積極的に進め、当連結会計年度においては、要介護者を対象とし

たアシステッドリビング（介護付き有料老人ホーム）「ボンセジュール」シリーズ 10 棟の新規

オープン、および営業譲受による介護付き有料老人ホーム１棟の取得、ならびに健常高齢者を

対象としたシニアレジデンス「チャーミング・スクウェア」シリーズ 1棟を新規オープンした

結果、売上高は 5,758 百万円（前年同期比 28.0％）、営業損失は 703 百万円となりました。 

③ その他施設運営事業 

  ゴルフ場５施設の運営、および沖縄県那覇市にて新規リゾートホテルの開業、静岡県静岡市

にて温浴を中心としたテーマパークの開業、ならびにシニア向け住宅優待入居権付ゴルフ＆リ

ゾート会員権「C-stage membership」の販売を開始いたしました。その結果、売上高は 6,740

百万円（前年同期比 104.7％）、営業損失は 602 百万円となりました。 
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    ② 次期の見通し 

    今後の見通しにつきましては、景気の先行きについては未だ不透明感が完全には払拭されてはお

りませんが、不動産流動化市場の安定的な増大や、高齢社会の到来等といった当社のビジネスに関

連する事業機会はさらに拡大するものと思われます。 

    このような環境の中で、当社グループでは３セグメントを展開し、不動産流動化ニーズや、不動

産価値向上に関する様々なニーズに対応した「不動産コンサルティング事業」を積極的に展開する

とともに、「シニアハウジング＆サービス事業」とのシナジー効果を追求した「その他施設運営事

業」についての積極的な展開も図っていく事で業績の拡大を目指してまいります。 

    なお、次期より、「その他施設運営事業」は、「リゾート＆スポーツ、その他事業」と名称を変更

いたします。 

    通期の業績につきましては連結売上高1,000億円、連結営業利益95億円、連結経常利益62億円、

連結当期純利益 25 億円を見込んでおります。 

 

 

（2）財政状態に関する分析 

当連結会計年度の連結ベースでの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、たな卸資産及

び有形固定資産の取得による支出があったものの、長期借入れおよび社債の発行等により収入が増

加した結果、前連結会計年度に比べ、3,449 百万円増加し、当連結会計年度末には 9,650 百万円（前

年同期比 55.6％）となりました。 

 

当連結会計年度における各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロ－） 

営業活動により使用した資金は、10,154 百万円（前年同期比 176.1％）と前連結会計年度に比べ

て 6,476 百万円増加しました。これは主として、分譲マンション事業等不動産コンサルティング事

業にかかる土地等のたな卸資産の取得による支出並びに利息の支払いが大幅に増加したこと等によ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロ－） 

投資活動により使用した資金は、13,238 百万円と前連結会計年度に比べて 10,491 百万円減少し

ました。これは、子会社及び関連会社株式を積極的に取得したことによる支出増があったものの、

不動産流動化をはじめとする有形固定資産の売却による収入が大幅に増加したことによるものであ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロ－） 

財務活動の結果得られた資金は、26,871 百万円と前連結会計年度に比べて 4,352 百万円減少しま

した。これは、主に新規のたな卸資産及び有形固定資産の取得、並びに子会社及び関連会社株式の

取得に伴い、長期借入れおよび社債の発行による資金調達を行ったこと等による収入増の一方、不

動産流動化をはじめとする有形固定資産の売却により長期借入金の返済が進んだことによるもので

す。 
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  財政状態に関する指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 第８期 

平成16年5月 

第９期 

平成17年5月 

第10期 

平成18年5月 

第11期 

平成19年5月 

自己資本比率 8.8％ 9.3％ 8.2％ 9.8％

時価ベースの自己資本比率 87.9％ 55.2％ 46.0％ 21.3％

債務償還年数 3.6 年 6.5 年 ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ 14.4 倍 7.7 倍 ― ―

  ・自己資本比率             ：自己資本／総資産 

     ・時価ベースの自己資本比率       ：株式時価総額／総資産 

     ・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 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行株式数により算出しております。 

※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており、

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

利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループでは、業績、配当性向、キャッシュ・フローとのバランスを総合的に勘案のうえ、財務

体質の強化と収益力の向上を図りながら配当性向 20％以上を目指し、株主様への利益還元に努めてま

いります。内部留保金につきましては、財務体質の強化と企業価値向上のための事業投資に活用いたし

ます。 

当期の期末配当金につきましては、1株あたり期末配当金 900 円（前期より 100 円減、ただし、平成

18年６月１日付にて当社普通株式１株を２株に株式分割）、中間期に実施した1株あたり上場記念配300

円（中間配当金０円）とあわせ 1株あたり年間配当金 1,200 円（前期より 200 円増）となり、当期の配

当性向は、14.0％となります。 

次期の配当金につきましては、1株当たり年間配当金2,000円（当期より800円増）、配当性向で17.2％

を見込んでおります。 

 

（4）事業等のリスク 

当社グループの事業その他（投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を含む。）

について影響を及ぼす可能性が考えられる事項には以下のようなものがあります。 

   当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避と発生した場合の対応

に努力する方針であります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在におい

て当社が合理的に判断したものであり、将来発生するすべてのリスク及びその可能性について網羅し

たものではありません。 

   

①経済環境におけるリスク 

わが国の経済情勢が急速に悪化した場合、そのファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)を反映して

不動産市場等に変動が生じ、不動産価格の下落等によって当社グループの業績や財政状態に悪影響を

及ぼす可能性があります。 
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  ②有利子負債におけるリスク 

当社グループの事業に係る土地、建物の取得費及び建築費等は、主に金融機関からの借入金によっ

て調達しているため、総資産に占める有利子負債の比率が高くなっております。将来において、金利

が上昇した場合には資金調達コストが増加する事により当社グループの経営成績や財務状況に影響

を及ぼす可能性があります。資金調達については特定の金融機関に依存することなく、案件ごとに複

数の金融機関と交渉しておりますが、突発的な内外部環境の変化等により、資金調達が出来なかった

場合には、当社グループの資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。 

 

  ③不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク 

   不動産には、権利、地盤、地質、構造などに関して欠陥、瑕疵等が存在している可能性があります。

当社グループは、当社技術部を中心にこれらの品質チェックを行って事業を推進しておりますが、欠

陥、瑕疵等の状態によっては、資産価値の低下を防ぐ為に、予定外の費用を負担せざるを得ない場合

がある等、当社の業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

  ④災害等によるリスク 

将来において、火災、地震、津波、暴風雨、洪水、落雷、竜巻、戦争、暴動、騒乱、テロ等（以下、

「災害等」という）が発生した場合には、グループとして保有・運営する不動産が滅失、劣化又は毀

損し、その資産価値が低下する可能性があります。このような被害を受けた場合、その修復の為に建

物の使用が一定期間不能となり、賃料収入の減少や資産価値の低下等によって、当社グループの業績

や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

  ⑤法的規制に関するリスク 

当社グループは、不動産の収益性改善に関する事業を行う過程で、不動産の取得、開発、賃貸借等

を行っており、宅地建物取引業法、建築基準法、都市計画法等の法的規制を受けながら事業を行って

おります。また、シニアハウジング＆サービス事業においては、介護福祉法、老人福祉法等による規

制を受けながら、事業を行っております。今後、法令等の制定・改正や規制の変更への対応に伴い、

当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

 

  ⑥減損会計について 

当社は各セグメントにおいて固定資産を所有しており、各所有不動産は当社のＣＭ機能を活用した

リノベーション、コンバージョンにより収益性の維持を図っております。しかし今後の景気動向など

により当社グループ所有不動産の収益性が悪化し、投資額の回収が見込めなくなった場合、一定の条

件下で固定資産の減損処理（減損会計）等の会計基準の適用を受けると、回収可能性を反映させるよ

うに帳簿価格を減損する必要性が生じるために、当該会計処理の具体的な内容、地価の動向及び当社

の収益状況によっては、当社グループの財政状況及び経営成績に少なからず影響を及ぼす可能性があ

ります。 
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  ⑦運営事業全体について 

当社グループはグループ会社において、シニアハウジング＆サービス事業及びその他施設運営事業

を行っております。シニアハウジング事業等の施設運営事業は、高齢化社会の進展に伴い、様々な企

業の参入が予測されます。今後の新規参入や競争の激化に伴って、当社グループの業績に影響を与え

る可能性があります。また、運営において万一、事故が発生し当社グループの管理責任を問われた場

合、また顧客情報の漏洩により、当社が個人情報保護法違反を問われた場合、当社グループの業績や

財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

  ⑧シニアハウジング＆サービス事業について 

（イ）入居者の安全管理・健康管理について 

当社グループが運営する施設の入居者は平均年齢75歳以上の高齢者であり更にケア付高齢者住宅

では、ほぼ全員が要介護認定を受けており、入居者の転倒等によって入居者の生命に関わる重大な事

故に発展する可能性があります。また、食事や入浴等を共有する集団生活が行なわれている事から入

居者の食中毒・集団感染等の危険度は相対的に高いと考えられます。当社は、十分な人員体制によっ

て万全の安全管理・健康管理を行なっており、過去に重大な事故や食中毒等を起こした事は有りませ

んが、万一事故等が発生して、当社の管理責任が問われた場合には、当該事業の展開に支障をきたす

可能性があります。 

（ロ）施設の売上計上に関して 

当社グループの各施設への入居に際して、入居者は入居時費用として入居一時金と、月額利用料が

必要となります。入居一時金は、将来に支払われるべき施設の家賃を入居時に前払い家賃分として支

払うものであります。従って当該一定期間内に契約が解除された場合には、入居一時金の内、入居経

過年数に応じて償却された残預額（未償却分）が入居者に返還される事となります。その為、今後中

途解約が発生することにより当社から現金が流出することとなります。 

なお、当施設からの売上高は、入居一時金の償却分と、月々の家賃及び管理費の合計から構成され

ております。会計上、入居一時金は「長期前受収益」勘定とし、その償却分を売上計上するという処

理を行っております。また、入居一時金の償却は、アシステッドリビング（要介護者向け住宅）「ボ

ンセジュール」シリーズは5年、シニアレジデンス「チャーミング」シリーズは各施設毎に償却年数

が定められており、「チャーミング・コート溝の口」、「チャーミング・スクウェア舞子」、および「チ

ャーミング・スクウェア芦屋」は20年4ヶ月、「チャーミング・スクウェア本郷」は16年で終了するス

ケジュールとなっておりますので、償却終了年以降は入居一時金の償却による売上は発生せず、施設

の売上高としては、月々の家賃と管理費のみが計上されることとなります。 

その為、何らかの理由により、当社施設の入居者の入替えがスムーズに行なわれない場合（①入替

え新規入居者が募集できない場合 ②既存入居者が償却スケジュール以上の期間入居されている場

合）には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

 

当社グループは、当社及び当社の連結子会社 22 社で構成されており、グループ事業は、3セグメント、

すなわち、「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」および「その他施設運

営事業」からなっております。 

①不動産コンサルティング事業 

不動産コンサルティング事業は、主に以下の事業を中心に展開しております。 

１． 収益性の低い不動産を所有する顧客に対して、当該不動産の収益性改善のための事業計画の策定、

事業化後の収益の予測、基本設計等の提供、用途変更の提案等のコンサルティングサービスの提供

を行っております。 

２． 顧客から不動産を購入し、事業主として、エンドユーザーの意向及び当該不動産の特性を踏まえ

た当該不動産の開発を行っております。なお、当社グループは、事業企画の策定に特化しており、

開発後の販売業務は、外部に委託しております。 

３． 当社グループは、銀行による不良債権処理、企業再生及び企業の保有と利用の分離の進展等によ

り不動産取引が活発化してきたことに対応し、収益性の改善が見込める不動産（ビジネスホテル、

オフィスビル、賃貸マンション、商業用施設など）に投資を行い、収益性改善策が実施された不動

産を保有する業務を行なっております。また、顧客の不動産オフバランスニーズに対し、不動産流

動化スキームをアレンジする業務を行なっております。かかる不動産流動化取引において、当社グ

ループは、ノンリコースローン等のファイナンスアレンジの他、特別目的会社に譲渡された不動産

の改装、用途変更等によって当該不動産の価値向上に寄与しております。 

②シニアハウジング＆サービス事業 

当社グループでは、高齢化社会に対応し、高齢者が安全で快適に生活できる住居空間とコミュニティ

の提供を目的として、高齢者用各種住宅の企画、開発及び運営を行っております。株式会社ゼクスコミ

ュニティにて、介護が必要な高齢者である居住者に対してケアサービスを行う高齢者向け施設を運営し

ております。また、株式会社ゼクスアクティブ・エイジならびに株式会社チャーミング・エイジ研究所

にて、健常高齢者向けの住宅を運営するとともに、入居後に介護が必要となった入居者に対し、介護サ

ービスを提供しております。さらに、高齢者向け住宅事業の付加価値事業として、株式会社ジーメドを

設立し、医療関連サービスの提供を行っております。 

③その他施設運営事業 

当社グループは、施設運営事業として様々な付加価値施設の運営を行っております。株式会社チャー

ミング・リゾーツにおいて当社グループ保有のゴルフ場・リゾートホテルの運営およびシニア住宅優先

入居権付ゴルフ＆リゾート会員権の販売を行い、株式会社チャーミング・リゾート那須、株式会社チャ

ーミング･リゾート藤岡、株式会社チャーミング・リゾート関越、株式会社チャーミング･リゾートワイ

ルドダックおよび株式会社チャーミング・リゾート都ゴルフ倶楽部5社がリゾートホテル・ゴルフ場を
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保有しております。また、株式会社チャーミング･リゾート沖縄においてリゾートホテルの保有および

運営、株式会社チャーミング･リゾートすんぷにおいて静岡県における温浴施設の運営を行っておりま

す。さらに、株式会社ゼクスペットコミュニティが、総合ペット施設及びペットスクール2校の運営を

行っております。 

また、株式会社ゼクススポーツを設立し、スポーツクラブ運営を行う予定であります。 
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上記事項を事業系統図により示すと次の通りとなります。 
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３．経営方針 
 
（１） 経営の基本方針 

当社グループは、「不動産の価値創造を通じて、心の豊かさにつながるホスピタリティサービス

を提供する」というグループミッションに基づき、不動産価値創造において事業モデルを限定せず

に最適なソリューションを提供する「不動産コンサルティング事業」と、運営サービスを中核とし

た「シニアハウジング＆サービス事業」「その他施設運営事業」を行い、更に各社の事業展開に際

してグループ全体のシナジーを追求する事で、グループの企業価値の最大化を目指しております。 
      
（２） 利益分配に関する基本方針 

当社は、株主への長期的利益還元を経営の重要な課題と位置付けております。 
配当政策については企業体質の強化と将来の事業展開の為に内部留保の充実を図るとともに、業績

に応じた配当を継続的に行う事を基本方針としております。 
 
（３）  投資単位の引下げに関する考え方及び方針等  
     当社では、株式の流動性を高めるため、また投資家層の拡大を図るべく、平成 18 年 5 月 31 日

を基準日とし、平成 18 年 6 月 1 日付けで、1 株につき 2 株の割合をもって株式分割を実施してお

ります。 
今後につきましては、当社株式の株価水準、売買高、株主数および投資家のニーズ等を考慮し、

適切な投資単位の設定について、適宜検討していく方針であります。 
 
（４） 目標とする経営指標 

当社グループは成長性を重視し、経常利益の拡大を目指しております。あわせて、財務体質の

改善も図っていく方針であります。 
 
（５） 中長期的な会社の経営戦略 
    現在は時価会計制度導入を始めとする企業の資産オフバランスニーズの増大などを背景に、Ｒ

ＥＩＴや不動産ファンドの資産残高も飛躍的に増加している状況にあります。不動産価格が全体

的に高騰してくる状況下では、更に収益価値を高める不動産ノウハウのニーズが高まるものと考

えられます。また、社会環境において少子高齢社会が到来する状況で、高齢者に対する様々なサ

ービスが出てくるものと考えられます。 
    このような環境のもと、当社グループでは不動産価値の創造を目的とした「不動産コンサルテ

ィング事業」をコアスキルとして、シニアハウジングの開発・運営や、ライフスタイルの提案と

して、遊びや健康を提供するゴルフ場やホテル等の運営事業にも注力していきます。更に、各事

業のシナジー効果を追求することで、当社グループの安定的な業績向上を図る方針であります。    
  

（６） 会社の対処すべき課題 
当社グループでは次の３つの項目を経営課題と認識し事業を行っております。 
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① 人材の育成 

当社グループの不動産コンサルティング事業は、不動産・金融・建設に対する広範囲のスキ

ルが必要な為、優秀なスタッフの充実が不可欠です。またシニアハウジング＆サービス事業や

その他施設運営事業を継続的に拡大するには、施設の展開力に加えて、運営の質の向上が重要

な成功要因となり、その為には運営に携わる優秀なスタッフが必要です。その為に、各事業に

おいて新卒・中途採用を積極的に進め、ＯＪＴ（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）制度に加

え研修制度の充実を図り、優秀な人材の獲得・育成に注力していきます。 
② 事業企画力の強化 

当社グループのコアスキルである不動産コンサルティング事業では、オフィスビル、賃貸マ

ンション、分譲マンション(ファミリー・ワンルームタイプ)、シニアハウジング（高齢者用住

宅）、ビジネスホテル、商業施設、娯楽・文化施設等、運営まで含めた多岐にわたる不動産プロ

ジェクトを実行しておりますが、そのノウハウを活用し更なる収益性向上の追求と、新たな事

業モデルの検討を進めていく事で事業企画力を強化し、競争力を向上させる方針です。 

③ 内部統制システムの強化 
当社グループでは、企業価値を高めるために、ＣＳＲ重視の経営を進めておりますが、コー

ポレート・ガバナンス充実の一環として会社法が求める内部統制システムの構築につきまして

も、さらにその運用の充実を図ることが必要と判断しております。その取組として、経営の意

思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り、経営体制を強化する人事異

動を行いました。 

 
（７） 親会社等に関する事項 

当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 
 
（８） その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はございません。 
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４．連結財務諸表等 

(1) 連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

(平成18年５月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年５月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  6,339,181 9,663,722  3,324,541

２ 受取手形及び売掛金 ※1 965,667 3,949,724  2,984,056

３ 販売用不動産 ※1 2,791,737 2,761,212  △30,524

４ 仕掛販売用不動産 ※1 15,336,025 34,281,358  18,945,332

５ 仕掛品 ※1,3 1,401,180 2,352,034  950,853

６ その他のたな卸資産  759,121 853,177  94,056

７ 繰延税金資産  125,466 921,854  796,387

８ その他  2,343,438 6,772,295  4,428,857

貸倒引当金  △22,619 △19,139  3,479

流動資産合計  30,039,200 30.3 61,536,239 41.9 31,497,039

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※1,4,5 23,954,280 40,027,170   

減価償却累計額  △4,411,845 19,542,434 △5,816,068 34,211,102  14,668,667

(2) 機械装置及び運搬具 ※1 958,090 1,017,491   

減価償却累計額  △905,848 52,241 △932,281 85,209  32,967

(3) 工具器具備品 ※5 505,665 847,536   

減価償却累計額  △289,535 216,129 △429,861 417,674  201,544

(4) 土地 ※1,4,5 29,338,848 27,544,297  △1,794,550

(5) 建設仮勘定 ※1 4,962,592 1,042,277  △3,920,314

(6) その他  247,230 445,677   

減価償却累計額  △4,267 242,963 △4,400 441,277  198,313

有形固定資産合計  54,355,209 54.7 63,741,838 43.4 9,386,628

２ 無形固定資産    

(1) 営業権  8,423 ―  △8,423

(2) 借地権  656,050 1,398,592  742,542

(3) 商標権  1,454 33,409  31,954

(4) ソフトウェア  46,984 114,244  67,259

(5) 連結調整勘定  852,920 ―  △852,920

(6) 電話加入権  8,420 8,599  178

(7) のれん  ― 932,137  932,137

無形固定資産合計  1,574,254 1.6 2,486,984 1.7 912,729

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※1,6 6,876,711 9,644,945  2,768,233

(2) 長期貸付金  1,049,133 2,286,651  1,237,518

(3) 差入保証金 ※1 3,119,284 4,306,923  1,187,639

(4) 繰延税金資産  215,698 259,170  43,471

(5) その他 ※1 1,096,685 1,105,299  8,613

貸倒引当金  △63,150 △53,150  10,000

投資その他の資産合計  12,294,363 12.4 17,549,840 12.0 5,255,477

固定資産合計  68,223,827 68.7 83,778,663 57.1 15,554,835

Ⅲ 繰延資産    

１ 開業費  1,042,530 1,398,309  355,779

 ２ 創立費  1,342 559  △782

繰延資産合計  1,043,872 1.0 1,398,869 1.0 354,996

資産合計  99,306,900 100.0 146,713,772 100.0 47,406,871
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前連結会計年度 

(平成18年５月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年５月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金  2,377,022 4,948,107  2,571,085

２ 営業外支払手形  1,155,000 ―  △1,155,000

３ 短期借入金 ※1,9 20,273,823 33,989,010  13,715,187

４ 一年内償還予定社債  ― 2,424,000  2,424,000

５ 未払法人税等  731,286 2,760,715  2,029,429

６ 不動産事業前受金  1,747,001 1,699,468  △47,532

７ 預り金 ※9,10 1,307,313 3,427,822  2,120,508

８ 賞与引当金  34,984 129,278  94,294

９ 事業損失引当金  ― 1,242,917  1,242,917

10 その他  2,100,891 4,127,185  2,026,293

流動負債合計  29,727,322 29.9 54,748,507 37.3 25,021,184

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  344,000 520,000  176,000

２ 新株予約権付社債  2,175,000 2,075,000  △100,000

３ 長期借入金 ※1 37,610,454 48,922,617  11,312,162

４ 長期前受収益 ※7 10,657,703 14,182,960  3,525,257

５ 預り保証金 ※1 5,348,738 5,089,297  △259,440

６ 匿名組合出資預り金  260,767 ―  △260,767

７ 繰延税金負債  1,028,080 1,749,555  721,475

８ 建替費用引当金  ― 269,427  269,427

９ その他  57,575 303,051  245,476

固定負債合計  57,482,320 57.9 73,111,911 49.8 15,629,591

負債合計  87,209,643 87.8 127,860,419 87.1 40,650,776

 (純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  2,675,976 2.7 5,228,351 3.6 2,552,374

２ 資本剰余金  2,441,478 2.5 4,993,852 3.4 2,552,374

３ 利益剰余金  2,557,705 2.6 3,795,688 2.6 1,237,983

４ 自己株式  △89,582 △0.1 △89,582 △0.1 ―

株主資本合計  7,585,577 7.7 13,928,309 
9.5 

 
6,342,731

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価 

  差額金 
 532,119 0.5 409,307 0.3 △122,812

２ 繰延ヘッジ損益  ― △8,925 △0.0 △8,925

評価・換算差額等合計  532,119 0.5 400,382 0.3 △131,737

Ⅲ 新株予約権  ― 13,525 0.0 13,525

Ⅳ 少数株主持分  3,979,560 4.0 4,511,136 3.1 531,575

純資産合計  12,097,257 12.2 18,853,352 12.9 6,756,095

負債純資産合計  99,306,900 100.0 146,713,772 100.0 47,406,871
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② 連結損益計算書 

  

前連結会計年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年６月１日 

至 平成19年５月31日) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

Ⅰ 売上高  23,058,025 100.0 58,906,610 100.0 35,848,585

Ⅱ 売上原価  16,167,820 70.1 45,902,933 77.9 29,735,113

売上総利益  6,890,204 29.9 13,003,676 22.1 6,113,471

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 3,797,954 16.5 6,709,472 11.4 2,911,517

営業利益  3,092,250 13.4 6,294,203 10.7 3,201,953

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  76,189 113,390   

２ 受取配当金  7,614 41,433   

３ 受取手数料  111,000 ―   

４ 連結調整勘定償却額  1,947 ―   

５ 負ののれん償却額  ― 4,718   

６ 債権譲渡益  1,529 ―   

７ 持分法による投資利益  60,008 83,690   

８ 保険解約返戻金  ― 153,047   

９ 雑収入  87,953 346,242 1.5 207,371 603,652 1.0 257,409

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  888,423 2,289,962   

２ 支払融資手数料  100,199 476,705   

３ 開業費償却  115,554 290,041   

４ 社債発行費  34,742 21,036   

５ その他  44,283 1,183,203 5.1 64,830 3,142,576 5.3 1,959,373

経常利益  2,255,289 9.8 3,755,279 6.4 1,499,989

Ⅵ 特別利益    

１ 前期損益修正益  4,881 ―   

 ２ 固定資産売却益 ※2 307 2,953,555   

 ３ 投資有価証券売却益  223,688 209,295   

 ４ 違約金  329,125 ―   

５ その他  3,049 561,051 2.4 46,907 3,209,758 5.4 2,648,706

Ⅶ 特別損失    

１ たな卸資産評価損  60,982 34,001   

２ たな卸資産処分損  11,269 ―   

３ 固定資産売却損 ※3 2,842 ―   

４ 固定資産除却損 ※4 60,148 65,461   

５ 減損損失 ※5 174,760 6,058   

６ 投資有価証券評価損  1,999 175,258   

７ 特別退職金  335,416 ―   

８ ビル建替費用  ― 332,986   

９ 子会社再編費用  ― 69,097   

10 事業損失引当金繰入  ― 1,242,917   

11 その他   9,009 656,428 2.8 103,544 2,029,325 3.4 1,372,896

匿名組合損益分配前税

金等調整前当期純利益
 2,159,912 9.4 4,935,712 8.4 2,775,800

匿名組合損益分配額  △55,500 △0.3 18,826 0.0 74,327

税金等調整前当期純利益  2,104,411 9.1 4,954,539 8.4 2,850,128

法人税、住民税及び事業税  1,017,169 3,190,803   

法人税等調整額  9,579 1,026,748 4.5 △561,371 2,629,432 4.5 1,602,683

少数株主利益  149,496 0.6 661,690 1.1 512,193

当期純利益  928,165 4.0 1,663,416 2.8 735,251
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③ 連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

（単位：千円）  

株主資本 
評価・換算

差額等 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

少数株主 

持分 

平成17年５月31日残高 1,067,698 815,626 1,716,166 △154,291 3,445,200 613,651 32,433

連結会計年度中の変動額    

 新株の発行 1,608,278 1,608,235 3,216,513  

 剰余金の配当  △65,805 △65,805  

 当期純利益  928,165 928,165  

 自己株式の取得  △98,520 △98,520  

自己株式の処分  17,615 163,229 180,845  

連結子会社の増加  △20,821 △20,821  

株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額 

(純額) 
  △81,531 3,947,127

連結会計年度中の変動額 

合計 
1,608,278 1,625,851 841,539 64,709 4,140,376 △81,531 3,947,127

平成18年５月31日残高 2,675,976 2,441,478 2,557,705 △89,582 7,585,577 532,119 3,979,560
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    当連結会計年度(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 

平成18年５月31日残高 2,675,976 2,441,478 2,557,705 △89,582 7,585,577

連結会計年度中の変動額   

 新株の発行 2,552,374 2,552,374  5,104,748

 剰余金の配当  △149,233  △149,233

連結範囲の変動  △276,200  △276,200

当期純利益  1,663,416  1,663,416

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 
2,552,374 2,552,374 1,237,983 ― 6,342,731

 平成19年５月31日残高 5,228,351 4,993,852 3,795,688 △89,582 13,928,309

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年５月31日残高 532,119 ― 532,119 ― 3,979,560 12,097,257

連結会計年度中の変動額   

 新株の発行   5,104,748

 剰余金の配当   △149,233

連結範囲の変動   △276,200

当期純利益   1,663,416

株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額 

(純額) 
△122,812 △8,925 △131,737 13,525 531,575 413,363

連結会計年度中の変動額 

合計 
△122,812 △8,925 △131,737 13,525 531,575 6,756,095

 平成19年５月31日残高 409,307 △8,925 400,382 13,525 4,511,136 18,853,352
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④ 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  

前連結会計年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日)

当連結会計年度 

(自 平成18年６月１日 

至 平成19年５月31日) 

比較増減 

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 税金等調整前当期純利益  2,104,411 4,954,539 2,850,128

２ 減価償却費  604,411 1,855,550 1,251,139

３ 減損損失  174,760 6,058 △168,702

４ ビル建替費用  ― 332,986 332,986

５ 持分法による投資損益  △60,008 △83,690 △23,682

６ 連結調整勘定償却額  9,827 ― △9,827

７ のれん償却額  ― 76,777 76,777

８ 貸倒引当金の増減額(△減少)  △213,484 △13,529 199,955

９ 事業損失引当金の増減額(△減少)  ― 1,242,917 1,242,917

10 受取利息及び受取配当金  △83,803 △154,823 △71,020

11 支払利息  888,423 2,289,962 1,401,539

12 投資有価証券売却益  △223,688 △209,295 14,393

13 投資有価証券評価損  1,999 175,258 173,259

14 固定資産売却損益        2,535 △2,953,555 △2,956,090

15 固定資産除却損        60,148 65,461 5,313

16 売上債権の増減額(△増加)  19,429 △2,988,187 △3,007,616

17 たな卸資産の増減額(△増加)  △10,056,528 △11,340,555 △1,284,027

18 繰延資産の増減額(△増加)  △736,002 △354,796 381,206

19 仕入債務の増減額(△減少)  1,534,458 1,414,578 △119,880

20 不動産事業前受金の増減額(△減少)  1,694,115 △1,017,532 △2,711,647

21 匿名組合出資金の増減額(△増加)  △62,962 △1,120,897 △1,057,935

22 長期前受収益の増減額(△減少)  2,243,412 3,166,648 923,236

23 預り保証金の増減額(△減少)  △121,646 △450,745 △329,099

24 前払費用の増減額(△減少)   ― △1,897,185 △1,897,185

25 預り金の増減額(△減少)  ― 1,890,980 1,890,980

26 立替金の増減額（△減少）  ― △1,460,400 △1,460,400

27 その他  228,742 19,323 △209,419

小計  △1,991,447 △6,554,151 △4,562,704

28 利息及び配当金の受取額  98,051 153,220 55,169

29 利息の支払額  △901,928 △2,277,935 △1,376,007

30 法人税等の支払額  △883,120 △1,475,729 △592,609

営業活動によるキャッシュ・フロー  △3,678,444 △10,154,595 △6,476,151
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前連結会計年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日)

当連結会計年度 

(自 平成18年６月１日 

至 平成19年５月31日) 

比較増減 

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 定期預金の純増減額(△増加)  △103,172 127,817 230,989

２ 投資有価証券の取得による支出  △994,407 △2,563,497 △1,569,090

３ 投資有価証券の売却による収入  405,575 378,765 △26,810

４ 有形固定資産の取得による支出  △18,205,724 △17,563,820 641,904

５ 有形固定資産の売却による収入  9,773 8,821,840 8,812,067

６ 営業譲受による支出  ― △575,825 △575,825

７ 連結の範囲の変更を伴う子会社 

  株式の取得による収支 
 △3,161,616 △1,124,106 2,037,510

８ 関係会社株式の追加取得による支出  △1,012,953 △41,300 971,653

９ 関係会社株式の売却による収入  ― 616,130 616,130

10 貸付金の回収による収入  2,423,093 1,807,038 △616,055

11 貸付けによる支出  △1,706,030 △2,108,576 △402,546

12 差入保証金の増減額(△増加)  △738,317 △988,764 △250,447

13 その他  △646,269 △24,384 621,885

投資活動によるキャッシュ・フロー  △23,730,048 △13,238,683 10,491,365

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入れの純増減額(△減少)  2,961,550 △6,207,637 △9,169,187

２ 長期借入れによる収入  33,534,323 46,999,079 13,464,756

３ 長期借入金の返済による支出  △9,107,020 △23,172,940 △14,065,920

４ 社債の発行による収入  180,000 2,584,010 2,404,010

５ 新株予約権付社債の発行による収入  3,965,257 3,994,953 29,696

６ 社債の償還による支出  △338,000 △168,000 170,000

７ 株式の発行による収入  11,593 1,015,324 1,003,731

８ 新株予約権出資金相当額の預かりに

よる収入 
 ― 2,000,106 2,000,106

９ 自己株式の取得・売却による純支出  82,245 ― △82,245

10 株主への配当金の支払額  ― △149,233 △149,233

11 少数株主への配当金の支払額  ― △23,875 △23,875

12 その他  △65,805 ― 65,805

財務活動によるキャッシュ・フロー  31,224,143 26,871,786 △4,352,357

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減額(△減少)  3,815,649 3,478,508 △337,141

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,049,112 6,201,508 4,152,396

Ⅶ 新規連結及び連結除外に伴う現金及び

現金同等物の増減額 
 336,746 △29,294 △366,040

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 6,201,508 9,650,722 3,449,214
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数     25社 

連結子会社の名称 

㈱ゼクスコミュニティ 

㈱チャーミング・エイジ研究所 

㈱ゼクスペットコミュニティ 

㈱ジーメド 

㈱チャーミング・リゾート那須 

㈱チャーミング・コミュニティ 

㈱チャーミング・リゾーツ 

中央毛織㈱ 

㈱チャーミング・リゾート藤岡 

㈱チャーミング・リゾート関越 

他15社

なお、㈱チャーミング・リゾー

ツ、㈱チャーミング・リゾートファ

イナンス、㈱チャーミング・コミュ

ニティ豊洲、㈱チャーミング・コミ

ュニティ小金井及び㈲カヌチャ・ゼ

ットは新たに設立したことにより、

また、㈱チャーミング・リゾート都

ゴルフ倶楽部、中央毛織㈱は株式の

取得により新たに子会社となったこ

とにより、NSBサポートファンド㈲

㈲RZ ONE、及び㈲すんぷ夢ひろばは

昨今の情勢変化に鑑み、当連結会計

年度より連結の範囲に含めておりま

す。 

 

また、㈱チャーミング・リゾート

藤岡、㈱チャーミング・リゾート関

越及び㈱チャーミング・リゾートワ

イルドダックは、平成17年8月24日

にそれぞれ㈱チャーミング・リゾー

ト藤岡ゴルフ倶楽部、㈱チャーミン

グ・リゾート関越ハイランドゴルフ

クラブ及び㈱チャーミング・リゾー

トワイルドダッククラブより商号

を、㈱チャーミング・リゾートすん

ぷは、平成17年10月11日に㈲チャー

ミング・リゾートすんぷより組織及

び商号を変更しております。 

 

 (1) 連結子会社の数     22社 

   連結子会社の名称 

   ㈱ゼクスコミュニティ 

   ㈱ゼクスアクティブ・エイジ 

   ㈱チャーミング・エイジ研究所 

   ㈱ゼクスペットコミュニティ 

   ㈱ジーメド 

   ㈱チャーミング・リゾート那須 

   ㈱チャーミング・リゾーツ 

   ㈱中央コーポレーション 

   ㈱チャーミング・リゾート藤岡 

   ㈱チャーミング・リゾート関越 

               他12社 

 

なお、㈲ゼット投信は、重要性

が増したこと等により、㈱ゼクス

スポーツ及び㈱ゼクスラーニング

コミュニティは、新たに設立した

ことにより、那覇バスターミナル

㈱は、株式の取得により、当連結

会計年度より連結の範囲に含めて

おります。 

 

また、㈱チャーミング・コミュ

ニティ、㈱チャーミング・コミュ

ニティ芦屋、㈱チャーミング・コ

ミュニティ白金、㈱チャーミン

グ・コミュニティ豊洲及び㈱チャ

ーミング・コミュニティ小金井は

当社への吸収合併により当連結会

計年度より連結の範囲から除外し

ております。 

 

また、NSBサポート・ファンド㈲

及び他１社は匿名組合契約への出

資比率の減少等により、当連結会

計年度より連結の範囲から除外

し、持分法適用会社としておりま

す。 

 

また、㈱中央コーポレーション

は、平成18年10月１日に中央毛織

㈱より商号を変更しております。 

  -20-



 
 
 
 

㈱ゼクス（8913）平成19年5月期決算短信 
 
 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 非連結子会社名 

中央興産㈱ 

中央リース㈱ 

柏平繊維工業㈱ 

中央ケアサービス㈱ 

他15社 

 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社のうち4社は、財務

及び営業又は事業の方針を決定する

機関に対する支配力が一時的である

と認められることから、また非連結

子会社のうち15社は、いずれも小規

模会社であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余金（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。 

(2) 非連結子会社名 

  中央興産㈱ 

  中央リース㈱ 

  柏平繊維工業㈱ 

  中央ケアサービス㈱ 

         他６社 

 

連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社は、いずれも小規模

会社であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余金（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。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 持分法を適用した関連会社数

１社 

   関連会社の名称 

   東西アセット・マネジメント㈱ 

 

なお、東西アセット・マネジメン

ト㈱は株式の取得により新たに関連

会社となったことから、当連結会計

年度より持分法を適用しておりま

す。 

 

(1) 持分法を適用した関連会社数 

                         ８社 

  関連会社の名称 

  東西アセット・マネジメント㈱ 

  ㈲RZ ONE 

    NSBサポート・ファンド㈲ 

  ㈲ゼット・スター 

  チャーミング・アセット溝の口

特定目的会社 

  レオ・アセット特定目的会社 

  NSBサポート・ファンド合同会社

  特定目的会社アクロポリス 

 

  なお、NSBサポート・ファンド㈲

及び他１社は、上記「１ 連結の

範囲に関する事項」に記載のとお

り、当連結会計年度よりそれぞれ

連結の範囲から除外し、持分法適

用会社としております。 

 

  また、チャーミング・アセット

溝の口特定目的会社及び他４社

は、新規設立等に伴い、当連結会

計年度より持分法適用会社として

おります。 
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項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

 

(2) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社名 

中央興産㈱ 

  中央リース㈱ 

  柏平繊維工業㈱ 

  中央ケアサービス㈱ 

            他17社 

(2) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社 

  中央興産㈱ 

  中央リース㈱ 

  柏平繊維工業㈱ 

  中央ケアサービス㈱ 

             他９社 

 持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社のうち4社は、

財務及び営業又は事業の方針を決定

する機関に対する影響力が一時的で

あると認められることから、また、

持分法非適用会社のうち17社はそれ

ぞれ当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除い

ても連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要

性がないため、持分法の適用から除

外しております。 

 

(3) 持分法の適用の手続について特に

記載する必要があると認められる事

項 

持分法適用会社である東西アセッ

ト・マネジメント㈱の決算日は12月

31日であります。連結財務諸表の作

成にあたり、連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使用

しております。 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、それぞれ当

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）等から

みて、持分法の対象から除いても連

結財務諸表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、持分法の適用から除外して

おります。 

 

 

 

 

 

(3) 持分法の適用の手続について特

に記載する必要があると認められ

る事項 

  持分法適用会社のうち、東西ア

セット・マネジメント㈱、チャー

ミング・アセット溝の口特定目的

会社、レオ・アセット特定目的会

社及びNSBサポート・ファンド合同

会社の決算日はそれぞれ12月31日

であります。連結財務諸表の作成

にあたり、連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使

用しております。 

  特定目的会社アクロポリスの決

算日は７月31日であります。連結

財務諸表の作成にあたり、連結決

算日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しております。 

  ㈲RZ ONEの決算日は３月31日で

あります。連結財務諸表の作成に

あたり、同日現在の財務諸表を使

用しております。 

  NSBサポート・ファンド㈲及び㈲

ゼット・スターの中間決算日は３

月31日であります。連結財務諸表

の作成にあたり、同日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使

用しております。 
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項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうち、㈲すんぷ夢ひ

ろば及び㈲RZ ONEの決算日は、それ

ぞれ2月28日、3月31日であります。 

連結財務諸表の作成にあたって

は、同日現在の財務諸表を使用し、

連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を

行っております。 

また、NSBサポートファンド㈲の決

算日は、9月30日であります。連結財

務諸表の作成にあっては連結決算日

現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。 

  なお、その他の連結子会社の決算

日は、連結決算日と一致しておりま

す。 

なお、中央毛織㈱については、当

連結会計年度より決算日を5月31日に

変更しております。 

 

連結子会社のうち、那覇バスター

ミナル㈱の決算日は３月31日であり

ます。連結財務諸表の作成にあた

り、同日現在の財務諸表を使用し、

連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を

行っております。 

また、㈲ゼット投信の中間決算日

は３月31日であります。連結財務諸

表の作成にあたり、同日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使用

しております。 

なお、その他の連結子会社の決算

日は、連結決算日と一致しておりま

す。 

なお、㈲すんぷ夢ひろばは、当連

結会計年度より決算日を５月31日に

変更しております。 

４ 会計処理基準に関する事

項 

 (1) 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(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)

は定額法)を採用しております。 

  ただし、定期借地権を設定し賃借

した土地にある建物については、残

存価額を０円として、使用期限を耐

用年数とした定額法を採用しており

ます。 

  なお、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産について

は、３年間均等償却を採用しており

ます。 

  主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物及び構築物 ２～65年

機械装置及び運搬具 ２～12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ェアに

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づいております 

 

 

 

 

 

 

① 有形固定資産 

  定率法(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)

は定額法)を採用しております。 

  ただし、定期借地権を設定し賃借

した土地にある建物については、残

存価額を０円として、使用期限を耐

用年数とした定額法を採用しており

ます。 

  なお、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産について

は、３年間均等償却を採用しており

ます。 

  主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物及び構築物 ２～60年

機械装置及び運搬具 ２～15年

工具器具備品  ３～20年

 

 ② 無形固定資産 

同左 
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項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

 (2) 重要な繰延資産の処理

方法 

① 開業費 

開業後、効果の発現する期間（5

年間）にわたり均等償却 

 

① 開業費 

開業後、効果の発現する期間（５

年間）にわたり月数を基準とした均

等償却 

 

 

② 社債発行費 

  支払時に全額費用として処理して

おります。 

② 社債発行費 

同左 

 

 ③ 創立費 

設立後、効果の発現する期間（5

年間）にわたり均等償却 

 

― 

③ 創立費 

    設立後、効果の発現する期間（５

年間）にわたり月数を基準とした

均等償却 

 ④ 株式交付費 

   支払時に全額費用として処理して

おります。 

 (3) 重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

② 賞与引当金 

  一部の連結子会社については、従

業員に対して支給する賞与に充てる

ため、支給見込額に基づき計上して

おります。 

③ 退職給付引当金 

  一部の連結子会社については、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

及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。ただし、当期末にお

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

「その他」として計上しておりま

す。 

① 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

② 賞与引当金 

同左 

 

 

 

 ③ 退職給付引当金 

同左 
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項目 
 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

 ― 

 

 

 

 

 

― 

 ④ 建替費用引当金 

   ㈱中央コーポレーションにおい

て、同社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

連結会計年度末における損失負担見

込額を計上しております。 

 ⑤ 事業損失引当金 

  ㈱ゼクスペットコミュニティの譲

渡により今後発生する損失に備え

るため、当連結会計年度末におけ

る損失負担見込額を計上しており

ます。 

(4) 重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップのうち特例処理の要件

を満たしているものについては、特例

処理を採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

 一部の連結子会社においては、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 

当連結会計年度にヘッジ会計を適

用したヘッジ手段とヘッジ対象は以

下のとおりであります。 

 a ヘッジ手段…金利スワップ    

b ヘッジ対象…借入金 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する

目的で、デリバティブ取引を行ってお

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、デリバティブ取引を行っ

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。 

 一部の連結子会社においては、当

該会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。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

個別取引ごとに、有効性を判断する

こととしております。なお、特例処理

によっている金利スワップについて

は、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 

個別取引ごとに、有効性を判断す

ることとしております。なお、特例

処理によっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略してお

ります。 

一部の連結子会社においては、ヘ

ッジ対象のキャッシュ・フロー変動

の累計又は相場変動とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計又は

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。 
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項目 
 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

(5) 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 

  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 

  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。 

    ただし、一部の連結子会社は税込

方式によっております。 

５ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 

 

 

  連結調整勘定は、原則として子会

社ごとに、発生日後20年以内で均等

償却しております。なお、連結調整

勘定が僅少な場合には、その発生時

に全額を償却しております。 

― 

 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 

―  のれんは、子会社ごとに、20年以

内のその効果の及ぶ期間で均等償却

しております。 

 負ののれんは、子会社ごとに、20

年以内の取得の実態に基づいた適切

な期間で均等償却しております。 

 なお、上記「１ 連結の範囲に関する事項」、「２ 持分法の適用に関する事項」、「３ 連結子会社の事業年

度等に関する事項」、「４ 会計処理基準に関する事項」中「(1) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」、「(2) 

重要な繰延資産の処理方法」、「(3) 重要な引当金の計上基準」、「(4) 重要なヘッジ会計の方法」、「(5) その

他連結財務諸表作成のための重要な事項」、「５ 連結調整勘定の償却に関する事項」、「６ のれん及び負のの

れんの償却に関する事項」以外は、 近の有価証券報告書（平成18年８月28日提出）における記載から重要な変更

がないため開示を省略します。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 
(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） 

  当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第6号)を適用しております。 

  この結果、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、税金等調整前当期純利益が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、改正後の連結財

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。 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（連結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。 

  なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は、

8,117,696千円であります。 

  また、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。 

 

 （ストック・オプション等に関する会計基準等） 

  当連結会計年度から「ストック・オプション等に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第８号）及び「ストック・オプシ

ョン等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第

11号）を適用しております。 

  なお、これによる損益に与える影響はありません。

 

― 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （企業結合に係る会計基準等） 

  当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分

離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準第７号）並びに「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第10号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

-27-



 
 
 
 

㈱ゼクス（8913）平成19年5月期決算短信 
 
 

前連結会計年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年６月１日 

至 平成19年５月31日) 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 （固定資産の減価償却方法の変更） 

  当連結会計年度から、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）及び（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 政令第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。 

  これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 
表示方法の変更 

前連結会計年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年６月１日 

至 平成19年５月31日) 

            ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （連結貸借対照表） 

(1) 前連結会計年度において流動負債の「その他」に

含めておりました「一年内償還予定社債」について

は、重要性が増したため、当連結会計年度より区分

掲記しております。 

  なお、前連結会計年度の「一年内償還予定社債」

は、168,000千円であります。 

(2) 前連結会計年度において無形固定資産の「営業

権」と掲記されていたものは、当連結会計年度から

無形固定資産の「のれん」と表示しております。 

  また、無形固定資産の「連結調整勘定」と掲記さ

れていたものは、当連結会計年度から無形固定資産

の「のれん」又は固定負債の「その他」に含めて表

示しております。 

(3) 前連結会計年度において流動負債の「預り金」に

含めておりました投資有価証券の消費貸借契約に係

る預り金受入高については、取引の実情を鑑み、当

連結会計年度より「短期借入金」に含めておりま

す。 

  なお、前連結会計年度の「預り金」に含まれる当

該契約に係る預り金受入高は、826,248千円であり

ます。 

（連結損益計算書） 

 (1) 前連結会計年度において営業外収益の「雑収入」

に含めておりました「保険解約返戻金」について

は、重要性が増したため、当連結会計年度より区分

掲記しております。 

   なお、前連結会計年度の「保険解約返戻金」は、

4,524千円であります。 

 (2) 前連結会計年度において営業権償却費は営業外費

用の「その他」に含めて掲記されておりましたが、

当連結会計年度から「販売費及び一般管理費」に含

めて表示しております。 

   また、営業外収益の「連結調整勘定償却額」と掲

記されていたものは、当連結会計年度から営業外収

益の「負ののれん償却額」と表示しております。 

 

 

 

 

  -28-



 
 
 
 

㈱ゼクス（8913）平成19年5月期決算短信 
 
 

前連結会計年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年６月１日 

至 平成19年５月31日) 

 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

(1) 前連結会計年度において販売費及び一般管理費

の｢連結調整勘定償却額｣とし掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「のれん償却額」と表示

しております。  

(2) 前連結会計年度において営業活動によるキャッ

シュ・フローの小計区分前の｢その他｣に含めてお

りました｢前払費用の増減額｣、｢預り金の増減

額｣、「立替金の増加額」については、重要性が増

したため、当連結会計年度より区分掲記しており

ます。 

    なお、前連結会計年度の｢前払費用の増減額｣、

｢預り金の増減額｣、「立替金の増減額」は、それ

ぞれ△160,232千円、861,552千円、△165,181千円

であります。 

(3)  前連結会計年度において財務活動によるキャッ

シュ・フローの｢その他｣に含めておりました｢株主

への配当金の支払額｣については、重要性が増した

ため、当連結会計年度より区分掲記しておりま

す。 

   なお、前連結会計年度の｢株主への配当金の支払

額｣は、△65,805千円であります。 

(4)  前連結会計年度において営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めておりました貸

し株による預り金の純増減額については、財務的

な意味合いが強くなってきたことから、当連結会

計年度より、財務活動によるキャッシュ・フロー

の区分の「短期借入金の純増減額」に含めて表示

しております。 

     なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含まれる貸し株によ

る預り金の純増減額は、826,248千円でありま

す。 
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連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成18年５月31日) 

当連結会計年度 
(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。

仕掛販売用不動産 14,354,418千円

販売用不動産 2,497,476千円

建物 10,719,217千円

土地 25,601,124千円

建設仮勘定 43,788千円

投資有価証券 1,295,016千円

その他(投資その他の資産)  58,000千円

 計 54,569,041千円
 

※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。

売掛金 233,016千円

仕掛販売用不動産 28,445,947千円

販売用不動産 2,760,916千円

仕掛品 1,054,293千円

建物及び構築物 24,137,975千円

土地 17,467,549千円

機械装置及び運搬具 12,707千円

建設仮勘定 883,064千円

投資有価証券 881,450千円

差入保証金 213,678千円

その他(投資その他の資産)  58,500千円

 計 76,149,098千円
 

   担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 14,595,086千円

長期借入金 36,745,808千円

預り保証金 2,686,600千円

 計 54,027,494千円
 

   担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 25,855,746千円

長期借入金 43,006,389千円

預り保証金 2,686,600千円

 計 71,548,736千円
 

２ 保証債務 

   次の取引先について、リース契約並びに金融機関

からの借入に対し債務保証を行っております。 

㈲ゼット・ワン 

㈲武蔵野リアルティ 

㈲ゼット・ティー・エム 

㈲仙台本町ビル 

医療法人社団和啓会 

8,000,000千円

465,000千円

160,000千円

418,000千円

  4,228千円

 計 9,047,228千円
 

２ 保証債務 

   次の取引先について、リース契約並びに金融機関

からの借入に対し債務保証を行っております。 

㈲仙台本町ビル 

医療法人社団和啓会 

410,000千円

2,511千円

 計 412,511千円
 

※３ 土地の仕入に関する金額が含まれております。 ※３ 土地の仕入に関する金額が含まれております。 

※４ 信託受益権に関するものは以下のとおりでありま

す。 

建物 671,702千円

土地 1,974,090千円
 

※４         ― 

※５ 販売用不動産に振り替えたものは以下のとおりで

あります。         

建物 3,582,832千円

工具器具備品 742千円

土地 3,031,328千円
 

※５ 販売用不動産に振り替えたものは以下のとおりで

あります。         

建物 246,740千円

土地 210,742千円
 

※６ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 

    投資有価証券         2,436,501千円

※６ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 

    投資有価証券       3,552,393千円 

※７  より有用かつ詳細な情報開示に資するため、

「預り保証金」のうちシニアハウジング＆サービ

ス事業に係る入居一時金については、「長期前受

収益」として区分掲記しております。 

    

※７  シニアハウジング＆サービス事業に係る入居一

時金であります。 
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前連結会計年度 
(平成18年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年５月31日) 

８ 当社及び連結子会社（㈱チャーミング・コミュニ

ティ芦屋、㈱チャーミング・コミュニティ白金及

び㈱チャーミング・リゾート沖縄）においては、

プロジェクト資金の効率的な調達を行うため取引

銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。 

   当連結会計年度における当座貸越契約に係る借入

金未実行残高等は次のとおりであります。   

当座貸越極度額及び貸出コミ
ットメントの総額 

24,237,000千円

借入実行残高 13,671,836千円

差引額 10,565,164千円
 

 ８ 当社及び連結子会社（㈱チャーミング・リゾート

沖縄及び㈱中央コーポレーション）においては、

プロジェクト資金の効率的な調達を行うため取引

銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。 

   当連結会計年度における当座貸越契約に係る借入

金未実行残高等は次のとおりであります。   

当座貸越極度額及び貸出コミ
ットメントの総額 

23,460,000千円

借入実行残高 16,547,000千円

差引額 6,913,000千円
 

※９ 投資有価証券の消費貸借契約 

  投資有価証券の一部に消費貸借契約を結んでお

り、その連結貸借対照表価額は1,144,702千円であ

ります。なお、当該取引に係る預り金受入高は、流

動負債の「預り金」に含まれており、その金額は

826,248千円であります。 

※９ 投資有価証券の消費貸借契約 

  投資有価証券の一部に消費貸借契約を結んでお

り、その連結貸借対照表価額は881,450千円であり

ます。なお、当該取引に係る預り金受入高は、流動

負債の「短期借入金」に含まれており、その金額は

555,401千円であります。 

※10         ― ※10 新株予約権に係る出資相当額が2,000,106千円含

まれており、新株予約権者の権利行使請求により

株式へ転換されるものであります。 
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(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

 役員報酬 250,431千円

 給料手当 990,606 

 賞与手当 64,176 

 法定福利費 167,006 

 租税公課 304,692 

 保険料 73,049 

 支払手数料 636,603 

 地代家賃 263,461 

 減価償却費 74,738 
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

 役員報酬 312,347千円

 給料手当 1,761,115 

 賞与手当 256,648 

 法定福利費 287,472 

 租税公課 473,299 

 保険料 81,856 

 支払手数料 1,072,879 

 地代家賃 524,807 

 減価償却費 109,510 

 広告宣伝費 625,097 

  
 

※２ 固定資産売却益 

工具器具備品 307千円
 

※２ 固定資産売却益 

建物及び構築物 936,435千円

土地  2,016,913千円

工具器具備品 206千円

 計 2,953,555千円
 

※３ 固定資産売却損 

工具器具備品     147千円

土地  2,694千円

 計 2,842千円
 

※３           ― 

※４ 固定資産除却損 

建物 58,964千円

工具器具備品 1,183千円

 計 60,148千円
 

※４ 固定資産除却損 

建物及び構築物 64,441千円

工具器具備品 1,020千円

 計 65,461千円
 

※５ 減損損失 

   中央毛織㈱において、当連結会計年度において、

以下の資産グループについて減損損失を計上してお

ります。 

場所 用途 種類 減損損失 

繊維事業におけ

る稲沢事業所 

（愛知県稲沢

市） 

事業所 

及び 

倉庫 

建物 

その他 

24,338千円 

9,673千円 

繊維事業におけ

る紡績工場 

（福島県喜多方

市） 

紡績 

工場 

建物 

機械装置 

その他 

83,604千円 

55,258千円 

1,885千円 

計   174,760千円 

  中央毛織㈱においては、事業の種類を基本とし、不

動産賃貸事業については個々の物件単位でグルーピン

グしております。 

  繊維事業については、収益性が低下し営業損失が発

生していることにより、資産グループの帳簿価額を回

収可能価額まで減額しております。 

  なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定し

ており、土地については、不動産鑑定士より入手した

鑑定評価額に基づき算定し、その他の資産について

は、正味売却価額を0円としております。 

※５ 減損損失 

   当連結会計年度において、㈱ゼクスコミュニティ

の以下のリース資産について減損損失を計上してお

ります。 

場所 用途 種類 減損損失 

デイサービス

南行徳 

（千葉県市川

市） 

介護付高

齢者住宅 

 

そ の 他

（リース

資産） 

6,058千円 

  当社グループは、事業の種類を基本とし、個々の物

件単位でグルーピングしております。 

  上記物件は営業活動から生じる損益が継続してマイ

ナスとなっているため、当該資産の帳簿価額を回収可

能価額まで減額しております。 

  なお、回収可能価額は正味売却価額により測定して

おり、リース資産については零として評価しておりま

す。 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

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 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 摘要 

発行済株式    

普通株式 93,543 121,896 － 215,439 注１ 

合計 93,543 121,896 － 215,439  

自己株式    

普通株式 311 311 － 622 注２ 

合計 311 311 － 622  
 

(注) １ 普通株式の増加121,896株は,株式分割による増加93,543株、転換社債の権利行使による増加22,613株、

新株予約権の権利行使による新株発行による増加5,740株であります。 

 ２ 自己株式の増加311株は,株式分割による増加であります。 
 

 
② 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
 

目的となる株式の数(株) 
会社名 内訳 

目的となる
株式の種類 前連結 

会計年度末
増加 減少 

当連結 
会計年度末 

当連結 
会計年度
末残高 
（千円）

第1回新株予

約権 (注)２ 
普通株式 ― 5,586 5,586 ― ―

第2回新株予

約権 (注)２ 
普通株式 ― (注)３ ― (注)３ 1,935

第3回新株予

約権 (注)２ 
普通株式 ― (注)３ ― (注)３ 1,935

第4回新株予

約権 (注)２ 
普通株式 ― (注)３ ― (注)３ 1,935

第5回新株予

約権 (注)２ 
普通株式 ― (注)３ ― (注)３ 1,935

提出会社 

第6回新株予

約権 (注)２ 
普通株式 ― (注)３ ― (注)３ 1,935

(注) １ 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載してお

ります。 

２ 各回の新株予約権の増加は発行による増加、第1回新株予約権の減少は権利行使による減少であります。 

３ 各回の新株予約権の総数は５個であります。なお、各回の本新株予約権の目的たる株式の総数の上限は、

本新株予約権の総数に200,000,000円を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大整数となります。

ただし、一定の条件に従い、行使価額が修正又は調整された場合は、本新株予約権の目的たる株式の総

数は変更されます。本新株予約権の当連結会計年度末における新株予約権の数は25個であります。 
 
③ 配当に関する事項 

（１）配当金の支払 
 

 株式の種類 配当金の総額 一株当たり 基準日 効力発生日 
 
平成18年８月25日 

定時株主総会 
 

普通株式 93,232千円 1,000円 平成18年５月31日 平成18年８月28日

 
平成19年１月15日 

取締役会 
 

普通株式 56,001千円 300円 平成18年11月30日 平成19年２月13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事業年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。 
 

 株式の種類 配当金の総額 一株当たり 基準日 効力発生日 
 
平成19年8月24日 

定時株主総会 
 

普通株式 193,335千円 900円 平成19年５月31日 平成19年８月27日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 
(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 6,339,181千円

預入期間３ヶ月超の定期預金等 △137,672千円

現金及び現金同等物 6,201,508千円
  

※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 9,663,722千円

預入期間３ヶ月超の定期預金等 △13,000千円

現金及び現金同等物 9,650,722千円
  

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 

1,602,460千円

新株予約権の行使による 
資本準備金増加額 

1,602,460千円

新株予約権の行使による新株予約権 
付社債減少額 

3,205,000千円
 

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 

2,550,483千円

新株予約権の行使による 
資本準備金増加額 

2,550,483千円

新株予約権の行使による新株予約権 
付社債減少額 

5,099,894千円
 

３ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

   株式の取得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

と取得のための支出（純額）との関係は次のとおり

であります。 

  （株）チャーミング・リゾート都ゴルフ倶楽部 

             (平成17年11月30日現在)

流動資産               77,069千円 

固定資産              710,063千円 

流動負債              △87,878千円 

固定負債             △650,306千円 

    連結調整勘定           △38,948千円 

㈱チャーミング・リゾ       10,000千円 

ート都ゴルフ倶楽部株 

式の取得価額 

    ㈱チャーミング・リゾート   △46,211千円

都ゴルフ倶楽部の現金及 

び現金同等物 

  差引：㈱チャーミング・ 

リゾート都ゴルフ 

倶楽部取得による    36,211千円

収入 

３ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

   株式の取得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

と取得のための支出（純額）との関係は次のとおり

であります。 

  那覇バスターミナル（株） 

             (平成19年3月31日現在) 

流動資産                855,591千円 

固定資産               1,030,058千円 

流動負債               △273,204千円 

固定負債               △392,445千円

那覇バスターミナル㈱   1,220,000千円 

株式の取得価額     

    那覇バスターミナル㈱    △95,893千円

の現金及び現金 

同等物 

差引：那覇バスターミナ 

ル㈱取得による 

収入          1,124,106千円 
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当連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

  中央毛織（株） 

              (平成17年11月30日現在)

流動資産             1,402,393千円 

固定資産             16,446,882千円 

流動負債            △4,119,271千円 

固定負債            △7,281,085千円 

少数株主持分        △3,475,323千円 

    連結調整勘定           473,584千円 

      中央毛織㈱株式の      3,447,181千円 

    取得価額 

    中央毛織㈱の現金及び     △249,354千円

   現金同等物 

     差引：中央毛織㈱取得 

        のための支出    3,197,827千円 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 
 

 

不動産 
コンサル 
ティング 
事業 
(千円) 

シニア 
ハウジング
＆サービス

事業 
(千円) 

その他 
施設運営 
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

15,266,374 4,497,947 3,293,703 23,058,025 ― 23,058,025

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

124,048 82,571 10,110 216,730 (216,730) ―

計 15,390,422 4,580,518 3,303,813 23,274,755 (216,730) 23,058,025

  営業費用 10,704,019 3,961,477 3,415,394 18,080,891 1,884,883 19,965,774

  営業利益又は 
営業損失(△) 

4,686,403 619,041 △111,581 5,193,863 (2,101,613) 3,092,250

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出 

  

資産 47,022,288 30,798,910 14,537,331 92,358,531 6,948,369 99,306,900

減価償却費 160,542 376,561 226,709 763,813 23,959 787,722

減損損失 ― ― 174,760 174,760 ― 174,760

資本的支出 4,469,228 14,995,528 556,241 20,020,998 162,200 20,183,198

(注) １ 事業区分は、事業の性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な事業内容 

    (1) 不動産コンサルティング事業………不動産コンサルティング、コンストラクションマネジメント 

ディベロップメント、インベストメント、アセットマネジメント 

(2) シニアハウジング＆サービス事業…シニアハウジング、医療関連サービス 

    (3) その他施設運営事業…………………リゾート施設の運営、カルチャー、繊維事業 

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の主なものは、親会社の総務部門等管

理部門にかかる費用であり、当連結会計年度は2,110,405千円であります。また、消去又は全社の項目に

はセグメント間の内部取引高が、当連結会計年度は△225,522千円含まれております。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金預金)、

長期投資資金及び管理部門に係る資産等であり、当連結会計年度は6,948,369千円であります。 

     なお、前連結会計年度までシニアハウジング＆サービス事業に含まれておりました1,439,027千円につ

いてはセグメントの変更に伴い、当連結会計年度において不動産コンサルティング事業に振替えておりま

す。 

５ 減価償却費及び資本的支出については、有形固定資産及び無形固定資産のみでなく、長期前払費用及び

繰延資産も含んでおります。 
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当連結会計年度(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 
 

 

不動産 
コンサル 
ティング 
事業 
(千円) 

シニア 
ハウジング
＆サービス

事業 
(千円) 

その他 
施設運営 
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

46,407,245 5,758,714 6,740,650 58,906,610 ― 58,906,610

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

117,395 ― 36,552 153,948 (153,948) ―

計 46,524,641 5,758,714 6,777,202 59,060,558 (153,948) 58,906,610

  営業費用 35,948,021 6,462,207 7,380,190 49,790,419 2,821,986 52,612,406

  営業利益又は 
営業損失(△) 

10,576,619 △703,492 △602,987 9,270,139 (2,975,935) 6,294,203

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出 

  

資産 75,064,834 42,326,876 21,342,285 138,733,996 7,979,775 146,713,772

減価償却費 410,754 752,686 728,606 1,892,047 41,800 1,933,848

減損損失 ― 6,058 ― 6,058 ― 6,058

資本的支出 1,309,973 14,998,450 5,363,362 21,671,787 63,394 21,735,181

(注) １ 事業区分は、事業の性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な事業内容 

    (1) 不動産コンサルティング事業………不動産コンサルティング、コンストラクションマネジメント 

ディベロップメント、インベストメント、アセットマネジメント 

(2) シニアハウジング＆サービス事業…シニアハウジング、医療関連サービス 

    (3) その他施設運営事業…………………リゾート施設の運営、カルチャー、繊維事業 

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の主なものは、親会社の総務部門等管

理部門にかかる費用であり、当連結会計年度は2,935,314千円であります。また、消去又は全社の項目に

はセグメント間の内部取引高が、当連結会計年度は△113,327千円含まれております。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金預金)、

長期投資資金及び管理部門に係る資産等であり、当連結会計年度は7,979,775千円であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出については、有形固定資産及び無形固定資産のみでなく、長期前払費用も含

んでおります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及

び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(開示の省略) 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・

オプション等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる

ため開示を省略しております。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

１株当たり純資産額 87,069円85銭 66,701円85銭

１株当たり当期純利益 10,653円83銭 8,553円07銭
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

9,251円17銭 7,329円12銭

(注) 算定上の基礎は、以下の通りであります。 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度末 

（平成18年5月31日） 

当連結会計年度末 

（平成19年5月31日） 

貸借対照表の純資産の部の合計額 

（千円） 
12,097,257 18,853,352

普通株式に係る純資産額（千円） 8,117,696 14,328,691

貸借対照表の純資産の部の合計額と 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式に係る事業年度末の純資産

額との差額（千円） 

△3,979,560 △4,524,661

（うち少数株主持分） △3,979,560 △4,511,136

普通株式の発行済株式数（株） 93,543.16 215,439

普通株式の自己株式数（株） 311.16 622

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数（株） 
93,232 214,817

 

２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

連結損益計算書上の当期純利益（千円) 928,165 1,663,416

普通株式に係る当期純利益（千円） 928,165 1,663,416

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式の期中平均株式数（株） 87,120 194,481

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
の算定に用いられた普通株式増加数の
主要な内訳（株） 

 新株引受権 162.02 291.25

 新株予約権 13,047.14 32,187.03

普通株式増加数（株） 13,209.16 32,478.28

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の算定に
含めなかった潜在株式の概要 

(株)ゼクスペットコミュニティ

第１回新株予約権   73個 

第２回新株予約権   97個 
(株)ゼクス 
 第４回新株予約権 1,104個 
 

 

(株)ゼクスペットコミュニティ

第１回新株予約権   55個 

(株)ゼクス 
 第５回ストックオプション 

           2,306個 

第４回新株予約権   5個 

第５回新株予約権   5個 

第６回新株予約権   5個 

(株)中央コーポレーション 
 ストックオプション     

700個 
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 (重要な後発事象) 

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

当社は、平成18年5月12日開催の取締役会の決議に

基づき、次のように株式分割による新株式を発行し

ております。 

 (1) 平成18年6月1日をもって普通株式１株を２株に

分割しております。 

  ① 分割により増加する株式数 

普通株式 93,542.84株

  ② 分割方法 

    平成18年5月31日最終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または記録された株主並びに端株原

簿に記載または記録された株主の所有株式数

を、１株につき２株の割合をもって分割いたし

ます。 

 (2) 新株券交付日 

平成18年7月20日

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

１株当たり情報については、それぞれ以下のとおりと

なります。 
  

前連結会計年度 

(自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

１株当たり純資産額 
24,671円77銭 

１株当たり当期純利益 
4,584円24銭 

潜在株式調整後1株当たり当
期純利益 
        4,527円51銭 

１株当たり純資産額 
43,534円93銭

１株当たり当期純利益 
5,326円92銭

潜在株式調整後1株当たり当
期純利益 
       4,625円59銭

 

― 
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１. 個別財務諸表等 

(1) 財務諸表 

① 貸借対照表 
 

 
前事業年度 

(平成18年５月31日) 

当事業年度 

(平成19年５月31日) 
対前年比 

区分 金額(千円) 
構成比

(％)

増減 

（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  2,850,663 1,785,608  △1,065,055

２ 受取手形  ― 1,918,000  1,918,000

３ 売掛金  351,783 252,427  △99,355

４ 販売用不動産   2,032,235 2,303,092  270,856

５ 仕掛販売用不動産  2,366,417 5,464,576  3,098,159

６ 仕掛品   1,304,580 2,341,156  1,036,575

７ 前渡金  200,525 704,501  503,975

８ 前払費用  102,831 246,884  144,053

９ 繰延税金資産  56,523 760,154  703,630

10 短期貸付金  30,622 52,236  21,614

11 関係会社短期貸付金  268,000 20,000  △248,000

12 立替金  2,592,143 281,916  △2,310,227

13 その他  110,411 504,920  394,508

 貸倒引当金  △22,319 △17,389  4,929

流動資産合計  12,244,420 35.2 16,618,085 23.0 4,373,664

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 413,763 17,365,226   

減価償却累計額 △73,184 340,578 △327,426 17,037,799  16,697,221

(2) 機械装置及び運搬具 15,527 28,869   

減価償却累計額 △11,205 4,322 △13,107 15,762  11,439

(3) 工具器具備品 39,361 62,013   

減価償却累計額 △18,651 20,710 △32,897 29,116  8,405

(4) 土地  228,490 10,894,405  10,665,915

(5) 建設仮勘定  306,000 883,064  577,064

有形固定資産合計  900,102 2.6 28,860,148 39.9 27,960,046

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  30,475 68,838  38,362

(2) 電話加入権  543 543  ―

無形固定資産合計  31,019 0.1 69,381 0.1 38,362
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前事業年度 

(平成18年５月31日) 

当事業年度 

(平成19年５月31日) 
対前年比 

区分 金額(千円) 
構成比

(％)

増減 

（千円） 

構成比 

(％) 

増減 

（千円） 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  2,009,310 3,907,235  1,897,925

(2) 関係会社株式  9,678,314 12,442,085  2,763,771

(3) 出資金  36,750 36,750  ―

(4) 関係会社社債  70,000 70,000  ―

(5) その他の関係会社有

価証券 
 1,922,988 2,734,783  811,795

(6) 長期貸付金  9,960 16,306  6,346

(7) 関係会社長期貸付金  7,058,941 8,525,936  1,466,994

(8) 長期前払費用  138,343 342,856  204,512

(9) 差入保証金  455,533 545,036  89,503

(10) 保険積立金  130,127 ―  △130,127

(11) ゴルフ会員権  11,750 11,750  ―

(12) 長期性預金  121,200 45,000  △76,200

貸倒引当金  △7,700 △31,773  △24,073

投資損失引当金  ― △2,317,404  △2,317,404

投資その他の資産合計  21,635,519 62.1 26,328,562 36.4 4,693,043

固定資産合計  22,566,640 64.8 55,258,093 76.4 32,691,452

Ⅲ 繰延資産    

１ 開業費  ― 440,743  440,743

繰延資産合計  ― 440,743 0.6 440,743

資産合計  34,811,060 100.0 72,316,922 100.0 37,505,861
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前事業年度 

(平成18年５月31日) 

当事業年度 

(平成19年５月31日) 
対前年比 

区分 金額(千円) 
構成比

(％)

増減 

（千円） 

構成比 

(％) 

増減 

（千円） 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形  849,049 392,004  △457,045

２ 買掛金  1,220,563 1,820,880  600,317

３ 短期借入金  2,695,000 9,833,161  7,138,161

４ 一年以内返済予定の 

長期借入金 
 2,625,439 7,190,383  4,564,944

５ 一年以内償還予定の社債  168,000 2,424,000  2,256,000

６ 未払金  150,986 209,787  58,801

７ 未払費用  78,172 116,932  38,759

８ 未払法人税等  554,131 1,565,241  1,011,110

９ 不動産事業前受金  1,704,628 241,532  △1,463,096

10 預り金  4,986,329 8,961,911  3,975,581

11 その他  13,040 8,809  △4,230

流動負債合計  15,045,341 43.2 32,764,643 45.3 17,719,302

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  164,000 340,000  176,000

２ 新株予約権付社債  2,175,000 2,075,000  △100,000

３ 長期借入金  8,451,102 21,139,909  12,688,806

４ 長期未払金  26,038 8,356  △17,681

５ 長期前受収益  ― 1,232,591  1,232,591

６ 預り保証金  378,138 811,123  432,984

７ 繰延税金負債  325,873 279,052  △46,821

固定負債合計  11,520,153 33.1 25,886,033 35.8 14,365,879

負債合計  26,565,494 76.3 58,650,676 81.1 32,085,182
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前事業年度 

(平成18年５月31日) 

当事業年度 

(平成19年５月31日) 
対前年比 

区分 金額(千円) 
構成比

(％)

増減 

（千円） 

構成比 

(％) 

増減 

（千円） 

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  2,675,976 7.7 5,228,351 7.2 2,552,374

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金 2,423,862 4,976,236   

(2) その他資本剰余金 17,615 17,615   

資本剰余金合計  2,441,478 7.0 4,993,852 6.9 2,552,374

３ 利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金 2,696,176 3,090,278   

利益剰余金合計  2,696,176 7.7 3,090,278 4.3 394,102

４ 自己株式  △89,582 △0.2 △89,582 △0.1 ―

株主資本合計  7,724,048 22.2 13,222,899 18.3 5,498,851

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価 

  差額金 
 521,517 1.5 433,670 0.6 △87,846

評価・換算差額等合計  521,517 1.5 433,670 0.6 △87,846

Ⅲ 新株予約権  ― ― 9,675 0.0 9,675

純資産合計  8,245,566 23.7 13,666,245 18.9 5,420,679

負債純資産合計  34,811,060 100.0 72,316,922 100.0 37,505,861
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② 損益計算書 

 

前事業年度 

(自 平成17年６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) 

比較増減 

区分 金額(千円) 
構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円)

Ⅰ 売上高  13,583,745 100.0 20,668,173 100.0 7,084,427

Ⅱ 売上原価  9,006,872 66.3 11,525,815 55.8 2,518,943

売上総利益  4,576,873 33.7 9,142,357 44.2 4,565,484

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 役員報酬 115,825 150,070   

２ 給料手当 695,308 992,169   

３ 賞与手当 23,442 46,802   

４ 雑給 15,848 15,993   

５ 法定福利費 94,407 130,730   

６ 福利厚生費 12,700 27,658   

７ 広告宣伝費 128,990 396,610   

８ 旅費交通費 96,433 161,499   

９ 接待交際費 89,602 249,287   

10 租税公課 202,704 232,388   

11 保険料 66,826 68,983   

12 支払手数料 477,145 543,418   

13 減価償却費 23,876 40,398   

14 貸倒引当金繰入 22,319 12,009   

15 貸倒損失 39,375 ―   

16 地代家賃 207,419 263,843   

17 その他 193,206 2,505,432 18.5 199,302 3,531,167 17.1 1,025,734

営業利益  2,071,440 15.2 5,611,190 27.1 3,539,750

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息 194,020 372,947   

２ 受取配当金 45,907 56,020   

３ 保険解約返戻金 ― 153,047   

４ その他 16,204 256,132 1.9 149,213 731,229 3.5 475,097

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息 376,302 952,091   

２ 社債利息 4,806 2,666   

３ 支払融資手数料 40,832 181,651   

４ 社債発行費 24,568 21,036   

５ その他 19,583 466,093 3.4 91,700 1,249,145 6.0 783,051

経常利益  1,861,479 13.7 5,093,274 24.6 3,231,795
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前事業年度 

(自 平成17年６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) 

比較増減 

区分 金額(千円) 
構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円)

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ― 583,587   

２ その他 ― ― 98,661 682,249 3.3 682,249

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 31,114 1,002   

２ 出資金評価損 2,651 ―   

３ 投資有価証券評価損 1,999 112,514   

４ 子会社再編費用 ― 1,556,510   

５ 投資損失引当金繰入 ― 35,766 0.3 2,317,404 3,987,432 19.3 3,951,666

税引前当期純利益  1,825,713 13.4 1,788,091 8.6 △37,621

法人税、住民税 

及び事業税 
834,367 1,937,870   

法人税等調整額 △47,415 786,951 5.8 △693,114 1,244,755 6.0 457,803

当期純利益  1,038,761 7.6 543,335 2.6 △495,425
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③ 【株主資本等変動計算書】 

前事業年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

（単位 千円） 

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金

その他 
利益剰余金

 

資本金 資本 

準備金 

その他 

資本剰余金 繰越 

利益剰余金

自己株式 
株主資本 

合計 

その他 

有価証券

評価差額金

平成17年５月31日残高 1,067,698 815,626 － 1,723,220 △154,291 3,452,254 613,651

事業年度中の変動額    

 新株の発行 1,608,278 1,608,235  3,216,513 

剰余金の配当  △65,805  △65,805 

当期純利益  1,038,761  1,038,761 

自己株式の取得  △98,520 △98,520 

 自己株式の処分  17,615 163,229 180,845 

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額(純
額) 

  － △92,133

事業年度中の変動額合
計 

1,608,278 1,608,235 17,615 972,955 64,709 4,271,794 △92,133

平成18年５月31日残高 2,675,976 2,423,862 17,615 2,696,176 △89,582 7,724,048 521,517
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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) 

（単位 千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金

その他 

利益剰余金

 
資本金 資本 

準備金 

その他 

資本剰余金 繰越 

利益剰余金

自己株式 株主資本合計

平成18年５月31日残高 2,675,976 2,423,862 17,615 2,696,176 △89,582 7,724,048

事業年度中の変動額   

 新株の発行 2,552,374 2,552,374  5,104,748

 剰余金の配当  △149,233  △149,233

 当期純利益  543,335  543,335

 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 2,552,374 2,552,374 ― 394,102 ― 5,498,851

平成19年5月31日残高 5,228,351 4,976,236 17,615 3,090,278 △89,582 13,222,899

 

 

評価・換算 

差額等 
 

その他有価証券

評価差額金 

新株予約権 純資産合計 

平成18年５月31日残高 521,517 ― 8,245,566

事業年度中の変動額 

 新株の発行 5,104,748

 剰余金の配当 △149,233

 当期純利益 543,335

 株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額) 

△87,846 9,675 △78,171

事業年度中の変動額合計 △87,846 9,675 5,420,679

平成19年５月31日残高 433,670 9,675 13,666,245
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 (重要な後発事象) 

前事業年度 
(自 平成17年６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) 

当社は、平成18年5月12日開催の取締役会の決議に

基づき、次のように株式分割による新株式を発行し

ております。 

 (1) 平成18年6月1日をもって普通株式１株を２株に

分割しております。 

  ① 分割により増加する株式数 

普通株式 93,542.84株

  ② 分割方法 

    平成18年5月31日最終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または記録された株主並びに端株原

簿に記載または記録された株主の所有株式数

を、１株につき２株の割合をもって分割いたし

ます。 

 (2) 新株券交付日 

平成18年7月20日

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

１株当たり情報については、それぞれ以下のとおりと

なります。 
  

前事業年度 

(自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

１株当たり純資産額 
24,714円65銭 

１株当たり当期純利益 
4,101円45銭 

潜在株式調整後1株当たり当
期純利益 
        4,050円69銭 

１株当たり純資産額 
44,220円69銭

１株当たり当期純利益 
5,961円65銭

潜在株式調整後1株当たり当
期純利益 
        5,176円75銭

 

― 
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