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（百万円未満切捨て） 

１．平成19年６月期の業績（平成18年７月１日～平成19年６月30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 

 
19年６月期 
18年６月期 

百万円   ％ 

6,256  38.2 

4,528 △29.3 

百万円   ％

596  33.9

445 △20.2

百万円   ％

536  36.2

393 △16.6

百万円   ％

300  80.5

166 △62.0

 
 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 

 
19年６月期 
18年６月期 

円 銭 

  28,527 27 

33,248 41 

円 銭

― ― 

― ― 

％

53.2

54.6

％ 

10.9 

12.1 

％

9.5

9.8

(参考)  持分法投資損益   19年６月期    ― 百万円  18年６月期      ― 百万円 
 
（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

 
19年６月期 
18年６月期 

百万円 

5,823 

4,018 

百万円

712

  416

％

12.2

10.4

円 銭

67,694 11

79,046 17

 (参考)  自己資本     19年６月期     712百万円  18年６月期       416百万円 
 
 （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 

 
19年６月期 
18年６月期 

百万円 

△981 

△1,030 

百万円

30

97

百万円

1,399

1,252

百万円

1,387

935

 
 
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 
 

純資産 
配当率 

 
 

18年６月期 
19年６月期 

円 銭 

― 

― 

円 銭

― 

― 

円 銭

０ 00

０ 00

百万円

― 

― 

％ 

― 

― 

％

― 

― 

20年６月期 
（予想） 

― ― ０ 00  ―  

 
 
３．平成20年６月期の業績予想（平成19年７月１日～平成20年６月30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 

3,060  60.2 

8,770  40.2 

80 △78.8

750  25.8

△40   ―

540   0.7

△41   ― 

310   3.2 

△3,522 94

26,311 32

- 1 - 

http://www/


 

㈱エルクリエイト（3247）平成 19 年６月期決算短信（非連結） 

- 2 - 

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          無 
② ①以外の変更                 無 

 
（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６月期 10,528株   18年６月期  5,264株 
② 期末自己株式数           19年６月期    ―株    18年６月期    ―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、36 ページ「１株当たり情報」をご覧くだ

さい。 
 
 
 
 

※
 

績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 業  
  

（将来に関する記述等についてのご注意） 
１． 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情

報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によ
り大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご
覧ください。 

 
２． 当社株式は、平成19年８月９日に株式会社ジャスダック証券取引所に上場しております。

なお「３．平成20年６月期の業績予想」の１株当たり当期純利益は、当該株式上場の影響を
考慮しております。 
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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 

当事業年度におけるわが国経済は、米国経済が減速するなか、新興・資源国向けを中心に輸出が底堅

く拡大し、好調な企業収益を背景に、個人消費と設備投資が増勢を保ち、緩やかな景気拡大が続いてお

ります。しかしながら、原油をはじめとする資源の高騰や金利上昇など市場の急変が経済を下押しする

リスク、業種及び地域間の格差は残っており、依然として予断を許さない環境にあります。 

当社が属する不動産業界におきましては、都心部を中心としたマンション需要が高い水準を維持し、

不動産投資信託など不動産投資市場も堅調に成長しております。それに伴い、事業用地、マンション用

地の需要が高まり、土地の取引価格の上昇が顕著になってきております。そのため、マンション分譲各

社は価格の先高感から発売を控えておりますが、マンション供給は依然高い水準での供給が見込まれて

おります。 

このような経済状況のもと、当社は、“コンパクトファミリー”マンション（注）をコンセプトに、

地中海風建築をモチーフとした外観意匠やお客様の多様なニーズにお応えするための間取プランを追

求・提案し、お客様が“あったらいいな”と想う住宅の供給を推進しております。 

以上の結果、当事業年度の売上高は 6,256 百万円（前期比 38.2％増）の増収となり、営業利益は 596

百万円（前期比 33.9％増）、経常利益は 536 百万円（前期比 36.2％増）、当期純利益は 300 百万円（前

期比 80.5％増）の増益となりました。 

（注）“コンパクトファミリー”マンション：各戸の区画（総面積）を比較的小割（60㎡から 75㎡内外

中心）の設計とし、販売価格を抑えつつ、その中で、間取りプランに創意工夫を凝らしたファミ

リータイプ（３ＬＤＫ、４ＬＤＫ中心）のマンション 

 

②次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、好調な企業業績を背景に設備投資が増加し、団塊の世代の引退を懸念

した雇用環境の改善も一層進むことが予想されますが、年金問題や環境問題等の消費者心理の冷え込み

を懸念させる課題も多く残っており、業種及び地域間格差が一段と広がる可能性も高く、予断を許さな

い状況が続くと思われます。 

当社が属する不動産業界におきましては、企業の旺盛な土地取得を背景に、首都圏の地価の上昇が当

面の間続き、土地仕入競争は一層激化することが予想されます。また、金利上昇や原材料の高騰による

建築費の増加等の圧力により、企業収益にて吸収しきれないコストを 終販売価格に転嫁せざる負えな

い状況になることも予想されます。 

このような環境のもと、当社は、神奈川エリアでの仕入・販売活動を柱に、新規の事業エリア開拓と

して静岡エリアでの仕入・販売活動に取り組む方針であります。 

次期の業績予想は、売上高 8,770 百万円、営業利益 750 百万円、経常利益 540 百万円、当期純利益 310

百万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 

当事業年度末の総資産は前事業年度末に比べて 1,804 百万円増加して 5,823 百万円となりました。 

（流動資産） 

当事業年度における流動資産の残高は、5,733 百万円となり、前事業年度末に比べて 1,858 百万円

増加いたしました。主な要因は、仕掛不動産が前事業年度末より 1,134 百万円増加したことによるも

のであります。 

（固定資産） 

当事業年度における固定資産の残高は、89 百万円となり、前事業年度末に比べて 53 百万円減少い

たしました。主な要因は、投資有価証券が前事業年度末より 53 百万円減少したことによるものであ

ります。 

（流動負債） 

当事業年度における流動負債の残高は、3,895 百万円となり、前事業年度末に比べて 1,428 百万円

増加いたしました。主な要因は、一年以内返済予定長期借入金が前事業年度末より 2,290 百万円増加

したこと、短期借入金が前事業年度末より 968 百万円減少したことによるものであります。 

（固定負債） 

当事業年度における固定負債の残高は、1,214 百万円となり、前事業年度末に比べて 78百万円増加

いたしました。主な要因は、社債が前事業年度末より 220 百万円増加したこと、長期借入金が前事業

年度末より 138 百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

当事業年度における純資産の残高は、712 百万円となり、前事業年度末に比べて 296 百万円増加い

たしました。主な要因は、利益剰余金が前事業年度末より 300 百万円増加したことによるものであり

ます。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は 1,387 百万円（前期比 48.4％

増）となり、前事業年度末の資金と比較して 452 百万円の増加となりました。 

また、当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当事業年度における営業活動による資金の支出は 981 百万円（同 4.7％減）となりました。これは

主に税引前当期純利益の計上額が 536 百万円であったものの、たな卸資産の増加額が 1,214 百万円で

あったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当事業年度における投資活動による資金の獲得は 30 百万円（同 68.6％減）となりました。これは

主に定期預金の預入による支出が 62百万円であったものの、投資有価証券の売却による収入が 58 百

万円であったこと、定期預金の払戻による収入が 37 百万円であったことによるものであります。 
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（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獲得は 1,399 百万円（同 11.7％増）となりました。これ

は主に長期借入金の返済による支出が 1,375 百万円あったものの、仕掛不動産の取得に伴う長期借入

金の借入による収入が 3,527 百万円であったことによるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期 

自己資本比率（％） 7.9 10.4 12.2

時価ベースの自己資本比率（％） ― ― ―

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（％） 
711.0 ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
4.0 ― ―

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 

（注）１．当社は平成 19 年８月９日をもって、株式会社ジャスダック証券取引所に株式公開したため、 

時価ベースの自己資本利率を記載しておりません。 

（注）２．キャッシュ・フローにつきましては、営業キャッシュ・フローを使用しております。 

（注）３．有利子負債につきましては、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。 

（注）４．利払いにつきましては、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。 

（注）５．平成 18年６月期及び平成 19 年６月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレ 

スト・ガバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載し 

ておりません。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主への利益還元を経営の重要課題と認識しております。今後の具体的な利益還元のあり方

につきましては、経営成績及び財政状態の推移や今後の事業計画等を十分に勘案しながら決定していく

予定であります。 

毎事業年度における配当の回数については、定時株主総会にて１回もしくは中間配当を含めた２回を

基本的な方針としております。 

配当の決定機関は、株主総会でありますが、当社は会社法第 454 条第５項に規定する中間配当を取締

役会の決議によって行うことができる旨、定款で定めております。 
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（4）事業等のリスク 

以下において、当社グループの事業展開その他に関して、リスク要因となる可能性があると考えられ

る主な事項を記載しております。また、当社グループとしては必ずしも事実上のリスクとは考えていな

い事項についても、投資者の投資判断上、重要と考えられる事項については投資者に対する情報開示の

観点から積極的に記載しております。 

当社グループはこれらのリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応

に努める方針であります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末（平成19年６月30日）現在において当社が判断した

ものであります。 

 

①景気動向・金利動向等によるリスクについて 

当社の主たる事業である不動産開発事業は、景気動向、金利動向、住宅税制等の影響を受けやすいた

め、景気見通しの悪化や住宅ローン金利の上昇等が購入者の購入意欲に悪影響を与え、当社の業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

 

②人材の確保・育成について 

当社の不動産開発事業におきましては、その性質上、複雑かつ専門的、高度な知識が様々な場面で必

要とされます。そのような状況下、当社は外部から優秀な人材を確保するとともに、蓄積したノウハウ

をもって従業員教育を実施し、その能力を向上させることで、事業拡大を図る方針であります。しかし

ながら、これら人材の確保・育成が予定通りに進まない場合には、当社の業績及び今後の事業に影響を

及ぼす可能性があります。 

 

③配当政策について 

当社は、現在業容の拡大過程にあると考えており、内部留保の充実を図り会社を成長させることが株

主に対する 大の利益還元につながるとの認識から、これまで配当実績はありません。 

しかしながら、株主に対する利益還元は重要な経営課題と認識しており、今後の具体的な配当政策の

あり方につきましては、経営成績及び財政状態の推移や今後の事業計画等を十分に勘案しながら決定し

ていく予定であります。 

 

④事業展開について 

当社は、神奈川エリア（横浜市とその他周辺地域）及び東京エリアを中心に事業を展開しております

が、今後は静岡エリアへの進出も予定しております。当社としましては、静岡エリアでの事業経験者を

中心としてエリアマーケティングを行い市場動向を調査の上、事業を展開していく方針であります。し

かしながら、今後展開していく事業エリアにおきまして販売計画が予定通りに進まない場合、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑤引渡時期における業績変動について 

当社は、不動産開発事業における売上高の計上につきましては、引渡基準を採用しております。過去

の実績におきましてはマンションの引渡時期により業績偏重が生じ、売上高が上半期もしくは下半期に

集中する傾向があります。また、天災、事故、その他予期し得ない要因による工事遅延等の不測の事態

により、物件の引渡時期につきまして期末日を越える遅延が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 

⑥土地仕入について 

当社の主な事業である不動産開発事業におきましては、土地仕入の成否が各事業年度の売上高に直結

するため、仕入人員を増強し情報ルートの拡大を図り土地仕入に当たっておりますが、当社の想定を上

回るスピードでの市場環境（経済情勢、個人消費の改善、不動産活用の多様化等）の変化により地価の

高騰及び土地取得に係る競争が激化し土地取得が計画通り進まない場合、当社の業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

⑦有利子負債への依存について 

当社の不動産開発事業に係るプロジェクト資金は、主として金融機関からの融資によって調達してお

ります。不動産開発事業におきましては、用地取得から顧客への引渡しまで相当の期間を要するため、

事業拡大による仕掛不動産等の増加に伴い有利子負債が増加する傾向があります。そのため、経済情勢、

金融市場の動向等により金利水準が変動した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。 

当社の資金調達の方法につきましては、特定の金融機関に依存することなく、個別物件ごとに融資の

打診を行っております。また、金利変動リスクが高いと判断した場合は固定金利の選択やデリバティブ

によるリスク回避を図る方針であります。しかしながら、金融政策の変化、当社の信用力の低下等によ

り資金調達に制約を受けた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

項目 
前事業年度 

（平成18年６月30日） 

当事業年度 

（平成19年６月30日） 

有利子負債残高     （A） 

千円

3,222,169

千円

4,625,257

短期借入金 1,033,500 65,001

一年以内返済予定長期借入金 1,055,413 3,345,579

社債 ― 220,000

 

長期借入金 1,133,256 994,677

総資産額        （B） 4,018,967 5,823,223

有利子負債依存度   （A／B） 80.2％ 79.4％
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⑧事業拡大に伴う在庫リスクについて 

当社は、中期経営計画として平成21年６月期に向けて継続的な売上高の増加を目指し事業を推進して

おり、その目標達成のためプロジェクト数及び規模の拡大を図っていく方針であります。そのため販売

物件数の増加に伴い、プロジェクトによっては販売不振から竣工済未引渡住戸が完成在庫として滞留し

てしまう可能性があり、滞留が長期化してしまうと資産価値の下落を招き販売価格を下げて販売せざる

を得ない状況が発生する可能性があります。そのような事態が発生した場合、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

また、事業拡大に伴う販売物件数の増加により、たな卸資産（販売用不動産及び仕掛不動産）の総資

産に占める割合は、平成 18 年６月期末においては 43.1％（土地等の販売で売却先が決定しているたな

卸資産を除く。）、平成 19 年６月期末においては 68.1％となっております。不動産開発事業の推進に当

たりましては、中期経営計画及び過年度の実績等から年間の仕入計画を策定し、在庫リスクの適正化に

努めておりますが、何らかの理由でたな卸資産の滞留が長期化し、地価下落によるたな卸資産の評価が

下落した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑨競合等の影響について 

当社は、神奈川エリア（横浜市とその他周辺地域）及び東京エリアを中心にマンションの企画分譲を

行っております。当社が供給しているエリアは住宅購入者の人気が高いエリアであり、かつ不動産業界

のみならず事業用地としてニーズが高いことから、競合他社も多くなる傾向にあります。競合他社の参

入状況によっては当社の用地仕入に関する競争力が低下することとなり、取得価格の高騰による収益力

の低下等、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社が供給するエリアにおきましては、新規マンション供給戸数の高水準での推移を背景に、今後、

販売競争が一層激化する可能性があります。また、同一のエリア内において同業他社が当社と同様のコ

ンセプトでマンションを供給してきた場合、これを要因とする値引販売により売上高の減少や利益率の

低下等が発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社が今後進出を予定している静岡エリアにつきましては、東京圏と名古屋圏の間に位置し、

交通利便性及び居住性も高水準でありながら、地場の不動産会社を中心に供給が行われており、大都市

圏を中心に事業を展開している大手不動産会社の市場参入は限定的であると認識しております。しかし

ながら、既存業者や新規参入業者との間で仕入や販売において競争が生じることも想定されますので、

同様に、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑩自然災害による損害について 

当社が取り扱う不動産は、神奈川エリア（横浜市とその他周辺地域）及び東京エリアへ分散しており、

今後は静岡エリアへの進出も予定しております。しかしながら将来において、火災、地震、津波、落雷、

竜巻等の自然災害が不動産物件の存在する地域で発生した場合に、当社の建設中である不動産の毀損又

は滅失等を招く可能性があります。このような被害を受けた場合、毀損又は滅失した箇所を修復するた

め、建設費の増加又は建設期間の長期化等が発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑪建設工事の外注について 

当社は、マンション建設工事を外注しております。外注先の選定に当たりましては、建設会社として

の事業実績、財務内容等を総合的に勘案した上で決定しております。工事着工後は、当社担当者が現場

に足を運び、建設会社及び設計監理事務所等を交えて工程管理会議を開催し、工事遅延防止等に努めて

おります。しかしながら、外注先の信用不安や下請会社等に起因する請負契約の不履行、その他予期せ

ぬ事象が発生した場合、建設工事の遅延により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑫アスベスト対策について 

当社は、不動産開発事業における土地取得に際して、当該土地に既存建物が存在している場合、アス

ベストの使用の有無についての調査を行っております。アスベストの使用が確認された場合、飛散防止

対策を実施するとともに、解体により発生した廃アスベストは法令に基づいた処置を施しております。

しかしながら、当社の想定を上回る範囲での使用もしくは予期せぬ形での使用が発覚し、その処理のた

めの費用が発生した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑬土壌汚染対策等について 

当社は、不動産開発事業における土地取得に際して、当該土地の過去の地目、所有者、住宅地図、航

空写真等の変遷から地歴調査を行い当該土地について土壌汚染の可能性を検討しております。過去に工

場等の存在が確認され疑わしい場合は土壌汚染調査を行い、土壌汚染が判明した場合には専門業者によ

る汚染の除去等を実施しております。また、土壌汚染対策費用につきましては、売買契約書に費用負担

についての条項を記載し原則売主の負担としております。しかしながら、地歴調査上問題なく売主の責

に帰さない土地において近隣地からの汚染物質の流入による二次汚染等で土壌汚染対策が求められ、そ

の処理のための費用が発生した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、遺跡調査も行っております。現在まで当社が仕入れた土地の中に遺跡が発見されたことはあり

ませんが、万が一当社取得後に遺跡が発見された場合には、開発が制限され、あるいは不可能となるな

どして、当社の業績や事業計画に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑭瑕疵担保リスクについて 

当社は、不動産開発事業における建設工事を事業実績、財務内容等の十分な建設会社に発注するとと

もに、国の定める第三者評価機関による「設計住宅性能評価書」及び「建設住宅性能評価書」を全物件

に対して取得し、品質及び安全の確保に努めております。 

また、当社は、財団法人住宅保証機構による住宅性能保証制度の登録業者となっており、当社が分譲

するマンションはすべて住宅性能保証制度に登録しております。住宅性能保証制度に登録したマンショ

ンは、財団法人住宅保証機構の定める「性能保証住宅設計施工基準」に適合しているかどうかの現場検

査に合格し、保証住宅として登録されると、マンション購入者に対して、新築住宅に10年間義務付けら

れている瑕疵（構造耐力上主要な部分、又は雨水の侵入を防止する部分）について登録業者（当社）に

よる保証が行われます。また、当社の保証の履行をより確実なものとするため、財団法人住宅保証機構
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が付保した保険により、補修費用の約95％が保証金として当社に支払われます。 

現在まで当社物件に瑕疵が生じたことはありませんが、当社のマンションにおいて何らかの原因によ

り瑕疵が発生してしまった場合、上記の保険により補修費用の大部分が補填されるとはいえ、クレーム

件数の増加や当社の社会的信用の失墜等を招き、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑮構造計算書偽装事件について 

平成 17 年 11 月に国土交通省より公表された姉歯建築設計事務所による構造計算書偽装事件につきま

しては、当社におきましても１物件につき当社が委託した設計監理事務所の下請けとして姉歯建築設計

事務所が関与していた事実が判明し、結果として建築中であった基礎部分を全て取り壊すとともに、新

たに業者を選定して、プロジェクトの再構築を行いましたが、その他建築中の自社分譲マンション及び

過去に当社が販売した自社分譲マンションにおきましては全物件を対象に再度、横浜市又は別の構造設

計事務所による構造計算書の再検証を行い、構造計算書が偽装された物件がないことを確認し、各管理

組合及び契約者に説明を行いました。また、事件発覚後に建築を開始したマンションにおきましても、

安全・安心な住宅の提供を維持するため、引き続き当該物件の構造計算に携わった構造設計事務所以外

の構造設計事務所による二重検査を実施し、構造計算書の偽装が行われた事実がないことを確認しまし

た。なお、上記の物件につきまして、国土交通省が構造計算書偽装事件で公表した構造設計事務所の関

与した事実はありません。しかしながら、構造計算は非常に専門的な知識を要するため何らかの理由で

耐震強度が確保されない事態が生じた場合、適正な耐震強度を確保するための追加費用及び事業スケジ

ュールの遅延等が発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑯マンション建設に対する近隣住民による反対運動について 

当社は、マンション建設に当たり土地仕入後、近隣住民説明会を開催し、建設工事に伴う騒音、景観

の変化、電波障害、日照問題等に関する説明を実施しております。その結果、現時点におきましては近

隣住民による反対運動はありません。しかしながら、今後のマンション建設において反対運動が発生し

ないとは断言できず、近隣住民による反対運動が発生した場合、工事の一時中断、仕様変更等による工

事遅延又は建設工事費の増加が発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑰法的規制について 

当社グループの事業は、下記に掲げる法的規制等を受けております。今後、これらの法律等の改正又

は新たな規制の制定によって、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

「宅地建物取引業法」 

「建物の区分所有等に関する法律」 

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 

「国土利用計画法」 

「都市計画法」 

「建築基準法」 
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「不当景品類及び不当表示防止法」 

「不動産の表示に関する公正競争規約」 

「各地方自治体における条例」 

「建築士法」 

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」 

 

また、当社グループは、事業活動を推進するに際して、下表に掲げる免許を得ております。現在、当

該免許が取り消しとなる事由は存在しておりませんが、将来、何らかの理由により免許及び登録の取消

が発生した場合、当社の主要な事業活動に支障をきたし、業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

（当社） 

免許、登録等の別 番号 有効期間 免許取消条項 

宅地建物取引業免許 神奈川県知事（2）第22445号 
自 平成14年10月16日 
至 平成19年10月15日 

宅地建物取引業法 

第66条、67条 

一級建築士事務所登録 神奈川県知事登録第13981号 
自 平成17年12月22日 
至 平成22年12月21日 

建築士法第26条 

（子会社） 

免許、登録等の別 番号 有効期間 免許取消条項 

マンション管理業登録 国土交通大臣（1）第032767号 
自 平成17年３月３日 
至 平成22年３月２日 

マンションの管理の

適正化の推進に関す

る法律 第83条 

 

⑱個人情報について 

当社は、マンション企画分譲を通じて多くのお客様の個人情報を保有しております。当社のホームペ

ージにおいて個人情報保護方針を掲載し、お客様へ個人情報の取扱いについての説明を行っております。

その管理につきましては、全従業員より「秘密保持に関する誓約書」の提出を求めるとともに、ビデオ

等で個人情報の事例を分かり易く解説し理解を促しております。また、各部室の代表からなる個人情報

保護推進委員会を定期的に開催し、個人情報保護の徹底を図っております。しかしながら、万が一個人

情報が漏洩した場合には、損害賠償費用の発生及び社会的信用の低下等により、当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

 

⑲訴訟等の可能性について 

当社は、現段階において業績に重大な影響を及ぼす訴訟を提起されている事実はありません。しかし

ながら、当社が販売する不動産におきまして、瑕疵等の発生、又は工事期間中における近隣からの様々

なクレーム等が発生した場合、これらに起因する訴訟その他の請求が発生する可能性があります。これ

らの訴訟等の内容及び結果によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑳調達資金の使途について 

当社普通株式は、平成 19 年８月９日に株式会社ジャスダック証券取引所に上場しております。今回の

公募増資における資金使途につきましては、主としてプロジェクトの土地購入資金に充当する方針であ

ります。当社は、公募増資により調達した資金を効率的に投資し経営成績の拡大とともに財務体質の健

全化を図る方針であります。しかしながら、当社を取り巻く事業環境の変化や新たな事業機会が発生し

た場合、資金使途を変更する可能性があります。また、実際の使途が期待通りの収益をあげられない場

合もあり、当社の成長に影響を及ぼす可能性があります。 

 

２．企業集団の状況 

当社グループは、当社と子会社である株式会社ＬＣコミュニティの２社で構成されております。 

当社の主要な事業は、不動産開発事業であり、その中にはマンション企画分譲と土地等の販売があり

ます。マンション企画分譲としましては、自社ブランド「エルズ」マンションシリーズの企画、開発、

販売を行っており、“コンパクトファミリー”マンションをコンセプトとして、近年においては、地中

海風建築をモチーフとした外観意匠を取り入れた商品を企画する等、神奈川、東京エリアを中心に、一

般顧客（ファミリー層）を対象に営業を展開しております。また、今後は静岡エリアへの進出も予定し

ており、同エリアの市場動向の調査等を行っております。土地等の販売としましては、当社にて立退、

解体、遺跡調査、土壌汚染調査、測量、企画等を実施した土地を不動産開発業者等に販売しております。 

当社グループのその他の事業としましては、子会社である株式会社ＬＣコミュニティにて、マンショ

ン管理会社が行う管理業務について点検・助言・指導を行っております。 

なお、当社は設立以降、マンションの販売代理を中心とした事業を行っておりましたが、第４期より

自社ブランド「エルズ」マンションシリーズの企画分譲を開始して以来、不動産開発事業に比して販売

代理事業の比重は低下してきており、当事業年度においては販売代理事業を行っておりません。今後は

不動産開発事業に特化する方針であり、販売代理事業は計画しておりません。 
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 [事業系統図] 

（不動産開発事業） 
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不動産開発業者 

事業法人 
 
 

マンション 

企画分譲

㈱ＬＣコミュニティ 

（非連結子会社）

マンション管理会社

マンション管理組合 

一般顧客 

 

管理業務 

管理費 

コンサル

タント料 

点検・助言・

指導 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（管理事業） 

株式会社エルクリエイト 

土地情報、土地仕入 

仲介業者 

土地情報 

土地情報 

土地所有者 

 
３．経営方針 

（1）会社の経営の基本方針 

当社は、お客様の“あったらいいな”と想う住まいづくりを経営理念として掲げ、地域に密着し、そ

こに住む人々のライフスタイルに適う住宅や暮らし方を提案する“住宅の夢”創造企業を目指しており

ます。また、株主の皆様を始めとする全てのステークホルダーに、信頼と満足を与えられる企業である

ことを経営の基本方針としております。 

 

（2）目標とする経営指標 

当社は、企業収益力を向上させる為の指標として、売上高経常利益率を 重要視し、業容の拡大及び

事業の効率化を推進してまいります。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、主たる事業である不動産開発事業におきまして、お客様の安心・安全を確保した住宅の供給

を第一に考え、お客様の“あったらいいな”と想う住まいづくりを推進し、供給エリア及び供給戸数の
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拡大を図ってまいります。特に商品企画戦略におきましては、地中海風建築をモチーフとした外観意匠

を纏い、お客様の趣向に応える間取りプランを実現する他、それぞれのお客様のライフスタイルを演出

するスタイルアップ・バイキングシステム（間取が選べる「プランセレクト」・カラーが選べる「カラ

ーセレクト」・生活アイテムが選べる「アイテムセレクト」）を全面展開する等、同業他社との差別化を

図っております。今後も当社は、お客様の“あったらいいな”と想う住まいを提供し、事業拡大を図る

なか、企業総合力を強化すべく、総合不動産業化を目指して事業を推進してまいります。 

 

（4）会社の対処すべき課題 

わが国経済は、積極的な企業の設備投資等により、企業業績の好転に伴う雇用環境の改善が見られる

など、景気回復基調が鮮明になってまいりました。 

当社が属する不動産業界におきましては、地価の上昇及び依然として続く首都圏でのマンション大量

供給という厳しい事業環境のもとで、仕入及び販売とも競合リスクが高まっており、お客様の商品を選

別する眼も一段と厳しくなっていくものと予想されます。 

そのような環境の中、当社は商品企画戦略により同業他社との差別化を図っておりますが、お客様の

信頼をより強固なものとするため、一層の企業総合力の強化が求められております。当社は、企業総合

力の強化に重点を置き、事業拡大と企業価値の向上に向けて以下の課題に取り組んでまいります。 

 

①仕入の強化 

当社の主要なエリアである神奈川エリアにおきましては、積極的な情報収集活動により仕入実績をあ

げております。今後の他のエリアへの仕入拡大方針としては、更に仕入人員を増強し、東京及び地方主

要都市エリアを中心に新規情報ルートの開拓及び事業エリアの拡大を図り、仕入の強化に取り組んでま

いります。また、当事業年度におきましては、静岡エリアで仕入実績をあげており、事業エリアの拡大

を図っております。 

 

②お客様の“あったらいいな”と想う商品開発の推進 

マンション市場におきましては、今後も新規発売物件の供給が高水準で推移するものと考えられ、お

客様のマンションを選別する眼も一段と厳しくなることが予想されます。当社は、地中海風建築をモチ

ーフとした外観意匠を取り入れ、“コンパクトファミリー”マンションをコンセプトとした商品企画戦

略を推進しておりますが、今後も地域に密着し、そこに住む人々のライフスタイルに合わせた住宅や暮

らし方を提案出来る企業として、お客様の“あったらいいな”と想う商品開発を強化推進し、同業他社

との差別化を図ってまいります。 

 

③ブランド戦略の推進 

当社が属する不動産業界におきましては、不動産という高額な商品を取扱う特性上、お客様にとって

は頻繁な住み替えは困難であり、かつ当社のマンション展開も一部の地域に限られてしまうため、企業

イメージやブランド名が浸透しづらい傾向にあります。そのような状況下におきまして当社は、供給エ
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リア及び供給戸数の拡大を推進する中で商品企画戦略を強化し、品質面では、住宅性能評価書及び住宅

性能保証制度を全マンションに採用することで安全・安心・快適な住まいの提供を目指し、「エルズ」

マンションブランドの浸透を図ってまいります。また今後は、マンション管理やお住み替えのご提案等

ご入居後のサポートも提供していくことで、総合不動産業としての地位を確立し、企業としてのブラン

ド戦略を推進していく方針であります。 

 

④人材の確保、育成 

当社は、激化する仕入及び販売競争の中で不動産開発事業の拡大を図るため、事業及び営業部門にお

ける優秀な人材の確保が必要不可欠であると認識しております。管理部門におきましても内部管理体制

の一層の強化を図り内部統制システムを推進するため、人材の確保に取り組んでおります。また、人材

育成につきましては、当社の事業は土地・建物といった不動産を取り扱っており、業務上専門的かつ高

度な知識が求められるため、従業員に対する社内外の研修や現場実地研修等の一層の充実を図り、各個

人の能力の向上に努めてまいります。 

 

⑤リスク管理体制の整備 

当社が属する不動産業界におきましては、平成 17 年 11 月に構造計算書偽装事件が発生し、建築確認

検査機関や国が定める住宅性能評価機関におきましても偽装を見落とす等、大きな社会問題となりまし

た。当社も１物件につきまして、選定した施工業者及び設計監理事務所の関与が判明し、加えて上記検

査機関等も偽装を見落とし、結果として構造計算書偽装関連費用として平成18年６月期に特別損失「建

築工事請負契約解約損」183 百万円を計上いたしました。今後は、与信管理（新規取引先のリスク管理）

を更に徹底し、細心の注意を払って業者選定を実施してまいります。また、構造計算書につきましては、

建設会社及び設計監理事務所とは別の構造設計事務所による再検証を行い、二重のチェック体制にて安

全を確認する等リスク管理体制を整備してまいります。 

 

⑥財務体質の健全性向上 

当社は、土地仕入からマンション建設までのプロジェクト資金を、主に金融機関からの融資により調

達しております。今後は、資本市場での資金調達により有利子負債の削減を図り、自己資本を増強し、

財務体質の健全性の向上に努めてまいります。また、信用力の向上により、調達金利を抑制し、金利負

担軽減を図ってまいります。 

 

（5）内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載のとおりであります。 
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４．財務諸表 
（1）貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成18年６月30日） 

当事業年度 

（平成19年６月30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  974,187 1,452,642  

２．販売用不動産  200,028 279,957  

３．仕掛不動産 ※１ 2,550,279 3,684,681  

４．前渡金  ― 25,000  

５．前払費用  124,157 253,863  

６．繰延税金資産  15,528 21,244  

７．その他  11,185 16,227  

流動資産合計  3,875,365 96.4 5,733,617 98.5 1,858,251

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

（1）建物  19,033 19,033   

減価償却累計額  4,810 14,222 7,334 11,699  

（2）工具器具及び備品  12,544 11,702   

減価償却累計額  5,985 6,558 6,910 4,792  

有形固定資産合計  20,781 0.5 16,491 0.3 △4,289

２．無形固定資産  698 0.0 698 0.0 ―

３．投資その他の資産    

（1）投資有価証券  53,976 ―  

（2）関係会社株式  10,000 10,000  

（3）長期前払費用  3,038 6,035  

（4）敷金保証金  55,108 56,381  

投資その他の資産合計  122,122 3.1 72,416 1.2 △49,706

固定資産合計  143,601 3.6 89,606 1.5 △53,995

資産合計  4,018,967 100.0 5,823,223 100.0 1,804,255
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前事業年度 

（平成18年６月30日） 

当事業年度 

（平成19年６月30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．短期借入金 ※１ 1,033,500 65,001  

２．一年以内返済予定長期

借入金 
※１ 1,055,413 3,345,579  

３．未払金  33,729 40,656  

４．未払費用  16,623 23,301  

５．未払法人税等  96,894 198,953  

６．未払消費税等  5,789 5,829  

７．前受金  180,100 127,400  

８．預り金  37,291 80,403  

９．賞与引当金  7,015 7,746  

10．その他  759 994  

流動負債合計  2,467,115 61.4 3,895,863 66.9 1,428,747

Ⅱ 固定負債    

１．社債  ― 220,000  

２．長期借入金 ※１ 1,133,256 994,677  

３．繰延税金負債  2,497 ―  

固定負債合計  1,135,753 28.2 1,214,677 20.9 78,923

負債合計  3,602,868 89.6 5,110,540 87.8 1,507,671

    

（純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  102,800 2.6 102,800 1.7 ―

２．利益剰余金    

（1）その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  309,548 609,883   

利益剰余金合計  309,548 7.7 609,883 10.5 300,335

株主資本合計  412,348 10.3 712,683 12.2 300,335

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差

額金 
 3,750 0.1 ―  ― △3,750

評価・換算差額等合計  3,750 0.1 ― ― △3,750

純資産合計  416,099 10.4 712,683 12.2 296,584

負債純資産合計  4,018,967 100.0 5,823,223 100.0 1,804,255
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（2）損益計算書 

  

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30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  4,528,439 100.0 6,256,376 100.0 1,727,936

Ⅱ 売上原価  3,118,878 68.9 4,465,912 71.4 1,347,034

売上総利益  1,409,561 31.1 1,790,464 28.6 380,902

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．広告宣伝費  219,057 302,120   

２．販売促進費  101,528 160,472   

３．役員報酬  111,950 144,600   

４．給与手当  184,012 208,162   

５．賞与  71,654 73,492   

６．賞与引当金繰入額  7,015 7,746   

７．法定福利費  38,985 41,633   

８．地代家賃  72,490 90,109   

９．減価償却費  5,503 4,245   

10．その他  152,328 964,526 21.3 161,864 1,194,447 19.1 229,920

営業利益  445,035 9.8 596,017 9.5 150,981

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  910 1,712   

２．受取配当金  972 539   

３．解約金収入  26,814 1,300   

４．受取手数料  5,734 4,860   

５．有価証券売却益  1,025 9,832   

６．金融商品評価益  2,375 ―   

７．為替差益  ― 4,381   

８．その他  133 37,965 0.9 2,941 25,569 0.4 △12,396

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  76,819 67,872   

２．社債利息  ― 452   

３．支払手数料  5,956 5,811   

４．株式交付費  541 ―   

５．社債発行費  ― 3,538   

６．金融商品評価損  ― 1,388   

７．為替差損  5,347 ―   

８．上場関連費用  ― 5,924   

９．その他  650 89,315 2.0 484 85,472 1.3 △3,842

経常利益  393,685 8.7 536,114 8.6 142,428

Ⅵ 特別利益    

１．保険積立金解約益  70,643 70,643 1.6 ― ― ― △70,643

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※１ ― 43   

２．建築工事請負契約解約損 ※２ 183,793 183,793 4.1 ― 43 0.0 △183,750

税引前当期純利益  280,535 6.2 536,070 8.6 255,535

法人税、住民税及び事業税  93,274 241,452   

法人税等調整額  20,852 114,126 2.5 △5,716 235,735 3.8 121,608

当期純利益  166,408 3.7 300,335 4.8 133,926
         

 

 

  

- 18 -



 

 

㈱エルクリエイト（3247）平成19年６月期決算短信（非連結） 
 

売上原価明細書 
  前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30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）

土地代   891,193 28.6 1,855,497 41.6 964,304

建築工事費   2,125,277 68.1 2,484,664 55.6 359,386

経費   102,407 3.3 125,751 2.8 23,344

合   計   3,118,878 100.0 4,465,912 100.0 1,347,034
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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７月１日 至平成18年６月30日） 

株主資本 評価・換算差額等 

利益剰余金 

その他利益

剰余金 

 

資本金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計

平成17年６月30日 残高 

（千円）
50,000 143,140 143,140 193,140 745 745 193,885

事業年度中の変動額    

新株の発行 52,800 ― ― 52,800 ― ― 52,800

当期純利益 ― 166,408 166,408 166,408 ― ― 166,408

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
― ― ― ― 3,004 3,004 3,004

事業年度中の変動額の合計 

（千円）
52,800 166,408 166,408 219,208 3,004 3,004 222,213

平成18年６月30日 残高 

（千円）
102,800 309,548 309,548 412,348 3,750 3,750 416,099

 

 

当事業年度（自平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

株主資本 評価・換算差額等 

利益剰余金 

その他利益

剰余金 

 

資本金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計

平成18年６月30日 残高 

（千円）
102,800 309,548 309,548 412,348 3,750 3,750 416,099

事業年度中の変動額    

当期純利益 ― 300,335 300,335 300,335 ― ― 300,335

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
― ― ― ― △3,750 △3,750 △3,750

事業年度中の変動額の合計 

（千円）
― 300,335 300,335 300,335 △3,750 △3,750 296,584

平成19年６月30日 残高 

（千円）
102,800 609,883 609,883 712,683 ― ― 712,683
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（4）キャッシュ・フロー計算書 

  

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日）

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30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    

税引前当期純利益  280,535 536,070 

減価償却費  5,503 4,245 

賞与引当金の増加額  315 731 

受取利息及び受取配当金  △1,883 △2,252 

解約金収入  △26,814 △1,300 

受取手数料  △5,734 △4,860 

有価証券売却益  △1,025 △9,832 

金融商品評価損益（益：△）  △2,375 1,388 

支払利息  76,819 67,872 

社債利息  ― 452 

社債発行費  ― 3,538 

支払手数料  5,956 5,811 

為替差損益（益：△）  5,347 △4,381 

保険積立金解約益  △70,643 ― 

建築工事請負契約解約損  165,837 ― 

株式交付費  541 ― 

有形固定資産除却損  ― 43 

たな卸資産の増加額  △1,335,181 △1,214,331 

未払金の増加額  25,911 6,927 

前受金の増減額（減少：△）  59,335 △52,700 

預り金の増加額  12,563 43,311 

未払費用の増加額  997 6,225 

前払費用の増減額（増加：△）  30,727 △115,793 

前渡金の増減額（増加：△）  10,050 △25,000 

未払消費税等の増加額  2,240 40 

その他  △3,732 △6,079 

小計  △764,709 △759,873 4,836

利息及び配当金の受取額  1,883 2,252 

解約金収入の受取額  26,514 1,400 

受取手数料の受取額  3,253 4,307 

利息の支払額  △79,688 △63,480 

支払手数料の支払額  △5,674 △27,112 

建築工事請負契約解約に係る支払額  △165,837 ― 

法人税等の支払額  △46,040 △139,257 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,030,298 △981,764 48,534
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前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日）

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30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    

定期預金の預入による支出  △12,000 △62,002 

定期預金の払戻による収入  18,000 37,002 

積立預金の預入による支出  △15,200 △12,703 

積立預金の取崩による収入  28,000 12,000 

有価証券の償還による収入  3,000 ― 

投資有価証券の取得による支出  △99,824 △501 

投資有価証券の売却による収入  69,996 58,063 

保険積立金の解約による収入  109,724 ― 

敷金保証金の差入による支出  △17,250 △3,900 

敷金保証金の返還による収入  12,882 2,627 

投資活動によるキャッシュ・フロー  97,328 30,585 △66,743

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（減少：△）  991,500 △968,499 

長期借入金の借入による収入  1,723,000 3,527,000 

長期借入金の返済による支出  △1,513,781 △1,375,413 

株式の発行による収入  52,258 ― 

社債の発行による収入  ― 216,461 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,252,977 1,399,549 146,572

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △5,347 4,381 9,729

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  314,658 452,752 138,093

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  620,424 935,083 314,658

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 935,083 1,387,835 452,752
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重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

（1）子会社株式 

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 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

（1）子会社株式 

同左 

（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．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法を採用しております。 

デリバティブ 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

販売用不動産 

個別法による原価法を採用しております。

仕掛不動産 

個別法による原価法を採用しております。

販売用不動産 

同左 

仕掛不動産 

同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

定率法を採用しております。 

主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物        ８年～15年 

工具器具及び備品  ４年～10年 

有形固定資産 

同左 

 

５．繰延資産の処理方法 （1）株式交付費 

支出時に全額費用処理しております。 

（2）       ― 

（1）        ― 

 

（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 賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給

見込額の当期負担額を計上しております。 

賞与引当金 

同左 

７．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。 

同左 

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

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

か月以内に償還期限の到来する短期投資から

なっております。 

同左 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

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。また、控除対象外消費

税及び地方消費税は、当期の費用として処理

しております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日  

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

１．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」（企業会計基準委

員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号）

を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

          ― 

２．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」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用

しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は416,099千円であ

り、純資産の部の合計と同額であります。 

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。 

            

３．ストック・オプション等に関する会計基準 

当事業年度より、「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18年５

月31日 企業会計基準適用指針第11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。 

           

 

追加情報 
前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

（外形標準課税） 

当社は、平成18年６月23日付の第三者割当増資に伴い

資本金が１億円超となったため、外形標準課税の適用を

受けることとなりました。そのため、「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 平成16年２月

13日 実務対応報告第12号）に基づき、当事業年度から

法人事業税の付加価値割及び資本割3,946千円を販売費及

び一般管理費に計上しております。 

            ― 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

（平成18年６月30日） 

当事業年度 

（平成19年６月30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。 

仕掛不動産         2,543,235千円 

   担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金         1,000,000千円 

    一年以内返済予定長期借入金  975,000千円 

  長期借入金         1,018,000千円 

計            2,993,000千円 

２．偶発債務（保証債務） 

当社顧客の住宅ローンに関して抵当権設定登記完了ま

での間、当社が金融機関に対して負う連帯保証債務 

470,200千円 

※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。 

仕掛不動産         3,677,637千円 

   担保付債務は次のとおりであります。 

一年以内返済予定長期借入金 3,285,000千円 

  長期借入金          940,000千円    

     計            4,225,000千円 

 

２．偶発債務（保証債務） 

当社顧客の住宅ローンに関して抵当権設定登記完了ま

での間、当社が金融機関に対して負う連帯保証債務 

                   771,680千円 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

※１．          ― ※１．固定資産除却損は、工具器具及び備品43千円でありま

す。 

※２．建築工事請負契約解約損の内容は、次のとおりであり

ます。 

物件（建物）取壊費用     131,149千円 

販売関連費用          49,972千円 

  その他             2,671千円 

計             183,793千円 

※２．          ― 
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（株主資本等変動計算書関係） 

 前事業年度（自平成17年７月１日 至平成18年６月30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 
前事業年度末株式数 

（株）

当事業年度増加株式数 

（株）

当事業年度減少株式数 

（株）

当事業年度末株式数 

（株）

普通株式（注） 1,000 4,264 ― 5,264

（注）普通株式の発行済株式数の増加は、平成18年４月29日付で、株式１株につき５株の株式分割を実施したこ

とによる増加4,000株、及び平成18年６月23日付で、第三者割当増資による新株式の発行を実施したこと

による増加264株であります。 

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

３．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
新株予約権 

の内訳 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 
前事業年度末

当事業年度 

増加 

当事業年度 

減少 
当事業年度末 

当事業年度

末残高 

平成18年６月期 

ストック・オプ

ションとしての

新株予約権

（注） 

普通株式 ― 134 ― 134 ―

（注）新株予約権の当事業年度増加は新株予約権の発行によるものであります。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 当事業年度（自平成18年７月１日 至平成19年６月30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 
前事業年度末株式数 

（株）

当事業年度増加株式数 

（株）

当事業年度減少株式数 

（株）

当事業年度末株式数 

（株）

普通株式（注） 5,264 5,264 ― 10,528

（注）普通株式の発行済株式数の増加は、平成19年３月１日付で、株式１株につき２株の株式分割を実施したこ

とによる増加5,264株であります。 

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

      該当事項はありません。 
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３．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
新株予約権 

の内訳 

新株予約権の

目的となる 

株式の種類 
前事業年度末

当事業年度 

増加 

当事業年度 

減少 
当事業年度末 

当事業年度

末残高 

平成18年６月期 

ストック・オプ

ションとしての

新株予約権 

普通株式 268 ― 26 242 ―

平成19年６月期 

ストック・オプ

ションとしての

新株予約権 

普通株式 ― ８ ― ８ ―

（注）１．当事業年度中（平成19年３月１日）に１株につき２株の株式分割をしております。当該株式分割が、

当事業年度の期首に行われたと仮定して株式数を記載しております。 

    ２．平成18年６月期新株予約権の当事業年度減少は、新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失

（従業員５名）による減少26株であります。 

 

４．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

※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６月30日現在）

   （千円）

現金及び預金                        974,187 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金       △39,103 

現金及び現金同等物            935,083

※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19年６月30日現在）

（千円）

現金及び預金                        1,452,642    

預入期間が３ヶ月を超える定期預金       △64,807  

現金及び現金同等物           1,387,835  

 

（リース取引関係） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

リース契約の内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの

金額が少額なリース取引のため、財務諸表等規則第８条の

６第６項の規定に基づき記載を省略しております。 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

 

  取得価額

相当額 

（千円）

減価償却 

累計額 

相当額 

（千円） 

期末残高

相当額 

（千円）

 

 工具器具 

及び備品 
12,486 1,664 10,821

 

 

 
合計 12,486 1,664 10,821

 

 (2)未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内         2,344千円 

１年超          8,589千円 

合計         10,933千円 

 (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

  支払リース料      1,848千円 

  減価償却費相当額    1,664千円 

  支払利息相当額       295千円 

(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。 

(5)利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を

利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法に

よっております。 

２．オペレーティング・リース取引 

           ― 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内         2,773千円 

１年超          3,928千円 

合計          6,701千円 
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（有価証券関係） 

前事業年度（平成18年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
種類 

取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)株式 

(2)債券 

(3)その他 

―

―

17,758

― 

― 

24,593 

―

―

6,835

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

小計 17,758 24,593 6,835

(1)株式 

(2)債券 

(3)その他 

―

―

29,970

― 

― 

29,382 

―

―

△587

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

小計 29,970 29,382 △587

合計 47,728 53,976 6,247

 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成17年７月１日 至平成18年６月30日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

69,996 1,025 ―

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

内   容 貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式 10,000 

 

当事業年度（平成19年６月30日現在） 

１．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

58,063 9,832 ―

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

内   容 貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式 10,000 
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

(1) 取引の内容 

当社が利用しているデリバティブ取引は、金利キャップ

取引であります。 

(2) 取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は、将来の金利変動によるリス

ク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。 

(3) 取引の利用目的 

デリバティブ取引は借入金利の将来の金利市場における

利率上昇による金利変動リスクを回避する目的で利用して

おります。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

当社が利用している金利キャップ取引は、市場金利の変

動によるリスクを有しております。 

また、取引の契約先は信用度の高い金融機関であるた

め、債務不履行による信用リスクは極めて少ないものと判

断しております。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の運営、管理は担当役員の指示に基づ

き管理部で行っております。 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項における想定元本は、この金

額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すもの

ではありません。 

(1) 取引の内容 

同左 

 

(2) 取引に対する取組方針 

同左 

 

 

(3) 取引の利用目的 

同左 

 

 

(4) 取引に係るリスクの内容 

同左 

 

 

 

 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

同左 

 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左 

 

２．取引の時価等に関する事項 

前事業年度（平成18年６月30日） 当事業年度（平成19年６月30日） 

区分 種類 契約額等 

(千円) 

契約額等

のうち 

1年超 

（千円）

時価 

（千円）

評価損益

（千円）

契約額等

(千円) 

契約額等

のうち 

１年超

(千円) 

時価 

(千円) 

評価損益

(千円)

市場取引 

以外の取引 
金利キャップ取引 330,000 330,000 2,755 2,375 330,000 230,000 1,366 △1,388

合計 330,000 330,000 2,755 2,375 330,000 230,000 1,366 △1,388

（前事業年度） 

（注）時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格に基づき

算定しております。 

（当事業年度） 

（注）時価の算定方法 

同左 

 

 

（退職給付関係） 

  前事業年度（自平成17年７月１日 至平成18年６月30日） 

   該当事項はありません。 

  当事業年度（自平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

   該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係） 

前事業年度(自平成17年７月１日 至平成18年６月30日) 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（1）ストック・オプションの内容 

 平成16年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役３名 

当社の監査役１名 

当社の従業員35名 

株式の種類別のストック・

オプション数（注) 

普通株式2,120株 普通株式134株 

付与日 平成16年６月30日 平成18年６月26日 

権利確定条件 権利行使時において、当社の取締役、

監査役、もしくは使用人の地位にある

こと。 

権利行使時において、当社の取締役、

監査役、従業員、顧問、当社子会社の

取締役、監査役、従業員、顧問の地位

を保有していること。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 平成18年６月26日から 

平成20年６月15日まで 

権利行使期間 平成16年７月１日から 

平成20年６月30日まで 

平成20年６月16日から 

平成28年６月８日まで 

（注）株式数に換算して記載しております。 

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

 平成16年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション 

権利確定前  （株）   

前事業年度末 － －

付与 － 134

失効 － －

権利確定 － －

未確定残 － 134

権利確定後  （株）  

前事業年度末 2,120 －

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 2,120 －

未行使残 － －

 

②単価情報 

 平成16年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション 

権利行使価格       （円） 100,000 200,000

行使時平均株価      （円） － －

公正な評価単価（付与日） （円） － －
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２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

平成16年ストック・オプション及び平成18年ストック・オプションについて、当社は未公開企業のた

め、ストック・オプションの公正な評価単価に代え、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値

の見積りに基づいて会計処理を行っております。なお、平成16年ストック・オプションについては、平

成18年３月10日開催の取締役会の決議にて失効しております。 

 

（1）価値算定の基礎となる自社の株式の評価方法 

類似会社比準法 

 

（2）ストック・オプションの本源的価値の合計額 

 平成16年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション 

期末における本源的価値 ― ―

権利行使されたストック・オプショ

ンの権利行使日における本源的価値 
― ―

 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

平成16年ストック・オプション及び平成18年ストック・オプションについて、基本的には、将来の失

効数の合理的見積は困難であるため、実績の失効数のみを反映する方法を採用しております。なお、平

成16年ストック・オプションについては、平成18年３月10日開催の取締役会の決議にて失効しておりま

す。 

 

４．財務諸表への影響額 

平成16年ストック・オプション及び平成18年ストック・オプションについて、財務諸表への影響はあ

りません。なお、平成16年ストック・オプションについては、平成18年３月10日開催の取締役会の決議

にて失効しております。 

 

当事業年度(自平成18年７月１日 至平成19年６月30日) 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（1）ストック・オプションの内容 

 平成18年ストック・オプション 平成19年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役１名 

当社の従業員29名 

当社の従業員２名 

株式の種類別のストック・

オプション数（注) 

普通株式242株 普通株式８株 

付与日 平成18年６月26日 平成18年９月19日 

権利確定条件 権利行使時において、当社の取締役、監

査役、従業員、顧問、当社子会社の取締

役、監査役、従業員、顧問の地位を保有

していること。 

権利行使時において、当社の取締役、監

査役、従業員、顧問、当社子会社の取締

役、監査役、従業員、顧問の地位を保有

していること。 

対象勤務期間 平成18年６月26日から 

平成20年６月15日まで 

平成18年９月19日から 

平成20年９月７日まで 

権利行使期間 平成20年６月16日から 

平成28年６月８日まで 

平成20年９月８日から 

平成28年６月８日まで 

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

  ２．平成19年３月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

  ３．平成18年ストック・オプションの新株予約権の目的となる株式の数は、平成18年６月９日臨時株

主総会決議及び平成18年６月16日取締役会決議による発行数から、付与対象者５名の退職による

失効に伴い、新株予約権の目的となる株式数を減じております。 
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（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

 平成18年ストック・オプション 平成19年ストック・オプション 

権利確定前  （株）   

前事業年度末 268 －

付与 － ８

失効 26 －

権利確定 － －

未確定残 242 ８

権利確定後  （株）   

前事業年度末 － －

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － －

未行使残 － －

（注）当事業年度中（平成19年３月１日）に１株につき２株の株式分割をしております。当該株式分割が

当事業年度の期首に行われたと仮定して株式数を記載しております。 

 

②単価情報 

 平成18年ストック・オプション 平成19年ストック・オプション 

権利行使価格       （円) 100,000 100,000

行使時平均株価      （円) － －

公正な評価単価（付与日） （円) － －

（注）権利行使価格については、平成19年３月１日付で１株を２株とする株式分割を行っており、当該株

式分割による調整後の権利行使価格を記載しております。 

 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

平成18年ストック・オプション及び平成19年ストック・オプションについて、当社は未公開企業のた

め、ストック・オプションの公正な評価単価に代え、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値

の見積りに基づいて会計処理を行っております。 

 

（1）価値算定の基礎となる自社の株式の評価方法 

類似会社比準法 

 

（2）ストック・オプションの本源的価値の合計額 

 平成18年ストック・オプション 平成19年ストック・オプション 

期末における本源的価値 ― ―

権利行使されたストック・オプショ

ンの権利行使日における本源的価値 
― ―

 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

平成18年ストック・オプション及び平成19年ストック・オプションについて、基本的には、将来の失

効数の合理的見積は困難であるため、実績の失効数のみを反映する方法を採用しております。 

 

４．財務諸表への影響額 

平成18年ストック・オプション及び平成19年ストック・オプションについて、財務諸表への影響はあ

りません。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 

（平成18年６月30日） 

当事業年度 

（平成19年６月30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

繰延税金資産 

  賞与引当金              2,803千円 

  未払事業税否認             8,121千円 

  販売用不動産評価損          3,953千円 

  その他                  649千円 

 繰延税金資産の合計           15,528千円 

      

 繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金       2,497千円 

繰延税金負債の合計           2,497千円 

繰延税金資産の純額           13,030千円 

 

※当事業年度における繰延税金資産及び繰延税金負債は貸

借対照表の以下の項目に含まれております。 

 

流動資産「繰延税金資産」        15,528千円 

固定負債「繰延税金負債」        2,497千円 

 

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

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

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。 

 

 

 

 

 

 

３．税率変更による繰延税金資産の金額の修正 

当事業年度中に増資により資本金が１億円を超過したこ

とに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算に使用した法

定実効税率は、前事業年度の41.3％から40.0％に変更され

ております。なお、当該税率変更による影響は、軽微であ

ります。 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 繰延税金資産 

 賞与引当金              3,096千円 

 未払事業税否認             13,789千円 

 販売用不動産評価損          3,953千円 

 その他                  405千円 

繰延税金資産の合計           21,244千円 

        

 繰延税金負債 

― 

 

 

 

※当事業年度における繰延税金資産は貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

 

流動資産「繰延税金資産」        21,244千円 

 

 

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

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳 

   ％

法定実効税率 40.0

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3

住民税均等割額 0.1

留保金課税 3.2

その他 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.0

                         

３．         ― 

 

 

（持分法損益等） 

前事業年度（自平成17年７月１日 至平成18年６月30日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（自平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

該当事項はありません。 
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（関連当事者との取引） 

前事業年度（自平成17年７月１日 至平成18年６月30日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 

資本金
又は 
出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合 

（％） 
役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目
期末
残高

(千円)

借入債務被保
証（注）２． 

3,222,169 ― ― 

リース債務被 
保証（注）３． 

9,647 ― ― 役員 岡田勇二 ― ― 
当社代表取
締役 

(被所有) 
直接  53.19

― ― 

賃借料被保証 
（注）４． 

1,122 ― ― 

役員 関口雅人 ― ― 当社取締役 
(被所有) 
直接  7.60

― ― 
賃借料被保証 
（注）４． 

1,683 ― ― 

役員 大熊光明 ― ― 当社監査役 
(被所有) 
直接  0.28

― ― 
第三者割当増
資（注）５． 

3,000 ― ― 

役員 瀬戸英俊 ― ― 当社監査役 
(被所有) 
直接  0.28

― ― 
第三者割当増
資（注）５． 

3,000 ― ― 

 （注）１．取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２．当社は、銀行借入に対して、代表取締役岡田勇二より債務保証を受けております。なお、保証料の支

払は行っておりません。 

３．当社は、リース債務に対して、代表取締役岡田勇二より保証を受けております。なお、保証料の支払

は行っておりません。 

４．当社は、借上社宅の賃借料に対して、代表取締役岡田勇二及び取締役関口雅人より保証を受けており

ましたが、当該取引は平成18年５月31日にすべて解消しております。なお、保証料の支払は行ってお

りません。 

５．当社の行った第三者割当増資の引受によるものであります。発行価格は類似会社比準法に基づき試算

した価格を参考に決定しております。 

 

当事業年度（自平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 

資本金
又は 
出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合 

（％） 
役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目
期末
残高

(千円)

役員 岡田勇二 ― ― 
当社代表取
締役 

(被所有) 
直接  53.19

― ― 
借入債務被保
証（注）２． 

78,506 ― ― 

 （注）１．取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２．当社は、銀行借入に対して、代表取締役岡田勇二より債務保証を受けております。なお、保証料の支

払は行っておりません。 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 
 

１株当たり純資産額 79,046.17円 

１株当たり当期純利益金額 33,248.41円 

  

 

１株当たり純資産額 67,694.11円 

１株当たり当期純利益金額 28,527.27円 

  
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であ

るため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりま

せん。 

 

当社は、平成18年４月29日付で株式１株につき５株の株式

分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前事業年度における１株当たり情報については、以下のとお

りとなります。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であ

るため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりま

せん。 

 

当社は、平成19年３月１日付で株式１株につき２株の株式

分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前事業年度における１株当たり情報については、以下のとお

りとなります。 

１株当たり純資産額 38,777.17円 

１株当たり当期純利益金額 87,653.67円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であ

るため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりま

せん。 

１株当たり純資産額 39,523.09円 

１株当たり当期純利益金額 16,624.20円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であ

るため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりま

せん。 

 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

当期純利益（千円） 166,408 300,335 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

（うち利益処分による役員賞与金） （―） （―） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 166,408 300,335 

期中平均株式数（株） 5,005 10,528 

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 

第２回新株予約権 

 平成18年６月９日臨時株主総会の

決議。ストック・オプションとして

付与する新株予約権の数134個 

 

第２回新株予約権 

 平成18年６月９日臨時株主総会の

決議。ストック・オプションとして

付与する新株予約権の数242個 

第３回新株予約権 

 平成18年６月９日臨時株主総会の

決議。ストック・オプションとして

付与する新株予約権の数８個 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

― 

 

当社株式は、平成19年８月９日に株式会社ジャスダック証

券取引所に上場しております。上場にあたり、平成19年７月

10日、平成19年７月23日及び平成19年７月31日開催の取締役

会において、下記のとおり募集株式の発行を決議し、平成19

年８月８日に払込が完了いたしました。 

この結果、平成19年８月８日付で資本金は233,000千円、発

行済株式総数は11,928株となっております。 

(1) 募集方法         ：一般募集 

（ブックビルディング方

式による募集） 

(2) 発行する株式の種類及び数 ：普通株式1,400株     

(3) 発行価格         ：１株につき 200,000円 

一般募集は、この価格にて行いました。 

(4) 引受価額         ：１株につき 186,000円  

この価額は、当社が引受人より１株当たりの新株式払込

金として受け取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額（１株につき14,000

円）の総額は引受人の手取金となります。 

(5) 発行価額         ：１株につき 144,500円 

この金額は、会社法上の払込金額であり、平成19年７月

31日開催の取締役会において決定された金額でありま

す。 

(6) 資本組入額        ：１株につき  93,000円 

(7) 発行価額の総額      ：     202,300千円 

(8) 払込金額の総額      ：     260,400千円 

(9)  資本組入額の総額      ：     130,200千円 

(10) 払込期日          ：平成19年８月８日 

(11) 資金の使途        ：事業資金に充当 
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５．その他 
（1）役員の異動 

①代表者の異動 

該当事項はありません。 

②その他の役員の異動 

該当事項はありません。 

 

（2）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

当社は、主として不動産開発事業を行っており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の

記載はしておりません。 

②受注状況 

該当事項はありません。 

③販売実績 

販売実績は、次のとおりであります。 
前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 区分 

金額（千円） 前年同期比（％） 金額（千円） 前年同期比（％） 

不動産開発事業 4,366,205 70.0 6,246,959 143.1 

そ  の   他 162,234 93.3 9,417 5.8 

合 計 4,528,439 70.7 6,256,376 138.2 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 相手先 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％） 

日本綜合地所株式会社 ― ― 1,650,000 26.4

 

④契約実績 

契約実績は、次のとおりであります。 

前事業年度 

 （自 平成17年７月１日 

   至 平成18年６月30日） 区分 

期首契約残高 期中契約高 期末契約残高 

不動産開発事業 戸数（戸、件） 金額（千円） 戸数（戸、件） 金額（千円） 戸数（戸、件） 金額（千円）

マンション 43戸 1,383,979 110戸 3,480,143 27戸 782,397

土   地 １件 90,480 ２件 1,844,000 １件 1,650,000

合  計 43戸、１件 1,474,459 110戸、２件 5,324,143 27戸、１件 2,432,397

その他 88戸 3,075,568 ２戸 68,437 ― ―

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．期首及び期末契約残高は、契約済未引渡残高の戸数、件数及び金額であります。 

３．その他における戸数及び金額は、マンション販売代理に係る当社取扱相当の戸数及び金額であり、売主

に帰属する売上高となっております。 
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当事業年度 

 （自 平成18年７月１日 

   至 平成19年６月30日） 区分 

期首契約残高 期中契約高 期末契約残高 

不動産開発事業 戸数（戸、件） 金額（千円） 戸数（戸、件） 金額（千円） 戸数（戸、件） 金額（千円）

マンション 27戸 782,397 166戸 5,354,540 47戸 1,543,296

土   地 １件 1,650,000 ― ― ― ―

合  計 27戸、１件 2,432,397 166戸 5,354,540 47戸 1,543,296

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．期首及び期末契約残高は、契約済未引渡残高の戸数、件数及び金額であります。 

    

 

 

 

 


