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１．平成19年６月中間期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 28,894 74.3 3,206 173.6 2,595 161.9 1,449 163.5

18年６月中間期 16,574 － 1,171 － 991 － 550 －

18年12月期 43,747 － 4,131 － 3,557 － 2,066 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年６月中間期 2,701 25 2,693 60

18年６月中間期 1,282 47 1,276 73

18年12月期 4,570 43 4,346 60

（参考）持分法投資損益 19年６月中間期 －百万円 18年６月中間期 －百万円 18年12月期 －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６月中間期 82,858 21,136 25.5 39,349 30

18年６月中間期 43,390 11,068 25.5 25,786 65

18年12月期 60,945 20,585 33.8 38,352 72

（参考）自己資本 19年６月中間期 21,136百万円 18年６月中間期 11,068百万円 18年12月期 20,585百万円

(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６月中間期 △22,098 △3,740 16,244 13,965

18年６月中間期 △14,410 △299 9,749 12,948

18年12月期 △13,394 △299 19,346 23,560

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

 円  円  円

18年12月期 － 1,700 1,700

19年12月期（予想） － 1,300 1,300

３．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 78,240 78.8 8,085 95.7 7,008 97.0 4,114 99.1 7,665 66

－ 1 －



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）　有

新規 1社 （社名　株式会社　地建） 除外 0社   

（注）詳細は、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間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（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

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、21ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」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６月中間期 537,164.7株 18年６月中間期 429,250.7株 18年12月期 536,748.7株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 2.7株 18年６月中間期 2.7株 18年12月期 2.7株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30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．平成19年６月中間期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 23,755 43.5 2,403 94.6 1,843 74.8 1,084 76.7

18年６月中間期 16,551 45.3 1,235 120.3 1,054 224.2 613 209.4

18年12月期 42,697 21.4 4,221 22.6 3,646 24.4 2,155 22.5

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年６月中間期 2,020 66

18年６月中間期 1,430 85

18年12月期 4,768 33

(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６月中間期 69,406 20,860 30.1 38,834 04

18年６月中間期 43,193 11,132 25.8 25,934 79

18年12月期 60,338 20,675 34.3 38,519 24

（参考）自己資本 19年６月中間期 20,860百万円 18年６月中間期 11,132百万円 18年12月期 20,675百万円

２．平成19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 66,252 55.2 7,202 70.6 6,467 77.3 3,653 69.5 6,805 83

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　①当中間期の経営成績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油高など原材料価格の高騰が懸念されたものの、個人消費の拡大、

企業収益の改善、民間設備投資の増加などにより、緩やかな回復基調となりました。

当不動産業界におきましては、６月の新設住宅着工戸数は３カ月ぶりに増加に転じ、前年同月比6.0％増の12万

1,149戸となり、その中でも分譲マンションは単月で1997年５月以来の高水準に達しました。また、不動産ファンド

の投資意欲が都心部を中心に旺盛であったことから、路線価が全国平均で２年連続上昇しています。

このような状況下におきまして、当社は分譲マンション事業の引渡しも期初計画通り順調に推移し、不動産流動化

事業におきましても大型の商業施設の引渡しが順調に進んだことおよび販売費・一般管理費の削減に努めたことによ

り、売上・利益とも期初計画を上回る状況となりました。

また、本年４月、静岡県に本社を置く株式会社地建を100％子会社といたしました。これによって、北は青森から

静岡、甲信越、北陸までを当社グループとして連続してカバーできることとなり、非常に大きなシナジー効果が期待

できます。

 

　（売上高）

当中間連結会計期間における売上高は28,894百万円となり、前年同期に比べ12,320百万円増加（前年同期比74.3％

増）しました。これは、４月より連結子会社になりました株式会社地建による分譲マンション事業の売上が増加した

ことや不動産流動化事業の販売が順調に進んだことが要因であります。

　（営業利益）

当中間連結会計期間における営業利益は3,206百万円となり、前年同期に比べ2,034百万円増加（前年同期比

173.6％増）しました。この主な要因は、のれん償却及び販売に係る手数料等により販売費及び一般管理費が435百万

円増加したものの、売上高の増加による収益が寄与したものであります。

　（経常利益）

当中間連結会計期間における経常利益は2,595百万円となり、前年同期に比べ1,604百万円増加（前年同期比

161.9％増）しました。この主な要因は、賃貸収入等により営業外収益が357百万円増加、支払利息、支払手数料の増

加により営業外費用が786百万円増加したものの、営業利益が2,034百万円増加したことにあります。

　（当期純利益）

当中間連結会計期間における当期純利益は1,449百万円となり、前年同期に比べ899百万円増加（前年同期比

163.5％増）しました。この主な要因は、経常利益が1,604百万円増加したこと及びそれに伴い、法人税、住民税及び

事業税が729百万円増加したことにあります。

なお、事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

<分譲マンション事業>

分譲マンション事業におきましては、マンション建設に適した用地取得が安定的にでき、好立地の物件を低価格

でご提供することができたことや４月から連結子会社になりました株式会社地建における契約及び引渡しが順調に

推移したことから売上高が増加しました。その結果、売上高は12,504百万円（前年同期比30.8％増）、営業利益は

843百万円（前年同期比56.2％増）となりました。

<不動産流動化事業>

不動産流動化事業におきましては、前連結会計年度に売上計上予定であった（仮称）郡山駅東複合型商業施設の

販売や（仮称）盛岡南ショッピングセンター　サンサの販売が順調に進み販売件数は７件となりました。その結果、

売上高は15,492百万円（前年同期比126.9％増）、営業利益は2,456百万円（前年同期比181.7％増）となりました。

<その他の事業>

その他の事業におきましては、子会社２社の内装工事・耐震工事・戸建工事の売上高が大幅に増加しました。そ

の結果、外部売上高は897百万円（前年同期比381.2％増）、営業利益は114百万円（前年同期は18百万円の営業損

失）となりました。
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　②当期の見通し

当不動産業界におきましては、景気の緩やかな回復基調を背景に、住宅着工件数が増加しているものの、原材料

価格の高騰や原油価格の動向、金利上昇懸念など、先行きは決して楽観視出来ない状況にあるものと認識しており

ます。

このような事業環境認識の下、当社は地方都市をターゲットに地域密着型の営業手法により潜在的需要の掘り起

こしを行いながら積極的に事業展開をしております。

平成16年12月期より総合不動産業への脱皮を目指し、不動産流動化事業を積極的に展開し、高品質・高利回りの

流動化物件を供給しております。不動産ファンドが大都市圏を中心に活況を呈しておりますが、この動きは着実に

地方都市にも波及しており、より一層の市場拡大が見込まれることから、当期におきまして当社単体では不動産流

動化事業の売上高がはじめて分譲マンション事業を上回る見込みであります。

また株式会社地建が本年４月より当社連結対象となり、分譲マンション事業の収益に貢献する見込みであります。

したがって平成19年12月期の当社グループ業績見通しにつきましては、売上高78,240百万円（前期比78.8％増）、

経常利益7,008百万円（前期比97.0％増）、当期純利益4,114百万円（前期比99.1％増）を見込んでおります。

 

※１．セグメント別売上は以下の通りです。

分譲マンション事業 38,389百万円 （前期比 51.2％増）

不動産流動化事業　 36,981百万円 （前期比118.1％増）

その他の事業 　　 　2,870百万円 （前期比105.4％増）

※２．平成19年7月2日に公表致しました通り、「（仮称）青森浜田ショッピングモール」につきましては、当初開

発計画を変更することとなり、平成19年12月竣工予定で着工しております。

また、当物件をはじめとして合計３プロジェクトの譲渡に関する基本契約を締結いたしましたが、当物件は

物件竣工時期が年度末（12月）となるため、平成19年12月期の業績予想には織り込んでおりません。

 

(2）財政状態に関する分析

　①資産・負債・純資産の状況

当中間連結会計期間末の総資産は82,858百万円となり前連結会計年度末に比べ21,912百万円増加しております。こ

れは、株式会社地建が連結子会社になったことによる増加であります。また、分譲マンション事業や提出会社におけ

る不動産流動化事業の拡大によるたな卸資産の増加等であります。

当中間連結会計期間末における負債は61,721百万円となり前連結会計年度末に比べ21,360百万円増加しております。

これは、株式会社地建が連結子会社になったことによる増加であります。また、分譲マンション事業及び提出会社に

おける不動産流動化事業の拡大に伴う借入金の増加によるものであります。

当中間連結会計期間末における純資産は、21,136百万円となり前連結会計年度末に比べ551百万円増加しておりま

す。これは、剰余金の増加によるものであります。

　②キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、たな卸資産や仕入債務の増加

による支出等により、前連結会計年度末に比べ9,595百万円減少し、当中間連結会計期間末には13,965百万円とな

りました。

　当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は22,098百万円（前年同期比53.4％増）となりました。

これは主に、たな卸資産や仕入債務の支出24,211百万円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）

当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は3,740百万円（前年同期比1,149.0％増）となりまし

た。

これは主に、連結範囲の変更を伴う子会社株式主取得による支出3,728百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間における財務活動の結果得られた資金は16,244百万円（前年同期比66.6％増）となりました。

これは主に、短期借入金の純減額4,460百万円及び長期借入金の返済による支出6,280百万円、配当金支払額907

百万円があったものの長期借入れによる収入27,889百万円によるものであります。
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　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成18年６月期 平成19年６月期

自己資本比率（％） 25.5 25.5

時価ベースの自己資本比率

（％）
91.3 51.3

債務償還年数（年） － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ －

（注）１．各指標の内容 

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

中間期末における債務償還年数：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２）

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

＊有利子負債は、連結貸借対照表上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。

＊営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書の計上されている「営業活動によ 

るキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

２．営業キャッシュ・フローは、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 

しております。有利子負債は、連結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

て負を債対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の支払額を使用

しております。なお、営業キャッシュ・フローはマイナスであるために債務償還年数及びインタレス

ト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

利益の配分につきましては、配当性向の維持向上及び安定的な利益還元に努めることを基本方針とし、収益状況に

対応して財務体質の強化並びに業容拡大に備えるため、内部留保の充実も勘案しながら決定しております。　　

今後共、株主様をはじめ投資家の皆様へ、速やかに的確な会社情報を開示することの重要性を認識するとともに、

利益配当金等を含め、株主様への還元策を考慮していく所存であります。

なお、当期の配当は１株当たり1,300円を予定しております。
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(4）事業等のリスク

　①売上の計上時期による業績変動について

当社グループの主たる事業である分譲マンション事業、不動産流動化事業、耐震補強事業、内装工事事業では、購

入者または発注者との売買契成立後、建物が竣工し、購入者または発注者へ引渡した時点で売上を計上しているため、

その引渡時期により同一年度内において売上高及び利益に偏りが生じる場合があります。最近２営業年度におきまし

ては、引渡しが下半期に行われた割合が高く売上高及び利益が下期に偏重しております。

また、マンション等の工事の遅延等により竣工、引渡時期の変動や購入者または発注者の都合等により引渡しが遅

延した場合には、売上計上時期が事業年度間において変動する可能性もあります。

なお、将来的には引渡時期の平準化を目的とした仕入、受注及び販売体制を構築していくことを目標にしているた

め、上半期及び下半期の経営成績の偏重がなくなる可能性もあります。

　②有利子負債への依存について

当社グループは、分譲マンション事業、不動産流動化事業を中心に積極的に事業の拡大をしており、事業用地の仕

入資金は主に金融機関からの借入により調達していることから、平成19年６月期末における借入金残高は51,584百万

円、負債純資産合計額に対する借入金の割合は62.3％となっております。 

これらの金融機関との取引関係は安定しておりますが、経済・金融情勢の変化により、急激な地価の変動や金利の

変動等が生じた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

　③法的規制について

当社グループは、宅地建物取引業者として宅地建物取引業法第三条に基づく宅地建物取引業者免許証（免許証番号

　国土交通大臣(3)第５３８１号　有効期間：平成15年９月14日から平成20年９月13日まで）、（免許証番号　宮城

県知事(1)第５４０１号　有効期間：平成18年10月７日から平成23年10月６日まで）、（免許証番号　国土交通大臣

(1)第６９６４号　有効期間　平成16年11月19日から平成21年11月18日まで）の交付を受け、また建設業者として建

設業法第三条に基づく宮城県知事の許可（（許可番号　（般－１４）第５９２９号　有効期間：平成14年８月30日か

ら平成19年８月29日まで）、（許可番号　（般－１８）第５９２９号　有効期間：平成18年７月５日から平成23年７

月４日まで））、静岡県知事の許可（（許可番号　（般－１７）第２０２１６号　有効期間：平成17年６月28日から

平成22年６月27日まで））を受け、不動産販売等を主に業務を行っております。加えて業務を進めるにあたり、国土

利用計画法・建築基準法・都市計画法・借地借家法・建物の区分所有等に関する法律等の規制を受けております。

また、監督官庁を国土交通大臣及び都道府県知事とする土地区画整理法・宅地造成等規制法・消防法・住宅品質確

保促進法・その他の関連条例等の規制を受けております。 

さらに、不動産流動化事業における商業施設の企画・開発にあたっては、監督官庁を都道府県知事（政令指定都市

での開発は、該当する政令指定都市）とする大規模小売店舗立地法の規制を受けております。 

当社グループの主要な事業活動の継続には前述のとおり宅地建物取引業者免許が必要ですが、現時点において、当

社グループは宅地建物取引業法第五条及び第六十六条に定められる免許の取消または更新欠格の事由に該当する事実

はないと認識しております。また、同様に宮城県知事の許可につきましても、現時点において、建設業法第八条及び

第二十九条に定められる許可の取消または更新欠格の事由に該当する事実はないと認識しております。

しかしながら、将来、何らかの理由により免許等の取消等があった場合には、当社グループの主要な事業活動に支

障をきたすとともに業績に重大な影響を与える可能性があります。

　④事業用地の仕入れについて

当社グループは、個人・法人・地方公共団体等により事業用地を取得しており、仕入に際しては十分な事前調査を

行う方針であり、汚染が認識された場合、専門業者による洗浄等の措置を講じることとしておりますが、契約時まで

に認識しなかった瑕疵が工事の着工後等に明らかになる可能性があります。このような瑕疵につきましては、契約上、

売主責任を明示しておりますが、瑕疵の内容等によって売主責任を問えない場合には、工期の遅れや工事の追加費用、

解約違約金、裁判費用等が生じ当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
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⑤耐震強度偽造問題について

1)耐震強度偽造問題への関与について

平成17年11月に発覚いたしました「耐震強度偽造問題」につきまして、当社グループの分譲マンション事業、

不動産流動化事業における平成18年５月までの竣工及び着工した物件全169棟8,374戸におきましては、耐震強

度偽造に関与したと国土交通省が特定した姉歯元建築士をはじめとする偽造関与業者との取引は一切なく、当

社グループの分譲・賃貸マンション及び商業施設の耐震強度につきましては問題ありません。

2)構造計算書の確認について 

当社グループは「耐震強度偽造問題」を受けて、分譲マンション事業、不動産流動化事業における平成18年５

月までの竣工及び着工物件全169棟8,374戸において、構造計算書の再確認を行いました。確認方法といたしまし

ては、当社グループが依頼しております各物件の設計事務所及び構造事務所に対し、構造設計上の安全確認を行

い、すべての設計事務所及び構造事務所から構造設計上で安全な建物であることを書面にて受領いたしました。

さらに今回の「耐震強度偽造問題」について、偽造物件を見過ごしたとして報道されている指定確認検査機関に

て建築確認を受けました物件をはじめとする引渡し済の物件につきまして、建築確認の信頼性を充実させる目的

で、社団法人日本建築構造技術者協会及びその他第三者機関に構造計算書のチェックを依頼し、「構造計算書等

に故意の改ざん、偽造等の不正は見受けられず、数値の一貫性があり通常である」との見解をいただいておりま

す。また、未引渡しの物件につきましては、指定住宅性能表示制度評価機関より、住宅性能表示取得をしており

ます。 

3)今後の対応について 

今後、当社グループにて開発を行う物件につきましては、指定確認検査機関による建築確認審査、さらには指

定住宅性能表示制度評価機関等による審査とそれぞれ異なる指定機関に審査依頼をし、二重チェックによる

チェック体制の強化を図ってまいります。

4)今後の法的規制等について 

当社グループは「③法的規制等について」に記載のとおり、現時点における法令・諸規則に従って事業活動を

行っておりますが、今回の「耐震強度偽造問題」により、建築基準法等の改正が行われた場合、当社グループの

経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

⑥新規事業について 

当社は、平成18年４月１日付で100％子会社を取得し、当該子会社が従来から行っている内装工事事業に加え、

事業の多角化、更なる安定的な収益基盤の確立を図るため、新規事業として耐震補強事業を開始しております。   

当社が本社を置く宮城県で昭和53年の宮城県沖地震の再来が叫ばれており、政府の地震調査委員会によると、平

成13年１月以降の10年以内に発生する可能性が50％、20年以内が90％、30年以内が99％と言われています。さらに

は、建築基準法が改正され、新耐震基準が制定された昭和56年（1981年）以前に建築された建物が、宮城県内で

276,600戸、東北６県全体では1,111,700戸程度あり、早急な耐震補強が必要とされております。 

こうした背景をもとに耐震補強事業は、特に早急な対応が必要とされている木造住宅より耐震補強に着手し、事

業基盤を確立してまいりたいと考えております。

なお、同事業は当該子会社が従来から行っている事業の運営において蓄積したノウハウ等を活かした事業である

と認識しておりますが、当初の計画どおりに進まない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与

える可能性があります。
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２．企業集団の状況
　事業系統図は、次のとおりであります。

 

株式会社サンシティビルド（連結子会社） 

その他の事業（耐震補強、内装工事事業等） 

購入者または発注者（一般顧客、事業法人、投資家等） 

分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
事
業 

不
動
産
流
動
化
事
業 

仲
介 

株式会社サンシティ 

分譲マンション事業 

不動産流動化事業 

その他の事業（不動産賃貸事業、その他） 

事業用地売主 

事業用地情報提供者 

建設業者 

設計監理業者 

建設発注 

設計の発注 

設計監理 

売買契約 

情報の提供 

そ
の
他
の
事
業 

株式会社地建（連結子会社） 

分譲マンション事業 

その他の事業 

（不動産賃貸事業、その他） 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社は会社設立以来、「人と人」「人と街」「人々の暮らし」－それらの快適な関係の創造を通じて社会に貢献す

ることを経営理念とし、「東北の街の景観を変える」ことを経営目標に、分譲マンション事業及び不動産流動化事業

の企画・販売に特化した事業展開を行い、発展してまいりました。

全社的経営戦略の特徴といたしましては、多様化するニーズを的確に捉えた商品企画と積極的な提案型営業を、常

に顧客の立場に立った視点で行い、顧客満足を徹底的に追求することであります。

(2）目標とする経営指標

当社は、株主様への安定的な利益還元に努めるためにも、売上高経常利益率について9％以上を目標に販売費及び一

般管理費の削減等に努力していく所存であります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

経営の基本方針を継続して具現化するため、営業体制の強化、管理体制の強化及びマーケティング能力の向上を図

り、下記目標の達成に向け全力で取り組んでまいります。

①　東北地区マンション供給戸数第１位の地位確立。

②　賃貸マンションの一棟販売及び自社保有を柱とした不動産流動化事業の確立。

③　都市開発事業（中心市街地の開発、商業施設の誘致）の展開。

④　不動産再生事業（当社独自のデューデリジェンスに基づき中古マンション、オフィスビルのバリューアップを

図り当社が保有もしくは売却）の展開。

⑤　財務体質及び組織体制の強化。

⑥　新市場の開拓型営業（潜在需要の掘り起こし）、営業推進機能の強化。

(4）会社の対処すべき課題

当社グループは、従来からの主力事業であります分譲マンション事業と新たに当社の根幹を成す事業に成長しまし

た不動産流動化事業と合わせ、総合不動産業の基盤をより強固なものとすべく、当社グループ一体となり「新中期経

営計画」の早期達成に向け全力で努めてまいります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   12,958   14,303   23,570  

２．受取手形及び売掛金   1,689   910   1,475  

３．たな卸資産 ※２  26,739   58,579   33,448  

４．その他   1,095   2,080   1,450  

貸倒引当金   △19   △36   △27  

流動資産合計   42,464 97.9  75,837 91.5  59,918 98.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1.2  111   2,157   202  

２．無形固定資産           

(1)のれん ※３ －   3,950   －   

(2)その他  81 81  11 3,962  61 61  

３．投資その他の資産   794   968   792  

貸倒引当金   △61   △66   △28  

固定資産合計   926 2.1  7,021 8.5  1,027 1.7

資産合計   43,390 100.0  82,858 100.0  60,945 100.0

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び工事未
払金

  7,774   3,911   13,155  

２．短期借入金   3,354   4,417   5,902  

３．一年内返済予定長期
借入金

※２  5,827   16,877   5,614  

４. 賞与引当金   83   128   22  

５．その他   1,739   4,709   2,824  

流動負債合計   18,779 43.3  30,043 36.3  27,519 45.1

Ⅱ　固定負債           

１．社債   －   271   －  

２．長期借入金 ※２  13,309   30,289   12,587  

３．役員退職慰労引当金   199   235   209  

４．その他   33   881   43  

固定負債合計   13,542 31.2  31,677 38.2  12,840 21.1

負債合計   32,321 74.5  61,721 74.5  40,360 66.2
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前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   3,505 8.1  7,507 9.1  7,505 12.3

２．資本剰余金   3,387 7.8  7,389 8.9  7,387 12.1

３．利益剰余金   4,190 9.6  6,244 7.5  5,706 9.4

４．自己株式   △0 △0.0  △0 △0.0  △0 △0.0

株主資本合計   11,083 25.5  21,140 25.5  20,599 33.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  △6 △0.0  2 0.0  △2 △0.0

２．繰延ヘッジ損益   △8 △0.0  △6 △0.0  △11 △0.0

評価・換算差額等合計   △14 △0.0  △3 △0.0  △14  △0.0

純資産合計   11,068 25.5  21,136 25.5  20,585 33.8

負債純資産合計   43,390 100.0  82,858 100.0  60,945 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   16,574 100.0  28,894 100.0  43,747 100.0

Ⅱ　売上原価   13,449 81.1  23,300 80.6  35,579 81.3

売上総利益   3,125 18.9  5,594 19.4  8,168 18.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,953 11.8  2,388 8.3  4,036 9.3

営業利益   1,171 7.1  3,206 11.1  4,131 9.4

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  0   15   3   

２．解約違約金収入  19   11   27   

３．賃貸収入  121   416   185   

４．その他  14 156 0.9 69 513 1.8 36 253 0.6

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  175   419   457   

２．支払手数料  113   535   247   

３．賃貸原価  36   109   49   

４．その他  12 336 2.0 59 1,123 3.9 73 828 1.9

経常利益   991 6.0  2,595 9.0  3,557 8.1

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  28 28 0.1 － －  25 25 0.1

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※２ 3 3 0.0 0 0 0.0 3 3 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益

  1,016 6.1  2,595 9.0  3,580 8.2

法人税、住民税及び
事業税

 400   1,192   1,487   

法人税等調整額  65 466 2.8 △47 1,145 4.0 26 1,513 3.5

中間（当期）純利益   550 3.3  1,449 5.0  2,066 4.7
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

 前中間連結会計期間（自　平成18年1月1日　至　平成18年6月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
3,503 3,385 3,963 △0 10,852

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（百万円） 1 1   3

剰余金の配当（百万円）   △310  △310

利益処分による役員賞与

（百万円）
  △12  △12

中間純利益（百万円）   550  550

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（百万円）

    －

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
1 1 227 － 231

平成18年６月30日　残高

（百万円）
3,505 3,387 4,190 △0 11,083

評価・換算差額等
純資産合計

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

平成17年12月31日　残高

（百万円）
－ － － 10,852

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（百万円）    3

剰余金の配当（百万円）    △310

利益処分による役員賞与

（百万円）
   △12

中間純利益（百万円）    550

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（百万円）

△6 △8 △14 △14

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△6 △8 △14 216

平成18年６月30日　残高

（百万円）
△6 △8 △14 11,068
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 当中間連結会計期間（自　平成19年1月1日　至　平成19年6月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
7,505 7,387 5,706 △0 20,599

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（百万円） 1 1   3

剰余金の配当（百万円）   △912  △912

利益処分による役員賞与

（百万円）
    －

中間純利益（百万円）   1,449  1,449

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（百万円）

    －

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
1 1 537 － 540

平成19年６月30日　残高

（百万円）
7,507 7,389 6,244 △0 21,140

評価・換算差額等
純資産合計

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

平成18年12月31日　残高

（百万円）
△2 △11 △14 20,585

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（百万円）    3

剰余金の配当百万千円）    △912

利益処分による役員賞与

（百万円）
   －

中間純利益（百万円）    1,449

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（百万円）

5 5 10 10

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
5 5 10 551

平成19年６月30日　残高

（百万円）
2 △6 △3 21,136
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 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年1月1日　至　平成18年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
3,503 3,385 3,963 △0 10,852

連結会計年度中の変動額

新株の発行（百万円） 4,002 4,002   8,004

剰余金の配当（百万円）   △310  △310

利益処分による役員賞与

（百万円）
  △12  △12

当期純利益（百万円）   2,066  2,066

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（百万円）

    －

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
4,002 4,002 1,743 － 9,747

平成18年12月31日　残高

（百万円）
7,505 7,387 5,706 △0 20,599

評価・換算差額等
純資産合計

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

平成17年12月31日　残高

（百万円）
－ － － 10,852

連結会計年度中の変動額

新株の発行（百万円）    8,004

剰余金の配当（百万円）    △310

利益処分による役員賞与

（百万円）
   △12

当期純利益（百万円）    2,066

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（百万円）

△2 △11 △14 △14

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△2 △11 △14 9,733

平成18年12月31日　残高

（百万円）
△2 △11 △14 20,585
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前中間
（当期）純利益

 1,016 2,595 3,580

減価償却費  3 11 9

のれん償却額  9 120 29

貸倒引当金の増減額
(△減少額）

 △28 35 △52

賞与引当金の増加額  67 88 6

役員退職慰労引当金
の増加額

 26 △24 36

退職給付引当金の増
加額

 － 2 －

受取利息及び受取配
当金

 △0 △16 △4

支払利息  175 419 457

有形固定資産除却損  3 0 3

売上債権の増減額
（△増加額）

 788 564 1,001

たな卸資産の増減額
（△増加額）

 △12,832 △12,923 △19,632

前渡金の増減額
（△増加額）

 △354 △286 △560

仕入債務の増減額
（△減少額）

 △1,896 △11,287 3,484

前受金の増減額
（△減少額）

 306 △353 △60

その他の資産の増減
額（△増加額）

 △193 153 △280

その他の負債の増減
額（△減少額）

 △110 286 623

役員賞与の支払額  △12  △12

その他  － △9 8

小計  △13,031 △20,624 △11,360

利息及び配当金の受
取額

 0 14 3

利息の支払額  △189 △393 △479

法人税等の支払額  △1,189 △1,095 △1,558

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △14,410 △22,098 △13,394
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前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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

 △100 △82 △110

定期預金の払戻によ
る収入

 － 82 10

有形固定資産の取得
による支出

 △18 △4 △23

無形固定資産の取得
による支出

 △0 △0 △0

投資有価証券の取得
による支出

 △201 0 △201

連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の取
得による支出

※３ 24 △3,728 24

貸付けによる支出  △0 △17 △0

貸付金の回収による
収入

 5 11 10

その他の投資による
支出

 △17 △9 △24

その他の投資による
収入

 8 7 14

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △299 △3,740 △299

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の増減額  2,638 △4,460 5,186

長期借入れによる収
入

 12,042 27,889 25,310

長期借入金の返済に
よる支出

 △4,626 △6,280 △18,828

社債の発行による収
入

 － － 7,983

株式の発行による収
入

 3 3 4

配当金の支払額  △308 △907 △309

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 9,749 16,244 19,346

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減（△）額

 △4,960 △9,595 5,652

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 17,908 23,560 17,908

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 12,948 13,965 23,560
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　　　１社　

連結子会社名

㈱サンシティビルド

(1)連結子会社の数　　　２社　

連結子会社名

㈱サンシティビルド

㈱地建

(1)連結子会社の数　　　１社　

連結子会社名

㈱サンシティビルド

２．持分法の適用に関する事

項

 該当事項はありません。 同左 同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社㈱サンシティビルドの

中間決算日は５月31日であり、中間

連結決算日との差は３ヶ月以内であ

るため、中間連結財務諸表の作成に

あたっては、同日現在の中間財務諸

表を使用しております。ただし、中

間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。　

同左  連結子会社株式会社サンシティビル

ドの決算日は11月30日であり、連結

決算日との差は３ヶ月以内であるた

め、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基礎とし

ております。

　なお、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。

４．会計処理基準に関する事

項

(1)重要な資産の評価基準及

び評価方法

  

 

(1)有価証券

その他有価証券

①　時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

を採用しております。

  

 

(1)有価証券

その他有価証券

①　時価のあるもの

同左

 

 

(1)有価証券 

 その他有価証券

①　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。

②　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。

②　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。

なお、匿名組合契約に基づく

出資（証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるも

の）については、組合契約に規

定される決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書類を基礎

とし、損益の純額に対する持分

相当額を取込む方法によってお

ります。

②　時価のないもの

同左

(2)たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不動

産

個別法による原価法を採用して

おります。

(2)たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不動

産

同左

(2)たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不動

産

同左

貯蔵品 

最終仕入原価法を採用しており

ます。

貯蔵品 

同左

貯蔵品 

同左

(3)デリバティブ取引 

  時価法を採用しております。

(3)デリバティブ取引 

同左

(3)デリバティブ取引 

同左

(2)重要な減価償却資産の減

価償却の方法

(1)有形固定資産

　定率法によっております。　　

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用し

ております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

  建物及び構築物　８年～50年

(1)有形固定資産

同左

 

 

(1)有形固定資産

同左

 

 

(2)無形固定資産  　　　　　　　

　定額法によっております。

(2)無形固定資産  　　　　　　　

同左

(2)無形固定資産  　　　　　　　

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(3)重要な引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。

(1)貸倒引当金

同左

(1)貸倒引当金

同左

(2)賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備え

るため、賞与支給見込額のうち、当

中間連結会計期間の負担に属する部

分を計上しております。

(2)賞与引当金

同左

(2)賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備え

るため、賞与支給見込額のうち、当

連結会計年度の負担に属する部分を

計上しております。

(3)退職給付引当金 

当社は、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末における

簡便法（期末自己都合要支給額を退

職給付債務とする方法）による退職

給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末におい

て発生していると認められる額を計

上しております。

なお、当中間連結会計期間末にお

いては、年金資産が退職給付債務を

13百万円上回ったため、投資その他

の資産のその他に含めて計上してお

ります。

(3)退職給付引当金 

同左

 

 

 

 

 

 

 

なお、当中間連結会計期間末にお

ける提出会社においては、年金資産

が退職給付債務を21百万円上回った

ため、投資その他の資産のその他に

含めて計上しております。

(3)退職給付引当金 

当社は、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末における

簡便法（期末自己都合要支給額を退

職給付債務とする方法）による退職

給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度末において発

生していると認められる額を計上し

ております。

なお、当連結会計年度末において

は、年金資産が退職給付債務を22百

万円上回ったため、投資その他の資

産のその他に含めて計上しておりま

す。

 

 

 

 

(4)役員退職慰労引当金 

当社は、役員の退職慰労金の支給

に備えるため、当社内規に基づく中

間期末要支給額を計上しております。

(4)役員退職慰労引当金 

同左

(4)役員退職慰労引当金 

当社は、役員の退職慰労金の支給

に備えるため、当社内規に基づく期

末要支給額を計上しております。

(4)重要なリース取引の処理

方法

 

 

 

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

(5)重要なヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(1)ヘッジ会計の方法

同左

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ取引　

ヘッジ対象：借入金利息

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 (3)ヘッジ方針

将来の借入金の金利上昇リスクに

対し、借入額の範囲内で金利スワッ

プ取引によりヘッジを行う方針であ

ります。

(3)ヘッジ方針

同左

(3)ヘッジ方針

同左

 (4)ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、

両者の変動額等を基礎にして、ヘッ

ジ有効性を評価しております。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(6)その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための基本となる重要な

事項

(1)消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理

同左

(1)消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

同左 　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

―――――――  （有形固定資産の減価償却方法） 

当中間連結会計期間より、平成

19年度の税制改正による減価償却

方法を適用しており、平成19年４

月１日以降取得した建物（附属設

備を除く）については定額法、そ

の他の有形固定資産については定

率法を採用しております。ただし

既存資産については、従来通り旧

定額法、旧定率法によっておりま

す。

なお、この変更による影響額は

軽微であります。

―――――――

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

―――――――  （中間貸借対照表） 

「のれん」は、前中間連結会計

期間まで、無形固定資産に含めて

表示しておりましたが、当中間連

結会計期間末において資産総額の

100分の１を超えたため区分掲記

しました。

なお、前中間連結会計期間末の

「のれん」の金額は69百万円であ

ります。

―――――――

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

────── ──────  （販売用不動産）

  当連結会計年度において、保有目

的の変更により販売用不動産から建

物及び構築物へ69,265千円、土地へ

22,462千円振替えております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度末
（平成18年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 29百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

190百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

34百万円

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のと

おりであります。

 

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のと

おりであります。

 

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のと

おりであります。

 

販売用不動産 92百万円

仕掛販売用不動産 14,206

土地 0

 計 14,298

販売用不動産 490百万円

仕掛販売用不動産 29,174

建物及び構築物 512

土地 1,282

計 31,459

販売用不動産 4,212百万円

仕掛販売用不動産 8,527

建物及び構築物 69

土地 22

 計 12,832

　 　なお、上記の他連結上相殺消去

しております関係会社株式6,500百

万円があります。

　

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

短期借入金 2,045百万円

一年内返済予定長期

借入金

 

1,118

長期借入金  11,409

計  14,572

 

短期借入金 1,369百万円

一年内返済予定長期

借入金
6,744

長期借入金 26,619

計 34,732

 

短期借入金 2,500百万円

一年内返済予定長期

借入金
1,467

長期借入金 7,265

計 11,232

 

　なお、上記の他に、短期借入

金878百万円、一年内返済予定長

期借入金4,852百万円及び長期借

入金1,825百万円に対して、仕掛

販売用不動産4,408百万円及び販

売用不動産1,520百万円を登記留

保として提供しております。

　なお、上記の他に、短期借入

金1,760百万円、一年内返済予定

長期借入金8,667百万円及び長期

借入金2,449百万円に対して、仕

掛販売用不動産11,360百万円及

び販売用不動産1,248百万円を登

記留保として提供しております。

　なお、上記の他に、短期借入

金1,700百万円、一年内返済予定

長期借入金3,959百万円及び長期

借入金2,554百万円に対して、仕

掛販売用不動産5,138百万円及び

販売用不動産1,854百万円を登記

留保として提供しております。

３．受取手形の期末割引高は、11百

万円円であります。

３．      ────── ３．受取手形の期末割引高は、152百

万円であります。
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．販売費及び一般管理費の主要な

費目と金額は次のとおりであり

ます。

※１．販売費及び一般管理費の主要な

費目と金額は次のとおりであり

ます。

※１．販売費及び一般管理費の主要な

費目と金額は次のとおりであり

ます。

給料手当 412百万円

賞与引当金繰入

額 
47

役員退職慰労引

当金繰入額 
26

退職給付費用 28

広告宣伝費 562

減価償却費  3

給料手当 451百万円

賞与引当金繰入

額 
57 

役員退職慰労引

当金繰入額 
16 

退職給付費用 30

広告宣伝費 417

支払手数料 371

貸倒引当金繰入

額
10

減価償却費 6

給料手当 841百万円

賞与引当金繰入

額 
18

役員退職慰労引

当金繰入額 
36

退職給付費用 45

広告宣伝費 1,147

販売促進費 205

支払手数料 302

減価償却費 7

   

※２．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※２．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※２．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

建物及び構築物  3百万円

有形固定資産そ

の他 
 0

計  3

有形固定資産そ

の他 
0百万円

計 0

建物及び構築物 3百万円

有形固定資産そ

の他 
0

計 3
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年１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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前会計年度末株式数

（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計

期間末株式数（株）

 発行済株式　     

 普通株式

（注）１・２
214,385.35 214,865.35 － 429,250.7

 合計 214,385.35 214,865.35 － 429,250.7

 自己株式     

 普通株式（注）３ 1.35 1.35 － 2.7

 合計 1.35 1.35 － 2.7

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加のうち214,385.35株は、株式１株につき２株の株式分割によるものでありま

す。

２．普通株式の発行済株式総数の増加のうち480株は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行し

た新株予約権の行使によるものであります。

３．普通株式の自己株式の増加1.35株は、株式１株につき２株の株式分割によるものであります。

４．前期は連結財務諸表を作成していないため前会計年度としております。

２．配当金に関する事項

 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日

 平成18年３月29日

定時株主総会
普通株式 310 1,450 平成17年12月31日 平成18年３月29日

当中間連結会計期間（自　平成19年１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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計

期間末株式数（株）

 発行済株式　     

 普通株式（注） 536,748.7 416 － 537,164.7

 合計 536,748.7 416 － 537,164.7

 自己株式     

 普通株式 2.7 － － 2.7

 合計 2.7 － － 2.7

（注）普通株式の発行済株式総数の増加のうち416株は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新

株予約権の行使によるものであります。

２．配当金に関する事項

 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日

 平成19年３月28日

定時株主総会
普通株式 912 1,700 平成18年12月31日 平成19年３月29日
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前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前会計年度末

株式数（株）

当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度

減少株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株）

 発行済株式　     

 普通株式（注）１ 214,385.35 322,363.35 － 536,748.7

 合計 214,385.35 322,363.35 － 536,748.7

 自己株式     

 普通株式（注）２ 1.35 1.35 － 2.7

 合計 1.35 1.35 － 2.7

（注）１．発行済株式の増加のうち214,385.35株は株式１株につき２株の株式分割よるものであります。また、第１回新

株予約権の行使により576株増加、平成18年８月31日より11月13日まで第２回無担保転換社債型新株予約権付

社債の行使により107,402株増加しております。

２．自己株式の数の増加は、株式１株につき２株の株式分割によるもであります。

３．前期は連結財務諸表を作成していないため前会計年度としております。

２．配当金に関する事項

 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日

 平成18年３月29日

定時株主総会
普通株式 310 1,450 平成17年12月31日 平成18年３月29日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

（平成18年６月30日現在） （平成19年６月30日現在） （平成18年12月31日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定 12,958

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△10

現金及び現金同等物 12,948

（百万円）

現金及び預金勘定 14,303

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△338

現金及び現金同等物 13,965

（百万円）

現金及び預金勘定 23,570

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△10

現金及び現金同等物 23,560

２．　　　────── ２．　　　────── ２．新株予約権付社債（転換社債型

新株予約権付社債）に付された新

株予約権の行使の内容

 

 

 

   

 （百万円）

新株予約権の行使による

資本金増加額
3,999

新株予約権の行使による

資本準備金増加額
3,999

新株予約権の行使による

新株予約権付社債減少額
　7,999
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※３．株式の取得により新たに連結子

会社となった㈱サンシティビルド

の連結開始時における資産及び負

債の内訳並びに子会社株式の取得

による収入（純額）との関係は次

のとおりであります。

※３．株式の取得により新たに連結子

会社となった㈱地建の連結開始時

における資産及び負債の内訳並び

に子会社株式の取得による支出

（純額）との関係は次のとおりで

あります。

※３．株式の取得により新たに連結子

会社となった㈱サンシティビルド

の連結開始時における資産及び負

債の内訳並びに子会社株式の取得

による収入（純額）との関係は次

のとおりであります。

（百万円）

流動資産 217

固定資産 32

のれん 79

流動負債 △252

固定負債 △78

当連結会計年度に取得

した株式の取得価額
0

新規連結子会社の現金

及び現金同等物
24

子会社株式取得による

収入
24

（百万円）

流動資産 15,074

固定資産 2,122

のれん 4,021

流動負債 △11,213

固定負債 △3,505

当連結会計年度に取得

した株式の取得価額
6,500

未払金 △650

新規連結子会社の現金

及び現金同等物
△2,121

子会社株式取得による

支出
3,728

（百万円）

流動資産 217

固定資産 32

のれん 79

流動負債 △252

固定負債 △78

当連結会計年度に取得

した株式の取得価額
0

新規連結子会社の現金

及び現金同等物
24

子会社株式取得による

収入
24

   

（リース取引関係）

中間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。 

（有価証券関係）

中間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。 

（デリバティブ取引関係）

中間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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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

 
分譲マン　
ション事業
（百万円）

不動産
流動化事業
（百万円）

その他
の事業

（百万円）

計
（百万円）

消去
または全社

　　
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 9,560 6,827 186 16,574 － 16,574

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高
－ － 48 48 (48) －

計 9,560 6,827 234 16,622 (48) 16,574

営業費用 9,020 5,955 252 15,228 173 15,402

営業利益（または△営業損失） 539 872 △18 1,393 （221) 1,171

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な商品

(1)分譲マンション事業・・・・・・分譲マンションの企画・開発・販売

(2)不動産流動化事業・・・・・・・賃貸用マンションや商業施設の企画・開発・売却または中古オフィスビ　

 ル等の買取り、売却

(3)その他の事業 ・・・・・・・・ 賃貸業務・耐震補強工事・分譲マンションの内装工事等

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用は204百万円であり、その主なものは、親

会社の管理部門に係る費用です。

当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 
分譲マン　
ション事業
（百万円）

不動産
流動化事業
（百万円）

その他
の事業

（百万円）

計
（百万円）

消去
または全社

　　
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 12,504 15,492 897 28,894 － 28,894

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高
－ － 154 154 (154) －

計 12,504 15,492 1,051 29,049 (154) 28,894

営業費用 11,661 13,036 937 25,634 54 25,688

営業利益（または△営業損失） 843 2,456 114 3,413 (208) 3,206

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な商品

(1)分譲マンション事業・・・・・・分譲マンションの企画・開発・販売

(2)不動産流動化事業・・・・・・・賃貸用マンションや商業施設の企画・開発・売却または中古オフィスビ　

 ル等の買取り、売却

(3)その他の事業 ・・・・・・・・ 賃貸業務・耐震補強工事・分譲マンションの内装工事等

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用は182百万円であり、その主なものは、親

会社の管理部門に係る費用です。
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前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 
分譲マン　
ション事業
（百万円）

不動産
流動化事業
（百万円）

その他
の事業

（百万円）

計
（百万円）

消去
または全社

　　
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 25,391 16,958 1,397 43,747 － 43,747

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高
－ － 212 212 (212) －

計 25,391 16,958 1,609 43,960 (212) 43,747

営業費用 23,419 14,465 1,612 39,497 118 39,615

営業利益（または△営業損失） 1,972 2,492 △2 4,462 (330) 4,131

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な商品

(1)分譲マンション事業・・・・・・分譲マンションの企画・開発・販売

(2)不動産流動化事業・・・・・・・賃貸用マンションや商業施設の企画・開発・売却または中古オフィスビ　

 ル等の買取り、売却

(3)その他の事業 ・・・・・・・・ 賃貸業務・耐震補強工事・分譲マンションの内装工事等

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用は322百万円であり、その主なものは、親

会社の管理部門に係る費用です。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が100％のため所在地別セグメント情報の記載を省略しており

ます。

当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が100％のため所在地別セグメント情報の記載を省略しており

ます。

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が100％のため所在地別セグメント情報の記載を省略しており

ます。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

　海外売上高がないため海外売上高の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　海外売上高がないため海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　海外売上高がないため海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額  25,786円65銭

１株当たり中間純利

益金額
  1,282円47銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

   1,276円73銭

１株当たり純資産額 39,349円30銭

１株当たり中間純利

益金額
2,701円25銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

2,693円60銭

１株当たり純資産額 38,352円72銭

１株当たり当期純利

益金額
4,570円43銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

4,346円60銭

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

下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（百万円） 550 1,449 2,066

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
550 1,449 2,066

期中平均株式数（株） 428,981 536,749 452,058

 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － －

普通株式増加数（株） 1,930 416 23,279

（うち新株予約権） (1,930) (416) (1,757)

（うち新株予約権付社債） (1,930) (－) (21,522)
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．平成18年７月20日開催の当社取締
役会において、平成18年８月４日を
払込期日とする第三者割当による第
２回無担保転換社債型新株予約権付
社債（転換社債型新株予約権付社債
間限定同順位特約付）（以下「本新
株予約権付社債」といい、そのうち
社債のみを「本社債」、新株予約権
のみを「本新株予約権」という。）
の発行を決議し、８月４日に発行し
ました。また、新株予約権13個の権
利行使がおこなわれました。その概
要は、次のとおりであります。 

新株予約権付社債発行決議概要 
(1)発行総額

8,000,000,000円
(2)発行価額

社債額面金額の100％　
（社債額面金額200,000,000円） 

(3)発行価格
（募集価格）
社債額面金額の100％
ただし、本新株予約権は無償にて
発行するものとする。

(4)払込期日 
平成18年８月４日 

(5)償還期限
①本社債の満期償還
平成20年８月４日（償還期限）
にその総額を額面100円につき
金100円で償還する。

②当社の選択による繰上償還
イ 当社は、本新株予約権付社

債の発行後、当社が消滅会
社となる合併または当社が
完全子会社となる株式交換
もしくは株式移転（以下
「組織再編行為」とい
う。）につき当社の株主総
会で承認決議した場合、当
該組織再編行為の効力発生
日以前に、残存する本社債
の全部（一部は不可）を額
面100円につき金100円で繰
上償還する。この場合、当
社は、本新株予約権付社債
の社債権者に対して、償還
日に先立つ１ヶ月以上前に
事前通知するものとする。

ロ 当社は、本社債権者に対し
て、毎月第２金曜日までに
事前通知を行った上で、当
該月の第４金曜日に、残存
する本社債の全部（一部は
不可）を額面100円につき金
100円で繰上償還することが
できる。

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

ハ 本社債の発行後、平成20年
７月17日まで（当日を含
む。）の間のある５連続取
引日（ただし、終値（気配
表示を含む。）のない日は
除く。）の株式会社東京証
券取引所における当社普通
株式の普通取引の毎日の終
値（気配表示を含む。）が
48,500円（下限転換価額と
いう。ただし、(10)新株予
約権の行使に際して払い込
むべき金額③の調整を受け
る）を下回った場合には、
当社は、当該５連続取引日
の最終日の翌取引日から起
算して３取引日後の日まで
（当日を含む。）に、社債
権者に対して事前通知を
行った上で、当該５連続取
引日の最終日の翌取引日か
ら起算して10取引日後の日
に、残存する本社債の全部
（一部は不可）を額面100円
につき金100円で繰上償還す
る。

────── ──────

③本社債権者の選択による繰上償
還
イ 社債権者は、本新株予約権

付社債の発行後、当社が吸
収分割または新設分割につ
き当社の株主総会（株主総
会の決議を要しない場合は、
取締役会）で承認決議した
場合、その選択により、当
社に対して、当該吸収分割
または新設分割の効力発生
日の２週間前まで（当日を
含む。）に事前通知を行い、
かつ本新株予約権付社債券
を野村信託銀行株式会社本
店（償還金支払場所）に提
出することにより、当該吸
収分割または新設分割の効
力発生日以前に、その保有
する本社債の全部または一
部を額面100円につき金100
円で繰上償還することを、
当社に対して請求する権利
を有する。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

ロ 社債権者は、本社債の発行
後、その選択により、当社
に対して、毎月第１金曜日
まで（当日を含む。）に事
前通知を行い、かつ本社債
券を償還金支払場所に提出
することにより、当該月の
第３金曜日に、その保有す
る本社債の全部または一部
を額面100円につき金100円
で繰上償還することを、当
社に対して請求する権利を
有する。

④新株予約権付社債の取得
当社は、本新株予約権付社債
の発行後いつでも本新株予約
権付社債を取得することがで
きる。ただし、本社債または
本新株予約権のみを取得する
ことはできない。

⑤償還すべき日が銀行休業日にあ
たるときは、その前銀行営業日
にこれを繰り上げる。

(6)利率
本社債には、利息は付さない。

(7)割当予定先の住所・氏名
東京都中央区日本橋一丁目９番１
号 
野村證券株式会社 

(8)本新株予約権の目的となる株式の
種類及び数
①種類
当社普通株式

②数
本新株予約権の行使請求により
当社が当社普通株式を交付する
数は、行使請求する本新株予約
権に係る本社債の払込金額を下
記(10)②記載の転換価額で除し
た数とする。

(9)本新株予約権の総数　　40個

────── ──────
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(10)新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額
①本社債の価額と同額とする。
②新株予約権の行使に際して払込
をなすべき１株当たりの額（転
換価額）は当初97,000円とする。
ただし、本社債発行後毎月第３
金曜日の翌取引日以降、転換価
額は決定日まで（当日を含
む。）の３連続取引日の株式会
社東京証券取引所における当社
普通株式の普通取引の毎日の終
値の平均値の90％に相当する金
額（100円未満切捨て）に修正
される。交付株式数の転換価額
（修正後または調整後の転換価
額）を乗じた額が行使請求する
本新株予約権に係る本社債の払
込金額の総額を下回る場合には、
本新株予約権の行使に際して出
資される財産は、当該差額部分
を除く本社債とし、この場合の
本社債の払込金額から上記金額
を差し引いた額とする。その場
合、本社債の償還金として上記
差額を償還する。　　　　　　

③転換価額は、本新株予約権付社
債発行後、当社が当社普通株式
の時価を下回る発行価額又は処
分価額で当社普通株式を発行ま
たは処分する場合には、次の算
式により調整される。なお、次
の算式において、「既発行普通
株式」は当社の発行済普通株式
総数（ただし、普通株式に係る
自己株式数を除く。）をいう。

既発行

普通

株式数

＋

交付普通株

式数
×

１株当たりの

払込金額

調整後

転換価

額

＝

調整前

転換価

額

×

時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

また、転換価額は、当社普通
株式の分割・併合、当社普通株
式の時価を下回る価額をもって
当社普通株式の交付を請求でき
る新株予約権（新株予約権付社
債に付されたものを含む。）の
発行等が行われる場合その他一
定の事由が生じた場合にも適宜
調整される。

(11)新株予約権の行使期間
平成18年８月７日から平成20年８
月１日まで。　

────── ──────
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(12)新株予約権の行使の条件
新株予約権の一部行使はできない
ものとする。

(13)資金の使途
不動産流動化事業の運転資金（土
地仕入、建築費用等）に充当

────── ──────

 

新株予約権権利行使概要
(1)行使額面総額

平成18年８月31日
1,000百万円 
平成18年９月15日
1,600百万円   

(2)増加した株式の種類及び数
平成18年８月31日
普通株式　　13,550株
平成18年９月15日
普通株式　　21,680株 

(3)資本金及び資本準備金の増加額
平成18年８月31日
資本金　　 　499,995,000円
資本準備金 　499,995,000円
平成18年９月15日
資本金　　 　799,992,000円
資本準備金 　799,992,000円  

(4)新株の配当起算日
平成18年７月１日

(5)新株予約権付社債の減少による支
払利息の年間減少見込額

該当事項はありません。

 
 
 
 

 
 
 

 

㈱サンシティ　(8910) 平成 19 年 12 月期　中間決算短信

－ 35 －



５．生産、受注及び販売状況
 

(1）生産実績

　該当事項はありません。

(2）契約状況

　第15期中間連結会計期間及び第16期中間連結会計期間の契約実績は、次のとおりであります。

 （単位：百万円）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

契約高 契約繰越残高 契約高 契約繰越残高

戸数
・件数

金額
前年
同期比

戸数
・件数

金額
前年
同期比

戸数
・件数

金額
前年
同期比

戸数
・件数

金額
前年
同期比

分譲マンション事

業

戸 ％ 戸 ％ 戸 ％ 戸 ％

593 13,503 － 211 5,020 － 553 12,594 93.3 340 8,339 166.1

不動産流動化事業
件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％

8 6,380 － 2 1,760 － 6 7,932 124.3 － － －

その他の事業
件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％

－ － － － － － 70 367 － 9 82 －

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

 

(3）販売実績

　第15期中間連結会計期間及び第16期中間連結会計期間の販売実績は、次のとおりであります。

 （単位：百万円）

 事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前年同期比
（％）

前年同期比
（％）

分譲マンション事業 9,560 － 12,504 130.8

不動産流動化事業 6,827 － 15,492 226.9

その他の事業 186 － 897 481.2

 合計 16,574 － 28,894 174.3

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．分譲マンション事業における第15期の販売戸数は434戸、第16期は551戸、不動産流動化事業の第15期の販売

件数は９件、第16期は７件であります。
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６．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 12,926 11,153 23,514

２．売掛金 1,582 570 940

３．販売用不動産 ※２ 4,301 6,285 16,573

４．仕掛販売用不動産 ※２ 22,418 40,860 16,799

５．貯蔵品 3 3 4

６．前渡金 466 972 672

７．その他 ※３ 632 1,834 776

貸倒引当金  △18 △25 △23

流動資産合計 42,313 98.0 61,655 88.8 59,258 98.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１・２ 68   158  0.2 159   

２．無形固定資産 10   10  0.0 10   

３．投資その他の資産     

(1)関係会社株式 ※２ －   6,500   0   

(2)その他  861   1,135   937   

貸倒引当金 △61 △54 △28

固定資産合計 879 2.0 7,750 11.2 1,079 1.8

資産合計 43,193 100.0 69,406 100.0 60,338 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 6,655 2,152 10,899

２．工事未払金 966 283 1,680

３．短期借入金 ※２ 3,354 2,203 5,902

４．一年内返済予定長
期借入金

※２ 5,810 12,411 5,596

５．未払法人税等 421 800 1,140

６．前受金 413 400 25

７．賞与引当金 83 94 17

８．その他 ※３ 887 2,499 1,629

流動負債合計 18,593 43.0 20,845 30.0 26,891 44.5

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 13,234 27,487 12,519

２．役員退職慰労引当
金

199 182 209

３．その他 33 31 43

固定負債合計 13,467 31.2 27,700 39.9 12,771 21.2

負債合計 32,060 74.2 48,546 69.9 39,662 65.7
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前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本       

１．資本金 3,505 8.1 7,507 10.8 7,505 12.4

２．資本剰余金       

(1) 資本準備金 3,387   7,389   7,387   

資本剰余金合計 3,387 7.9 7,389 10.6 7,387 12.3

３．利益剰余金       

(1) 利益準備金 16   16   16   

(2) その他利益剰余
金

        

別途積立金 2,900   4,100   2,900   

繰越利益剰余金 1,338   1,852   2,880   

利益剰余金合計 4,254 9.8 5,968 8.6 5,796 9.6

４．自己株式 △0 △0.0 △0 △0.0 △0 △0.0

株主資本合計 11,146 25.8 20,864 30.1 20,689 34.3

Ⅱ　評価・換算差額等       

１．その他有価証券評
価差額金

△6 △0.0 1 0.0 △2 △0.0

２．繰延ヘッジ損益 △8 △0.0 △6 △0.0 △11 △0.0

評価・換算差額等
合計

△14 △0.0 △4 △0.0 △14 △0.0

純資産合計 11,132 25.8 20,860 30.1 20,675 34.3

負債純資産合計 43,193 100.0 69,406 100.0 60,338 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 16,551 100.0 23,755 100.0 42,697 100.0

Ⅱ　売上原価 13,415 81.1 19,416 81.7 34,589 81.0

売上総利益 3,135 18.9 4,339 18.3 8,107 19.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,900 11.5 1,935 8.2 3,886 9.1

営業利益 1,235 7.4 2,403 10.1 4,221 9.9

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 0 16 4

２．賃貸収入 121 415 185

３．その他 ※２ 34 156 0.9 50 483 2.0 62 252 0.6

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 175 358 456

２．支払手数料 113 535 247

３．賃貸原価 36 109 49

４．その他  11 336 2.0 39 1,043 4.4 72 826 2.0

経常利益 1,054 6.3 1,843 7.7 3,646 8.5

Ⅵ　特別利益 28 0.2 0 0.0 25 0.1

Ⅶ　特別損失 3 0.0 0 0.0 3 0.0

税引前中間（当期）純
利益

1,080 6.5 1,844 7.7 3,669 8.6

法人税、住民税及び事
業税

400 764 1,487

法人税等調整額 65 466 2.8 △4 759 3.2 26 1,513 3.6

中間（当期）純利益 613 3.7 1,084 4.5 2,155 5.0

           

㈱サンシティ　(8910) 平成 19 年 12 月期　中間決算短信

－ 39 －



(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（百万円）
3,503 3,385 3,385 16 1,500 2,447 3,963 △0 10,852

中間会計期間中の変動額

新株の発行（百万円） 1 1 1      3

別途積立金の積立て

（百万円）
    1,400 △1,400 －  －

剰余金の配当（百万円）      △310 △310  △310

利益処分による役員賞与

（百万円）
     △12 △12  △12

中間純利益（百万円）      613 613  613

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

        －

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
1 1 1 － 1,400 △1,109 290 － 294

平成18年６月30日　残高

（百万円）
3,505 3,387 3,387 16 2,900 1,338 4,254 △0 11,146

評価・換算差額等

純資産合計
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

平成17年12月31日　残高

（百万円）
－ －  －  10,852

中間会計期間中の変動額

新株の発行（百万円）    3

別途積立金の積立て

（百万円）
   －

剰余金の配当（百万円）    △310

利益処分による役員賞与

（百万円）
   △12

中間純利益（百万円）    613

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

△6 △8 △14 △14

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△6 △8 △14 280

平成18年６月30日　残高

（百万円）
△6 △8 △14 11,132
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当中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年12月31日　残高

（百万円）
7,505 7,387 7,387 16 2,900 2,880 5,796 △0 20,689

中間会計期間中の変動額

新株の発行（百万円） 1 1 1      3

別途積立金の積立て

（百万円）
    1,200 △1,200 －  －

剰余金の配当（百万円）      △912 △912  △912

利益処分による役員賞与

（百万円）
        －

中間純利益（百万円）      1,084 1,084  1,084

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

        －

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
1 1 1 － 1,200 △1,027 172 － 175

平成19年６月30日　残高

（百万円）
7,507 7,389 7,389 16 4,100 1,852 5,968 △0 20,864

評価・換算差額等

純資産合計
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

平成18年12月31日　残高

（百万円）
△2 △11 △14 20,675

中間会計期間中の変動額

新株の発行（百万円）    3

別途積立金の積立て

（百万円）
   －

剰余金の配当（百万円）    △912

利益処分による役員賞与

（百万円）
   －

中間純利益（百万円）    1,084

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

4 5 9 9

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
4 5 9 185

平成19年６月30日　残高

（百万円）
1 △6 △4 20,860
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（百万円）
3,503 3,385 3,385 16 1,500 2,447 3,963 △0 10,852

事業年度中の変動額

新株の発行（百万円） 4,002 4,002 4,002      8,004

別途積立金の積立て

（百万円）
    1,400 △1,400 －  －

剰余金の配当（百万円）      △310 △310  △310

利益処分による役員賞与

（百万円）
     △12 △12  △12

当期純利益（百万円）      2,155 2,155  2,155

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（百万円）

        －

事業年度中の変動額合計

（百万円）
4,002 4,002 4,002 － 1,400 432 1,832 － 9,837

平成18年12月31日　残高

（百万円）
7,505 7,387 7,387 16 2,900 2,880 5,796 △0 20,689

評価・換算差額等

純資産合計
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

平成17年12月31日　残高

（百万円）
－ － － 10,852

事業年度中の変動額

新株の発行（百万円）    8,004

別途積立金の積立て

（百万円）
   －

剰余金の配当（百万円）    △310

利益処分による役員賞与

（百万円）
   △12

当期純利益（百万円）    2,155

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（百万円）

△2 △11 △14 △14

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△2 △11 △14 9,832

平成18年12月31日　残高

（百万円）
△2 △11 △14 20,675
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1)たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不動

産

　個別法による原価法を採用して

おります。

(1)たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不動

産

同左

(1)たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不動

産

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しており

ます。

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

(2)有価証券

関係会社株式

(2)有価証券

関係会社株式

(2)有価証券

関係会社株式

その他有価証券

　移動平均法による原価法

その他有価証券

同左

その他有価証券

同左

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用し

ております。

時価のあるもの

同左

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。

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。

なお、匿名組合契約に基づく出

資（証券取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされるもの）に

ついては、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可能な最

近の決算書類を基礎とし、損益の

純額に対する持分相当額を取込む

方法によっております。

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

(1)デリバティブ

時価法を採用しております。

(1)デリバティブ

同左

(1)デリバティブ

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

　定率法によっております。

　但し、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除く）

については、定額法を採用してお

ります。

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

  建物　     ８年～50年

(1)有形固定資産

同左

   

 

 

 

(1)有形固定資産

同左

 

 

 

 

(2)無形固定資産

　定額法によっております。

(2)無形固定資産

同左

(2)無形固定資産

同左

(3)長期前払費用

　定額法によっております。

(3)長期前払費用

同左

(3)長期前払費用

同左

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(1)貸倒引当金

同左

(1)貸倒引当金

同左

(2)賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、賞与支給見込額のうち、

当中間期の負担に属する部分を計

上しております。

(2)賞与引当金

同左

(2)賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、賞与支給見込額のうち、

当期の負担に属する部分を計上し

ております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(3)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における簡便法（期末自己

都合要支給額を退職給付債務とす

る方法）による退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、中間

期末において発生していると認め

られる額を計上しております。

　なお、当中間期末においては、

年金資産が退職給付債務を13百万

円上回ったため、長期前払費用に

含めて計上しております。

(3)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における簡便法（期末自己

都合要支給額を退職給付債務とす

る方法）による退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、中間

期末において発生していると認め

られる額を計上しております。

　なお、当中間期末においては、

年金資産が退職給付債務を21百万

円上回ったため、長期前払費用に

含めて計上しております。

(3)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における簡便法（期末自己

都合要支給額を退職給付債務とす

る方法）による退職給付債務及び

年金資産の額に基づき計上してお

ります。 

  

　なお、当期末においては、年金

資産が退職給付債務を22百万円上

回ったため、長期前払費用に含め

て計上しております。 

(4)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、当社内規に基づく中間期

末要支給額を計上しております。

(4)役員退職慰労引当金

同左

(4)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、当社内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

６．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっており

ます。

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段：金利スワップ

　　　　　　　取引

　ヘッジ対象：借入金利息

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

　

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3)ヘッジ方針

　将来の借入金の金利上昇リス

クに対し、借入額の範囲内で金

利スワップ取引によりヘッジを

行う方針であります。

(3)ヘッジ方針

同左

(3)ヘッジ方針

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動の累計とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基

礎にして、ヘッジ有効性を評価

しております。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左　

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

　 税抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理

同左

(1)消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１． (固定資産の減損に係る会計基

準）

当中間会計期間より、「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。

この変更に伴う影響はありません。

１． 　　　──────

 

１． (固定資産の減損に係る会計基

準）

当中間会計期間より、「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。

この変更に伴う影響はありません。

２． (貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準）

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号平成17

年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金

額は11,140百万円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

２． 　　 ────── ２． (貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準）

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号平成17

年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金

額は20,686百万円であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

―――――――

  

 

 （中間貸借対照表） 

「関係会社株式」は、前中間期

まで、投資その他の資産に含めて

表示しておりましたが、当中間期

末において資産総額の100分の５

を超えたため区分掲記しました。

なお、前中間期末の「関係会社

株式」の金額は０百万円でありま

す。

―――――――
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末
（平成18年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 22百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

29百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

25百万円

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のと

おりであります。

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のと

おりであります。

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のと

おりであります。

販売用不動産   92百万円

仕掛販売用不動産 14,206

計 14,298

販売用不動産 490百万円

仕掛販売用不動産 26,044

建物 68

土地 22

関係会社株式 6,500

計 33,126

販売用不動産 4,212百万円

仕掛販売用不動産    8,527

建物 69

土地 22

計   12,832

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

短期借入金  2,045百万円

一年内返済予定長期

借入金
1,116

長期借入金 11,409

計 14,570

短期借入金 385百万円

一年内返済予定長期

借入金
5,165

長期借入金 25,309

計 30,859

短期借入金 2,500百万円

一年内返済予定長期

借入金
1,467  

長期借入金 7,265  

計 11,232  

　なお、上記の他に、短期借入金

878百万円、一年内返済予定長期借

入金4,852百万円及び長期借入金

1,825百万円に対して、仕掛販売用

不動産4,408百万円及び販売用不動

産1,520百万円を登記留保として提

供しております。

　なお、上記の他に、短期借入金

730百万円、一年内返済予定長期借

入金6,176百万円及び長期借入金

1,499百万円に対して、仕掛販売用

不動産7,118百万円び販売用不動産

566百万円を登記留保を登記留保と

して提供しております。

　なお、上記の他に、短期借入金 

1,700百万円、一年内返済予定長期

借入金3,959百万円及び長期借入金

2,554百万円に対して、販売用不動

産1,854百万円、仕掛販売用不動産

5,138百万円を登記留保として提供

しております。

※３．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しております。

※３．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。

※３.　　―――――――

４.　　―――――――

 

４.　偶発債務

次の関係会社について、金融機

関からの借入等に対し債務保証を

行っております。 

保証先
金額

（百万円）
内容

 株式会社　

サンシティ

ビルド

71 運転資金 

保証先
金額

（百万円）
内容

 株式会社　

地建
1,602 運転資金 

 

４.　偶発債務

次の関係会社について、金融機

関からの借入に対し債務保証を

行っております。 

保証先
金額

（百万円）
内容

 株式会社　

サンシティ

ビルド

80 運転資金 
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．減価償却実施額 １．減価償却実施額 １．減価償却実施額

有形固定資産　 　3百万円 有形固定資産　　 3百万円 有形固定資産　  　6百万円

無形固定資産　　 0百万円 無形固定資産　　 0百万円 無形固定資産　 　 0百万円

※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの

解約違約金収入

 19百万円

解約違約金収入

 　　　6百万円

解約違約金収入

   　　　27百万円

受取手数料

      ５百万円

受取手数料

      　　 ３百万円

受取手数料

     　　 15百万円

 

    

匿名組合評価益

      　　 15百万円

匿名組合評価益

     　　 11百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加株式

数（株）

当中間会計期間減少株式

数（株）

当中間会計期間末株式数

（株）

 普通株式　（注） 1.35 1.35 － 2.7

 合計 1.35 1.35 － 2.7

 （注）普通株式の自己株式の増加1.35株は、平成18年２月１日付の株式分割（１：２）によるものであります。

当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加株式

数（株）

当中間会計期間減少株式

数（株）

当中間会計期間末株式数

（株）

 普通株式　（注） 2.7 － － 2.7

 合計 2.7 － － 2.7

 

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当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） 1.35 1.35 － 2.7

 合計 1.35 1.35 － 2.7

 （注）普通株式の自己株式の増加1.35株は、平成18年２月１日付の株式分割（１：２）によるものであります。
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（リース取引関係）

中間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。 

（有価証券関係）

中間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。 

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 25,934円79銭

１株当たり中間純利

益金額
  1,430円85銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

   1,424円44銭

１株当たり純資産額 38,834円04銭

１株当たり中間純利

益金額
2,020円66銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

2,014円94銭

１株当たり純資産額 38,519円24銭

１株当たり当期純利

益金額
4,768円33銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

4,534円81銭

（追加情報） （追加情報） （追加情報）

(1)　「１株当たり当期純利益に関す

る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第４号）が平成18

年１月31日付で改正されたことに

伴い、当中間会計期間から繰延ヘッ

ジ損益（税効果調整後）の金額を

普通株式に係る中間期末の純資産

額に含めております。

(2)　当社は平成18年２月１日付で、

株式１株を２株に株式分割を行っ

ております。

当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前中間会計期

間及び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。 

前中間会計期間 

１株当たり純資産額 13,639円24銭

１株当たり中間純利

益金額
  578円63銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

   549円67銭

(1)　       ──────

 

 

 

 

 

 

 

(2)　       ──────

(1)　       ──────

 

 

 

 

 

 

 

(2)　当社は平成18年２月１日付で、

株式１株を２株に株式分割を行っ

ております。

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。 

前事業年度 

１株当たり純資産額  25,281円63銭

１株当たり当期純利

益金額
4,811円80銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

4,563円07銭

前事業年度 

１株当たり純資産額  25,281円63銭

１株当たり当期純利

益金額
4,811円80銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

4,563円07銭
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（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

前中間会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益(百万円） 613 1,084 2,155

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
613 1,084 2,155

期中平均株式数（株） 428,981 536,749 452,058

 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － －

普通株式増加数（株） 1,930 416 23,279

（うち新株予約権） (1,930) (416) (1,757)

（うち新株予約権付社債） (－) (－) (21,522)
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　平成18年７月20日開催の当社取締役
会において、平成18年８月４日を払込
期日とする第三者割当による第２回無
担保転換社債型新株予約権付社債（転
換社債型新株予約権付社債間限定同順
位特約付）（以下「本新株予約権付社
債」といい、そのうち社債のみを「本
社債」、新株予約権のみを「本新株予
約権」という。）の発行を決議し、８
月４日に発行しました。また、新株予
約権13個の権利行使が行われました。
その概要は、次のとおりであります。
新株予約権付社債発行決議概要 
(1)発行総額

8,000,000,000円
(2)発行価額

社債額面金額の100％　
（社債額面金額200,000,000円）

(3)発行価格
（募集価格）
社債額面金額の100％
ただし、本新株予約権は無償に
て発行するものとする。

(4)払込期日 
平成18年８月４日 

(5)償還期限
①本社債の満期償還
平成20年８月４日（償還期
限）にその総額を額面100円に
つき金100円で償還する。

②当社の選択による繰上償還
イ 当社は、本新株予約権付社

債の発行後、当社が消滅会
社となる合併または当社が
完全子会社となる株式交換
もしくは株式移転（以下
「組織再編行為」とい
う。）につき当社の株主総
会で承認決議した場合、当
該組織再編行為の効力発生
日以前に、残存する本社債
の全部（一部は不可）を額
面100円につき金100円で繰
上償還する。この場合、当
社は、本新株予約権付社債
の社債権者に対して、償還
日に先立つ１ヶ月以上前に
事前通知するものとする。

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

ロ 当社は、本社債権者に対し
て、毎月第２金曜日までに
事前通知を行った上で、当
該月の第４金曜日に、残存
する本社債の全部（一部は
不可）を額面100円につき
金100円で繰上償還するこ
とができる。

ハ 本新株予約権付社債の発行
後、平成20年７月17日まで
（当日を含む。）の間のあ
る５連続取引日（ただし、
終値（気配表示を含む。）
のない日は除く。）の株式
会社東京証券取引所におけ
る当社普通株式の普通取引
の毎日の終値（気配表示を
含む。）が48,500円（下限
転換価額という。ただし、
(10)新株予約権の行使に際
して払い込むべき金額③の
調整を受ける）を下回った
場合には、当社は、当該５
連続取引日の最終日の翌取
引日から起算して３取引日
後の日まで（当日を含
む。）に、社債権者に対し
て事前通知を行った上で、
当該５連続取引日の最終日
の翌取引日から起算して10
取引日後の日に、残存する
本社債の全部（一部は不
可）を額面100円につき金
100円で繰上償還する。

③本社債権者の選択による繰上
償還
イ 社債権者は、本新株予約権

付社債の発行後、当社が吸
収分割または新設分割につ
き当社の株主総会（株主総
会の決議を要しない場合は、
取締役会）で承認決議した
場合、その選択により、当
社に対して、当該吸収分割
または新設分割の効力発生
日の２週間前まで（当日を
含む。）に事前通知を行い、
かつ本新株予約権付社債券
を野村信託銀行株式会社本
店（償還金支払場所）に提
出することにより、当該吸
収分割または新設分割の効
力発生日以前に、その保有
する本社債の全部または一
部を

           ―――――――     ―――――――
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

額面100円につき金100円で
繰上償還することを、当社
に対して請求する権利を有
する。

ロ 社債権者は、本社債の発行
後、その選択により、当社
に対して、毎月第１金曜日
まで（当日を含む。）に事
前通知を行い、かつ本社債
券を償還金支払場所に提出
することにより、当該月の
第３金曜日に、その保有す
る本社債の全部または一部
を額面100円につき金100円
で繰上償還することを、当
社に対して請求する権利を
有する。

④新株予約権付社債の取得
当社は、本新株予約権付社
債の発行後いつでも本新株
予約権付社債を取得するこ
とができる。ただし、本社
債または本新株予約権のみ
を取得することはできない。

⑤償還すべき日が銀行休業日に
あたるときは、その前銀行営
業日にこれを繰り上げる。

(6)利率
本社債には、利息は付さない。

(7)割当予定先の住所・氏名
東京都中央区日本橋一丁目９番
１号 
野村證券株式会社 

(8)本新株予約権の目的となる株式
の種類及び数
①種類
当社普通株式

②数
本新株予約権の行使請求によ
り当社が当社普通株式を交付
する数は、行使請求する本新
株予約権に係る本社債の払込
金額を下記(10)②記載の転換
価額で除した数とする。

(9)本新株予約権の総数　　40個
(10)新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額
①本社債の価額と同額とする。
②新株予約権の行使に際して払込
をなすべき１株当たりの額（転
換価額）は当初97,000円

    ―――――――     ―――――――

㈱サンシティ　(8910) 平成 19 年 12 月期　中間決算短信

－ 52 －



前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

  とする。ただし、本社債発行後
毎月第３金曜日の翌取引日以降、
転換価額は決定日まで（当日を
含む。）の３連続取引日の株式
会社東京証券取引所における当
社普通株式の普通取引の毎日の
終値の平均値の90％に相当する
金額（100円未満切捨て）に修
正される。交付株式数の転換価
額（修正後または調整後の転換
価額）を乗じた額が行使請求す
る本新株予約権に係る本社債の
払込金額の総額を下回る場合に
は、本新株予約権の行使に際し
て出資される財産は、当該差額
部分を除く本社債とし、この場
合の本社債の払込金額から上記
金額を差し引いた額とする。そ
の場合、本社債の償還金として
上記差額を償還する。　　　　
　　

③転換価額は、本新株予約権付社
債発行後、当社が当社普通株式
の時価を下回る発行価額または
処分価額で当社普通株式を発行
または処分する場合には、次の
算式により調整される。なお、
次の算式において、「既発行普
通株式」は当社の発行済普通株
式総数（ただし、普通株式に係
る自己株式数を除く。）をいう。

既発行

普通

株式数

＋

交付普通株

式数
×

１株当たりの

払込金額

調整後

転換価

額

＝

調整前

転換価

額

×

時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

また、転換価額は、当社普通株式
の分割・併合、当社普通株式の
時価を下回る価額をもって当社
普通株式の交付を請求できる新
株予約権（新株予約権付社債に
付されたものを含む。）の発行
等が行われる場合その他一定の
事由が生じた場合にも適宜調整
される。

(11)新株予約権の行使期間
平成18年８月７日から平成20
年８月１日まで。　

(12)新株予約権の行使の条件
新株予約権の一部行使はできな
いものとする。

(13)資金の使途
不動産流動化事業の運転資金
（土地仕入、建築費用等）に充
当

    ―――――――     ―――――――
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

新株予約権権利行使概要
(1)行使額面総額

平成18年８月31日
1,000百万円 
平成18年９月15日
1,600百万円  

(2)増加した株式の種類及び数
平成18年８月31日
普通株式　　13,550株
平成18年９月15日
普通株式　　21,680株 

(3)資本金及び資本準備金の増加額
平成18年８月31日
資本金　　 499,995,000円
資本準備金 499,995,000円
平成18年９月15日
資本金　　 799,992,000円
資本準備金 799,992,000円 

(4)新株の配当起算日
平成18年７月１日

(5)新株予約権付社債の減少による
支払利息の年間減少見込額
該当事項はありません。

    ―――――――     ―――――――
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７．当社生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　該当事項はありません。

(2）契約状況

　第15期中間会計期間及び第16期中間会計期間の契約実績は、次のとおりであります。

 （単位：百万円）

第15期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

第16期
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月31日）

契約高 契約繰越残高 契約高 契約繰越残高

戸数
・件数

金額
前年
同期比

戸数
・件数

金額
前年
同期比

戸数
・件数

金額
前年
同期比

戸数
・件数

金額
前年
同期比

分譲マン

ション事業

戸 ％ 戸 ％ 戸 ％ 戸 ％

593 13,503 110.2 211 5,020 150.5 480 10,698 79.2 220 5,356 106.7

不動産流動

化事業

件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％

8 6,380 257.2 2 1,760 165.6 6 7,932 124.3 － － －

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

 

(3）販売実績

　第15期中間会計期間及び第16期中間会計期間の販売実績は、次のとおりであります。

 （単位：百万円）

事業部門別
第15期

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

第16期
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前年同期比
（％）

前年同期比
（％）

分譲マンション事業 9,560 97.2 8,046 84.2

不動産流動化事業 6,827 481.7 15,492 226.9

その他

の事業

不動産賃貸事業 106 102.4 104 98.2

その他 57 65.2 111 195.8

小計 163 118.1 216 132.3

合計 16,551 145.3 23,755 143.5

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．分譲マンション事業における第15期の販売戸数は434戸、第16期は376戸、不動産流動化事業の第15期の販売

件数は９件、第16期は７件であります。

８．その他
 該当事項はありません。
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