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１．平成19年７月期の連結業績（平成18年８月１日～平成19年７月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年７月期 41,926 20.6 5,110 46.4 3,345 40.1 1,864 38.9

18年７月期 34,760 9.2 3,490 29.3 2,387 25.7 1,341 △9.3

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年７月期 217 80 217 75 17.8 5.3 12.2

18年７月期 163 47 163 38 16.3 5.2 10.0

（参考）持分法投資損益 19年７月期 △18百万円 18年７月期 △52百万円

(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７月期 78,213 11,379 14.4 1,323 23

18年７月期 48,704 9,645 19.8 1,127 28

（参考）自己資本 19年７月期 11,327百万円 18年７月期 9,645百万円

(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７月期 △18,756 △2,367 23,449 5,672

18年７月期 △9,303 △113 11,074 3,347

２．配当の状況

配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年７月期 0 00 20 00 20 00 171 12.2 17.7

19年７月期 0 00 30 00 30 00 256 13.8 22.6

20年７月期（予想） 0 00 40 00 40 00          　ー 19.2 －

３．平成20年７月期の連結業績予想（平成19年８月１日～平成20年７月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 18,682 174.2 2,675 ― 1,480 ― 799 ― 93 36

通期 50,000 19.3 5,700 11.5 3,300 △1.4 1,782 △4.4 208 16

 (注）１株当たりの当期純利益予想につきましては、当期末株式数を使用し試算しております。

 (注) 上記の予想は本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提としています。実際の業績は、

      様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

   （注）詳細は19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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７月期 8,561,000株 18年７月期 8,556,900株

②　期末自己株式数 19年７月期 200株 18年７月期 200株

 （注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、39ページ「１株当たり情報」をご 

       覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年７月期の個別業績（平成18年８月１日～平成19年７月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年７月期 37,211 14.0 4,335 27.3 2,836 20.1 1,586 16.1

18年７月期 32,640 8.8 3,404 35.9 2,361 37.9 1,366 △0.2

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年７月期 185 39 185 35

18年７月期 166 47 166 37

(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７月期 70,357 10,405 14.7 1,209 48

18年７月期 47,234 8,949 18.9 1,045 89

 （参考）自己資本　　　　　　　　　　　　　平成19年7月期　　10,354百万円　　　　18年7月期　　8,949百万円

２．平成20年７月期の個別業績予想（平成19年８月１日～平成20年７月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 15,980 184.2 2,500 ― 1,530 ― 826 ― 96 51

通期 44,000 21.3 4,900 13.0 2,800 △1.3 1,512 △4.7 176 62

　 (注）１株当たりの当期純利益予想につきましては、当期末株式数を使用し試算しております。

   (注）平成17年12月27日発表の「中期経営計画」において発表いたしました平成20年７月期の単体計画値（売上高470

　　　 億円、経常利益32億円）には、その後平成18年６月２日に分社設立いたしました100%連結子会社（明豊コーポレ

       ーション）の数値を含んでおりました。したがって今回発表の数値と明豊コーポレーションを合算すると売上470

       億円、経常利益32億円と計画通りでございます。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提としています。実際の業績は、

今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。
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１．経営成績
（１）経営成績に関する分析

【当期の経営成績】

当連結会計年度の業績は、不動産分譲事業、不動産賃貸事業、不動産仲介事業など全セグメントにおいて、中期経

営計画を上回ったことなどにより、連結売上高は、419億26百万円（前連結会計年度比20.6％増）、営業利益は、51億

10百万円（同46.4％増）、経常利益は、33億45百万円（同40.1％増）、当期純利益は、18億64百万円（同38.9％増）

となりました。

当連結会計年度の業績は以下の通りであります。

[当期連結業績の概要]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 

 区分 平成19年７月期 平成18年７月期 対前期比 増減率

 売上高 41,926 34,760 7,166 20.6％

 営業利益 5,110 3,490 1,619 46.4％

 経常利益 3,345 2,387 958 40.1％

 当期純利益 1,864 1,341 522 38.9% 

【事業の種類別セグメント概況】

 [連結セグメント別業績]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

事業の種類別　　

　　セグメントの

名称

 

 平成19年７月期

 

 

 平成18年７月期

 

対前期比 

増減額 増減率 

  売上高 営業利益 売上高 営業利益  売上高  営業利益  売上高   営業利益 

 不動産分譲事業　 38,701 4,831 32,269 3,621 6,431 1,209 19.9% 33.4% 

 不動産賃貸事業 2,838 852 2,160 526 677 326 31.4% 62.0% 

 不動産仲介事業 221 138 256 122 △35 15 △13.7% 12.7% 

 その他の事業 264 185 162 126 101 58 62.8% 46.4% 

 消去又は全社 △98 △896 △89 △906 △9 9 10.5% △1.1%

 合計 41,926 5,110 34,760 3,490 7,166 1,619 20.6% 46.4%

 

（1）不動産分譲事業

 不動産分譲事業につきましては、自社単独分譲事業として、「シェルゼ府中の森公園」（28戸引渡し、平成19年５

月竣工、東京都府中市）、「シェルゼ千駄木」（24戸全戸引渡し、平成19年７月竣工、東京都文京区）の２物件と、

自社単独賃貸開発事業におきましては「サンフル木場公園プロセンチュリー」(288戸、平成19年３月竣工、東京都江

東区）をはじめ８物件、共同分譲事業におきましては「グランレジデンス」（736戸全戸引渡し、平成19年３月竣工、

千葉県我孫子市）、「プリスタ レジデンス Ｉ」（382戸全戸引渡し、平成19年３月竣工、千葉県白井市）等の大型物

件をはじめ９物件の供給を行い好調に販売いたしました。また、当社にて開発した賃貸マンションの不動産ファンド

への売却に際し、子会社の株式会社明豊プロパティーズにて当初設定賃料を上回る賃料にてリーシングを行ない、稼

働率をほぼ100％まで高めたことにより、当初計画より売上・利益が上回りました。この結果、当期の売上高は、387

億1百万円（前期比19.9％増）、営業利益は、48億31百万円（前期比33.4％増）となりました。

売上高の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）　

 平成19年７月期 平成18年７月期 増減額 増減率(%)

 共同事業 12,081 15,947 △3,866 △24.2

 単独事業 26,620 16,322 10,298 63.1

 合計 38,701 32,269 6,431 19.9

（2）不動産賃貸事業　　　   

 　不動産賃貸事業につきましては,鶴見第２スカイハイツ・港横浜ビル他などにより、当期の売上高は、28億38

百万円（前期比31.4％増）、営業利益は8億52百万円（前期比62.0%増）となりました。

（3）不動産仲介事業　　　　　　

　　不動産仲介事業につきましては、仙台プロジェクト他の仲介などにより、当期の売上高は、２億21百万円（前

期比13.7％減）、営業利益は、１億38百万円（前期比12.7%増）となりました。
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（4）その他の事業　　　　　　　    

　　その他の事業につきましては、不動産事業に派生したものとしてアセットマネジメント報酬67百万の売上など

により、売上高は２億64百万円（前期比62.8％増）、営業利益１億85百万円（前期比46.4％増）となりました。

【次期の業績の見通し】（単位：百万円）

　　連結業績の見通し　　　　　　　

 平成20年７月期 平成19年７月期 増減額 増減率（％）

  売上高 50,000 41,926 8,073 19.3

  経常利益 3,300 3,345 △45   △1.4

　当期純利益 1,782 1,864 △82 △4.4

     　次期の見通しにつきましては、不動産分譲事業の単独事業につきましては、東京都マンション環境性能表示で初

の４つ全ての項目で満点のオール三ツ星を達成し、大変ご好評の中早々と昨年のうちに竣工前完売を果たしました

「シェルゼ木場公園（127戸、平成20年３月竣工予定、東京都江東区）」をはじめ、「シェルゼ砧（30戸、平成20年

７月竣工予定、東京都世田谷区）」、「シェルゼ上高井戸（35戸、平成20年７月竣工予定、東京都杉並区）」が順

調に始動しております。

　 当社は、第38期（平成18年７月期）から第40期（平成20年７月期）の中期３ヵ年経営計画を平成17年12月に開示

しており、その２年目を迎える当期は計画時の売上高370億円より約50億円上回り約420億円、経常利益も計画時26

億円より約7億円上回り約33億円を達成いたしました。最終年度にあたる第40期（平成20年７月期）におきましては、

当初の計画どおり売上高500億円、経常利益33億円（連結ベース）を目標としております。本日別途「明豊エンター

プライズの中期経営計画のお知らせ」を情報開示しておりますのでご参照下さい。

  （注）本資料における業績見通しなどの将来予想に関する記述内容は、当企業グループが現時点で合理的である

一定の前提に基づいており、実際の業績結果などは異なることがあります。

（２）財政状態に関する分析   

当期のキャッシュ・フロー

　当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）の残高は、順調な開発用地取得によりた

な卸資産の増加があったものの大型引渡物件の売掛金の減少があり、また新築マンション分譲事業が順調に推移し

たことや、前連結会計期間末に比べ、23億24百万円増加し当連結会計期間末には56億72百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、新築マンション分譲事業が順調に推移したことにより税金等調整前当期

純利益33億１百万円の収入がありましたが、順調な開発用地取得によるたな卸資産の増加により246億22百万円の支

出等があったため、187億56百万円の支出（前連結会計年度比101.6％支出増）となりました。

（投資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・フローは、投資有価証券の売却による７億56百万円の収入がありましたが、固定資

産の取得よる21億25百万円の支出、短期貸付金による６億96百万円の支出等があったため、23億67百万円の支出（前

期は１億13百万円の支出）となりました。

（財務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・フローは、不動産分譲事業における分譲マンション竣工・販売による事業資金の長

期借入金返済額241億99百万円となりましたが、順調な開発用地取得により長期借入による収入が441億65百万円と

なり、234億49百万円の収入（前連結会計年度比111.7％収入増）となりました。
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　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年７月期 平成18年７月期 平成19年７月期

自己資本比率（％） 15.6 19.8 14.4

時価ベースの自己資本比率（％） 30.1 21.4 14.2

債務償還年数（年） ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― ―

　（注）　自己資本比率＝自己資本／総資産

時価ベースの自己資本資本比率＝株式時価総額／総資産

債務償還年数＝有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー／利払い

※　いずれも連結ベースの財務数値より計算しております。

※　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、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によ

るキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

※　平成17年７月期、平成18年７月期及び平成19年７月期の債務償還年数とインタレスト・カバレッジ・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表示しておりません。

※　当社は、平成17年９月20日付をもって１株を２株の割合で株式分割を行っており、平成17年７月末時点の

株価は権利落ち後の株価となっております。平成17年７月末の時価ベースの株主資本比率を算出するため、

株式時価総額につきましては、権利落ち後の株価に分割割合を乗じて算定しております。

　　　本資料における業績見通しなどの将来予想に関する記述内容は、当企業グループが現時点で合理的である一定の

前提に基づいており、実際の業績結果などは異なることがあります。

 （３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

 　　　　 当社は株主への利益還元を経営上の重要政策の一つとして位置付けております。現在及び今後の事業収益を

　　　　ベースに、将来の事業展開や経営環境の変化に対応するために必要な内部留保の確保等を総合的に勘案し、利

　　　　益還元を継続的かつ安全的に実施すべきものと考えております。 この方針のもと、第39期期末配当金につき

　　　　ましては、平成19年10月26日開催予定の株主総会での決議を条件として、１株に付き10円増配し、合計30円(前

　　　　期末実績20円）といたします。また次期（40期）につきましては創業40周年を記念して、同じく株主総会で

　　　　の決議を条件として、１株につき普通配当30円に加え、記念配当10円を実施し合計40円とさせていただく予定

　　　　です。本日別途「平成19年7月期末配当予想の修正に関するお知らせ」を情報開示しております。ご参照下さ

　　　　い。なお、第38期の配当についての株主総会決議は平成18年10月27日に行っております。

 　　　　

 （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。

 　　　　なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避に努め、また、万が一発生

　　　　した場合には、その影響を最小限にとどめるよう対応に努めていく方針であります。また、以下の記載は当社

　　　　株式への投資に関す連するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点にご留意下さい。

  １． 不動産分譲事業の特徴について

(1）不動産分譲事業における利益率の変動について

　不動産分譲事業においては、物件規模、共同事業及び自社単独の別、共同事業物件における事業シェアや費用

分担方法等に加えて、販売状況その他の諸条件等により、個別プロジェクトごとに利益率は異なるものでありま

す。

　共同事業物件については、相手先デベロッパーに、当社の事業リスクの低減が図られたものであると認識して

おりますが、その収益性は必ずしも高いものではありません。また、自社単独物件については、収益性を高める

ことが可能でありますが、その一方でマンション分譲にかかる事業リスクは全て当社が負うこととなります。

　当社は、事業リスクのバランスを考慮しつつ、中長期的には自社単独物件の比率を高めていく方針であります

が、短期的には共同事業物件と自社単独物件の割合はそれぞれの各物件規模及び取組件数等により変動する場合

　もあり、当事業全体の利益率が変動する可能性があります。
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　なお、自社単独物件については、不動産ファンド向け物件の開発等、販売形態の多様化による事業リスク軽減

も図っていく方針でありますが、その事業規模が拡大した場合には、事業リスクが増加する可能性があります。

(2）共同事業物件における共同事業主について

　共同事業物件については、デベロッパーを共同事業主としてマンション分譲プロジェクト等を展開しており、

各期の事業における相手先別の構成比は毎期変動しております。

　当社は、共同事業主との間で、物件ごとに、事業シェア及び費用配分方法等を定めた共同事業協定書を締結し

ており、その多くには相手先による一定の当社販売リスク低減条項が付されております。

　なお、当社は、デベロッパーごとの特性を考慮して最適と考えられる相手先に企画提案を行っておりますが、

必ずしも当社が提案する企画及びその条件等が相手先に受け入れられるものではありません。また、当社は、今

後も各デベロッパーとの良好な関係を継続し、かつ、必要に応じて新たな共同事業先の開拓を進めていく方針で

ありますが、各デベロッパーの事業展開又は戦略等に変化が生じた場合には、当社事業展開及び業績等に影響を

及ぼす可能性があります。

(3）マンション用地の取得について

　当社では、不動産分譲事業において重要要素であるマンション用地取得については、有用な不動産関連情報を

効率的に入手するためのネットワーク化を進めており、金融機関及び不動産業者等の協力企業を「明豊会」とし

て組織化しております。平成19年７月末現在における加盟社数は124社であり、当社は、各協力企業からの情報等

により良質な用地取得を行うことにより、他社との競争力向上が図られているものと認識しております。しかし

ながら、当社及び各協力企業における何らかの理由により、十分な不動産関連情報の入手が困難となった場合に

は、当社の業績に悪影響を受ける可能性があります。

(4）資金調達手法の多様化について

　不動産分譲事業における事業資金の調達は、従来、金融機関からの借入金を中心としておりましたが、売掛債

権の証券化、不動産特定共同事業に基づく匿名組合方式等、資金調達方法の多様化も進めております。

　これらの手法による資金調達は、企業の信用力をベースとしたものから、プロジェクト案件の資産及びキャッ

シュ・フロー等をベースとした調達への転換を図るものであり、当社における資金調達リスクのコントロールを

図ることを目的としております。当社は、これらの手法を活用することにより、柔軟な資金調達を図っていく方

針でありますが、今後において当社の意図する十分な資金調達が困難となる可能性があります。

    (5）外部環境について

　　     当社の事業は、景気動向、金利動向、地価動向、新規供給動向、不動産関連法規の制定・改正、不動産に係る

税制改正等の影響を受けやすく、また地下の上昇、建築費の高騰、大幅な金利上昇、新規大量供給による販売価

格の下落など経済情勢に変化があった場合には、お客様の購入意欲を減退させる可能性があり、その場合には当

社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

       こうした中、当社グループにおいては、少数精鋭を徹底し、『シェルゼ』の分譲、リート、私募不動産ファン

ドへの一棟売りを含めた分譲事業に資源を集中し、単に低価格を追求するのではなく、顧客ニーズを把握し、良

質な物件を適正な価格で提供することにより差別化を図った事業展開を進めていく方針でありますが、これら外

部環境の影響は少なからず受けるものであり、当該動向により当社グループの業績は影響を受ける可能性があり

ます。

２． 不動産業界について

    　法的規制について

 　　　　不動産取引については、「宅地建物取引業法」、「国土利用計画法」、「建築基準法」、「都市計画法」な

　　　　どの法的規制があります。当社は宅地建物取引業者としてこれらの規制を受けており、「宅地建物取引業法」

　　　　に基づく免許を受け、事業を展開しております。また、平成15年２月には、「不動産特定共同事業法」に基

　　　　づく不動産特定共同事業の認可も受けております。　　　　　　　　　

  不動産取引については、「宅地建物取引業法」、「国土利用計画法」、「建築基準法」、「都市計画法」など

の法的規制があります。当社は宅地建物取引業者としてこれらの規制を受けており、「宅地建物取引業法」に基

づく免許を受け、事業を展開しております。また、平成15年２月には、「不動産特定共同事業法」に基づく不動

産特定共同事業の認可も受けております。　　　　　　　　　

         今後、これらの法的規制の改廃や新たな法的規制が設けられる場合等においては、当社事業に影響を及ぼす

       可能性があります。

  ３．当社の事業体制について

     (1）不動産分譲事業における共同事業物件の費用分担方法について

      不動産分譲事業における共同事業物件においては、マンション分譲に係る必要資金を共同事業主と分担して

　　 プロジェクトを遂行しておりますが、この費用分担の主な方法は、

　　 ①事業シェアにより全ての費用を按分する方法
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　　 ②当社が主に土地取得関連費用（又は建設関連費用等）等を負担し、共同事業主がそれ以外の費用を負担する

      方法等があり、相手先及び物件ごとにその方法が定められております。

 　    これらの費用分担方法の違いによる、当社分担費用の損益計算書上の計上箇所（売上原価と販売費及び一般

管理費）等の差異により、物件ごとの売上総利益率は大きく異なる場合があります。このことから各期におけ

るこれら費用分担方法の違うプロジェクトの構成及び規模の違いにより売上総利益率に変動が生じる場合があ

ります。

 　      なお、売上総利益率を含む利益率の変動要因としては、単独及び共同事業並びに各事業ごとの構成比、物件

ごとの収益性、市況変動等による販売価格の変動等の場合もあります。

(2）有利子負債への依存について

　当社グループは、不動産分譲事業において、プロジェクトごとに用地取得費用と開発費用等、プロジェクトの

推進に必要な資金を主に借入金で賄っており、用地取得から顧客への引渡しまでに１年以上の期間を要すること

が多いため、事業拡大等によるたな卸資産等の増加に伴い、有利子負債残高も増加する傾向があります。

　これらの要因から、当社グループの有利子負債残高が総資産額に占める比率は、平成17年７月期末：60.4％、

平成18年７月期末：73.6％、平成19年7月期末：76.0％と高い水準となっております。

　今後においても、事業拡大に伴い有利子負債残高は相応の高い水準で推移するものと想定され、マンション用

地仕入等に係る必要資金の一部については、前述の通り、売掛債権の証券化、不動産特定共同事業に基づく匿名

組合出資等の活用等、資金調達の多様化を進めていく方針であります。

　しかしながら、有利子負債依存度が高いことに起因して、今後において金利が上昇する局面においては支払利

息の増加により当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

平成17年７月度 平成18年７月度 平成19年７月度

売上高（千円） 31,838,873 34,760,019 41,926,543

経常利益（千円） 1,898,834 2,387,287 3,345,555

支払利息（千円） 520,798 722,519 1,268,479

たな卸資産（千円） 33,069,749 39,280,293 63,961,355

有利子負債残高（千円）(A） 26,347,200 35,834,000 59,452,895

総資産額（千円）(B） 43,639,799 48,704,103 78,213,017

有利子負債依存度（％）(A）／(B） 60.4 73.6 76.0

 

(3）物件の引渡時期等による業績の変動について

　今後においても、不動産分譲事業における個別物件ごとの引渡時期、不動産仲介事業におけるスポット的な収

益計上時期等により、当社の業績は、上期及び下期又は四半期ごとの変動が生じる可能性があります。
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２．企業集団の状況
 当社グループの状況

 　

 なお、直近の有価証券報告書（平成18年10月３０日提出）から「関係会社の状況」について重要な変更がございません

ので、開示を省略いたします。

      *　(有）シーエーエム・フォー武蔵小杉は８月９日付けにて持分法適用会社の適用除外となり清算中であります。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 当社は平成17年12月に、「中期経営計画」を策定し「４年後の平成23年に“シェルゼ”年間1,000戸供給体制の確

立とＪ－ＲＥＩＴ向けの賃貸物件の開発事業を積極的に推進し『Partner for your Life、お客様との一生涯のお付

き合い』を実現すべく、グループ会社（株式会社明豊プロパティーズ、株式会社明豊コーポレーション）との相乗

効果を図る」ことを目標としています。基本方針は以下のとおりです。

①　住宅系不動産業を中核とし、少数精鋭にて、高い収益率を生み出すプロ集団を目指す。

②　お客様からの高い評価、信頼を得るために、常に新しいものへチャレンジする企業として「挑戦」と「対応」

をキーワードに、常にお客様のニーズを先取りし、柔軟に対応していく。

③　高い収益、安定した収益を確保するために、お客様ニーズを先取りをしたマーケティングを実現し、これに付

加価値に加えていく発想・アイデアを生み出していく。 

この基本方針と近年、環境、建築、安全に対するお客様の関心が高まりを見せる中、当社グループにおきまして

は「リビング・サービス・システム」の充実とともに、他社とは差別化した健康・快適・省エネで資産価値の維持

が図れる、外断熱工法を採用した新100年耐用型分譲マンション「シェルゼ」の供給拡大と、外断熱工法を採用した

100年耐用型の賃貸マンション「サンフル・プロセンチュリー」の供給拡大に積極的に取り組んでまいります。

（2） 目標とする経営指標

　当社は前記いたしましたとおり、第38期（平成18年７月期）から第40期（平成20年７月期）の中期３ヵ年経営計

画を平成17年12月に開示しており、その２年目を迎える今期は計画時の売上高370億円より約50億円上回り約420億

円、経常利益も計画時26億円より約７億円上回り約33億円を達成いたしました。最終年度にあたる第40期（平成20

年７月期）におきましては、当初計画どおり40期は売上高500億円、経常利益33億円（連結ベース）を目標として

おります。

* 41期から43期につきましては、本日別途「明豊エンタープライズの中期経営計画のお知らせ」の情報開示をして

おりますのでご参照下さい。

（3） 中長期的な会社の経営戦略

　本日情報開示いたしました「新・中期経営計画」にのっとり、当社グループは引き続き「物造りにこだわり、健

康、快適、安全で資産価値の高いマンションをその価値に見合った価格にて供給する少数精鋭の総合デベロッパー

を目指す。」を基本理念として、株式会社明豊エンタープライズは外断熱工法を採用した100年耐用型分譲マンショ

ン「シェルゼ」に特化し、43期（平成23年７月期）には、シェルゼを年間1,000戸供給完売する体制の確立を図ると

共に、株式会社明豊コーポレーションは引き続き共同分譲事業、J-REIT向けの収益物件の開発事業を積極的に推進

し、また株式会社明豊プロパティーズはプロパティマネージメント業務の受託増加により、不動産賃貸事業を拡大

してまいります。これにより当社グループの相乗効果を図り、グループ企業価値最大化に向けて取り組んでまいり

ます。　　

なお、本新計画は単に数値的目標設定に留まらず、基本方針の実現を目指して、経営の方向性を定め、この３ヵ年

で着実に新たな基盤を確立して行うというものであります。　

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループを取り巻く経営環境は、近年大きく変化しております。経済・社会の成熟化が進行する中、マン

ション購入者や入居者のニーズは多様化・高度化の度合を強め、また機関投資家や個人投資家の投資ポートフォー

リオに占める不動産のポジションも高まってきており、高度な専門性を備えた不動産開発、不動産運営に対する

ニーズも増大してきております。また一部エリアでの地価上昇、建築費の高騰等も顕著になってきております。こ

のような環境認識に基づき、当社は他社とは差別化したリビング・サービス・システムと外断熱工法を採用した

100年耐用型マンション「シェルゼ」、賃貸におけるFIX-ed30システムを軸にすえ、積極的かつ柔軟に対応してま

いります。また、内部統制の構築、コンプライアンスの遵守徹底し、社会に対する企業責任を果たしてまいります。
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(5）内部管理体制の整備・運用状況　

      当社の内部統制システムの構築ならびに内部統制システムの体制整備についての概要は以下のとおりでありま

　　 す。 　

   ① 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　　  取締役は、取締役会を通じて、相互に他の取締役の業務執行の監督を行っている。また、監査役は、取締役会に

　　　おける意見陳述や、監査役会規程および監査計画に基づき実施する監査を通じて、取締役の職務執行が法令・定

　　　款を遵守して行なわれているかの適法性チェックを行っている。

　 ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　　  当社は、取締役会、経営会議等の重要な会議での意思決定に関する記録や、その他取締役の職務の執行に係る重

　

　　　要な文書や情報を、法令や社内規程に従って適切に保存・管理し、必要に応じて運用状況の検証、見直しを行っ

　　　ている。また、意思決定を書面にて行った場合は、稟議規程に定める作成手順と保存方法により管理している。

　 ③ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

　　  取締役は、リスク管理のための体制や施策等を整備する権限と責任を有しており、これに従い、社長直轄の内部

　

　　　監査室、管理本部に法務事項を統括する法務部を設置し、法令遵守に関する指導や損失リスクを未然に回避する

　　　チェックを担当させております。また、事業活動上の重大な事態が発生した場合には、緊急対策協議会を招集、

      迅速な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめる体制を整える。

   ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

      毎月１回取締役会を開催し、法令および取締役会規程に定める重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を

　

　　  行います。また、職務執行上の意思決定機関として経営会議を設置することで、取締役会の機能を監督機能に 

      重点化させ、職務執行の効率化と取締役会のチェック機能を強化している。経営会議は、取締役、常勤監査

      役および部長相当以上の役職者で構成、週１回開催し、重要事項を審議・検討のうえ職務執行上の意思決定を機

      動的に行うとともに、情報の共有化を図っている。

   ⑤ 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

      当社は、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程を整備し、各役職者の権限および責任の明確化を図り、適法

     ・適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築している。

      また、当社は社長直轄の内部監査室を設置する。内部監査室は、内部監査規程に基づき業務全般に関し、法令、

      定款および社内規程の遵守状況、職務執行の手続きおよび内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、

　　　社長および監査役に対し、その結果を報告する。さらに、内部監査室は、内部監査により判明した指摘・提言事

　　　項の改善履行状況についても、フォローアップを実施する。

    ⑥ 当社ならびにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

       子会社の管理は、関係会社管理規程に従っており、その経営状況に関する情報は随時当社の経営会議に報告さ

       れ、その経営にかかる重要な意思決定には当社の意思が反映される体制となっている。また、当社の監査役によ

       る監査ならびに内部監査室による定期的な内部監査は子会社もその対象としており、それぞれ監査の結果は当社

       の取締役会ならびに監査役会に報告される体制とする。

    ⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

       当社は、当社の規模から、当面、監査役の職務を補助すべき使用人を置かない。ただし、内部監査室は、監査役

　　　 から調査の委嘱を受け監査役の職務を補助するものとし、さらに監査役が必要とした場合、監査役と協議のうえ

       合理的な範囲で専任の使用人を配置しその職務を補助させることとする。なお、当該使用人の任命・異動等に関

       しては監査役会の同意を得ることとし、取締役からの独立性を確保する。

　　⑧ 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制および監査役の監査

       が実効的に行われることを確保するための体制

       監査役は、法令、監査役会規程および監査役監査基準に則り、取締役の職務執行の監査を実施する。

       監査の実効性を確保し、監査役への適正な報告を確保するため、監査役は取締役会への出席の他、経営会議に出

       席し、経営上の重要情報について適時報告を受け、意見陳述できる体制とするとともに、重要な議事録、稟議書

       等の社内文書についてはその判断に基づき随時閲覧でき、必要な場合には取締役および使用人に説明を求める権

       限を持つ。

　   　また、監査役は内部監査室と情報を共有し、会計監査人と連携して、さらに社内の組織を利用して、取締役およ

       び使用人の業務の適法性・妥当性につき効率よく調査を行える体制とする。

       使用人は、監査役に対して、次に掲げる事項を直接報告することができる。

         イ. 当社に著しい損害をおよぼすおそれがある事実

         ロ. 重大な法令または定款違反事実

   また内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況は以下のとおりであります。

 　　当社は、法務部を中心に、インサイダー取引の禁止に関する社内周知の徹底、反社会的勢力との関係遮断を目的と

　　 した規定類を新規に制定する等、時代の求めに応じた内部管理体制の確立を目指しており、社員教育もこのことを

　　 念頭に置き実施しております。これらを通じてコンプライアンスの強化・徹底を図っていくことで、内部管理体制

　　 のさらなる充実に引き続き努める所存であります。

 （６）その他、会社の経営上の重要な事項

 　　　　特記すべき事項はございません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年７月31日）
当連結会計年度

（平成19年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   3,373,271   5,698,091  

２．売掛金   688,005   112,533  

３．たな卸資産 ※2,4  39,280,293   63,961,355  

４．繰延税金資産   74,179   69,694  

５．その他   2,886,220   3,490,953  

貸倒引当金   △2,898   △2,271  

流動資産合計   46,299,072 95.1  73,330,356 93.8

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1) 建物及び構築物 ※2,4 565,511   1,718,677   

減価償却累計額  118,496 447,015  158,118 1,560,559  

(2）車両運搬具  20,974   20,974   

減価償却累計額  5,355 15,619  10,338 10,636  

(3) 土地 ※2,4  524,964   1,357,374  

(4) その他 ※２ 76,532   72,867   

減価償却累計額  21,124 55,407  43,146 29,720  

有形固定資産合計   1,043,007 2.1  2,958,291 3.8

２．無形固定資産   38,787 0.1  68,417 0.1

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※１  822,279   939,208  

(2）繰延税金資産   1,235   665  

(3) その他   555,311   928,669  

貸倒引当金   △55,590   △12,590  

投資その他の資産合計   1,323,236 2.7  1,855,953 2.3

固定資産合計   2,405,031 4.9  4,882,661 6.2

資産合計   48,704,103 100.0  78,213,017 100.0
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前連結会計年度

（平成18年７月31日）
当連結会計年度

（平成19年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   1,088,730   1,664,801  

２．短期借入金 ※２  3,311,000   6,969,000  

３．1年以内返済予定の長期借入
金

※２  20,917,800   20,743,948  

４．未払法人税等   584,741   900,254  

　 ５．未払消費税等   38,788   17,257  

６. 役員賞与引当金   32,500   －  

７．その他   864,875   3,849,630  

流動負債合計   26,838,436 55.1  34,144,891 43.7

Ⅱ　固定負債        

  1.  社債   ―   100,000  

２．長期借入金 ※2,3  11,605,200   31,639,947  

３．役員退職慰労引当金   59,913   ―  

４. 繰延税金負債   ―   2,247  

５．その他   554,734   946,444  

固定負債合計   12,219,848 25.1  32,688,638 41.8

負債合計   39,058,284 80.2  66,833,530 85.5

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   1,681,258 3.5  1,681,636 2.1

２．資本剰余金   1,871,248 3.8  1,871,626 2.4

３．利益剰余金   6,046,032 12.4  7,739,030 9.9

４．自己株式   △380 △0.0  △380 △0.0

株主資本合計   9,598,159 19.7  11,291,911 14.4

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金   47,659 0.1  36,004 0.0

評価・換算差額等合計   47,659 0.1  36,004 0.0

Ⅲ　新株予約権   ― ―  51,570 0.1

純資産合計   9,645,819 19.8  11,379,486 14.5

負債純資産合計   48,704,103 100.0  78,213,017 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   34,760,019 100.0  41,926,543 100.0

Ⅱ　売上原価   28,452,739 81.9  33,014,081 78.7

売上総利益   6,307,280 18.1  8,912,462 21.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  2,816,661 8.1  3,802,225 9.1

営業利益   3,490,618 10.0  5,110,236 12.2

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  475   13,783   

２．受取配当金  2,182   6,225   

３．解約違約金収入  18,160   17,729   

４．匿名組合投資利益  56,584   499,314   

５．その他  13,448 90,851 0.3 26,700 563,753 1.4

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  722,519   1,268,479   

２．新株発行費  20,003   ―   

３．支払手数料  394,521   1,039,651   

４．持分法による投資損失  52,825   18,598   

５．その他  4,312 1,194,181 3.4 1,703 2,328,433 5.6

経常利益   2,387,287 6.9  3,345,555 8.0

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※2 5,019   ―   

２．過年度消費税等還付  10,046   ―   

３．投資有価証券売却益  27,071   ―   

４．役員退職慰労引当金戻入益  ― 42,137 0.1 729 729 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 ※3 6,135   9,260   

２．固定資産除却損 ※4 214   1,296   

３．役員退職金  5,667   ―   

４. 本社移転費用 ※5 10,175   ―   

５．過年度役員退職慰労引当金繰
入額

 4,650   ―   

６．前期損益修正損 ※6 ― 26,841 0.1 34,512 45,069 0.1

税金等調整前当期純利益   2,402,583 6.9  3,301,216 7.9

法人税、住民税及び事業税  1,065,535   1,421,785   

法人税等調整額  △4,688 1,060,847 3.0 15,298 1,437,084 3.5

当期純利益   1,341,736 3.9  1,864,131 4.4
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(3）連結株主資本等変動計算書

 　前連結会計年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７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７月31日残高

（千円）
812,074 1,002,324 4,976,161 △380 6,790,180

 連結会計年度中の

 変動額
     

 新株の発行 869,184 868,924 － － 1,738,108

 剰余金の配当 － － △151,094 － △151,094

 役員賞与の支給 － － △66,200 － △66,200

 当期純利益 － － 1,341,736 － 1,341,736

 持分法の適用に伴う

 剰余金の減少高

　　　　　
－  

－  △54,571 －  △54,571

 株主資本以外の項目の

 連結会計年度中の変動

　　　　 額（純額）　

－ － －  － －  

 連結会計年度中の

 変動額合計　(千円）
869,184 868,924 1,069,871 － 2,807,979

 平成18年７月31日残高

（千円）
1,681,258 1,871,248 6,046,032 △380 9,598,159

 

 評価・換算差額等  

 
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７月31日残高

（千円）
5,026 5,026 6,795,206

 連結会計年度中の

 変動額
   

 新株の発行 － － 1,738,108

 剰余金の発行 － － △151,094

 役員賞与の支給 － － △66,200

 当期純利益 － － 1,341,736

 持分法の適用に伴う

 剰余金の減少高
－  －  △54,571

 株主資本以外の項目の

 連結会計年度中の変　

　

 動額　(純額）

42,633 42,633 42,633

 連結会計年度中の

 変動額合計　(千円）
42,633 42,633 2,850,612

 平成18年７月31日残高

（千円）
47,659 47,659 9,645,819

－ 14 －



 　当連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７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18年７月31日　残高（千円） 1,681,258 1,871,248 6,046,032 △380 9,598,159

事業年度中の変動額 　

新株の発行 377 377 ― ― 754

剰余金の配当 ― ― △171,134 ― △171,134

当期純利益 ― ― 1,864,131 ― 1,864,131

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純

額) ― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計（千円） 377 377 1,692,997 ― 1,693,751

平成19年７月31日　残高　（千円）　 1,681,636 1,871,626 7,739,030 △380 11,291,911

評価・換算差額等

その他有価証券評

価差額金

評価・換算差額等

合計 新株予約権
純資産合計

平成18年７月31日　残高 （千円） 47,659 47,659 ― 9,645,819

事業年度中の変動額   

新株の発行 ― ― ― 754

剰余金の配当 ― ― ― △171,134

当期純利益 ― ― ― 1,864,131

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純

額) △11,655 △11,655 51,570 39,915

連結会計年度中の変動額合計（千円） △11,655 △11,655 51,570 1,733,666

平成19年７月31日　残高（千円） 36,004 36,004 51,570 11,379,486
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  2,402,583 3,301,216

減価償却費  45,572 83,647

貸倒引当金の減少額  △234 △626

役員賞与引当金の増減額  32,500 △32,500

役員退職慰労引当金の増減額  17,633 △59,913

受取利息及び受取配当金  △2,658 △20,008

支払利息  722,519 1,268,479

投資有価証券売却益  △27,071 ―

持分法による投資損失  52,825 18,598

固定資産売却益  △5,019 ―

固定資産売却損  6,135 9,260

固定資産除却損  4,489 1,296

売上債権の減少額  4,513,160 575,472

たな卸資産の増加額  △6,149,937 △24,622,964

仕入債務の増減額  △4,707,782 576,070

前受金の増減額  △2,384,498 2,539,142

役員賞与の支払額  △66,200 ―

その他  △1,793,736 △78,601

小計  △7,339,717 △16,441,430

利息及び配当金の受取額  2,658 20,008

利息の支払額  △703,886 △1,225,084

法人税等の支払額  △1,262,907 △1,110,273

営業活動によるキャッシュ・フロー  △9,303,853 △18,756,779
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前連結会計年度

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の払戻による収入  500,000 ―

投資有価証券の取得による支出  △455,388 △319,632

投資有価証券の売却等による収入  670,726 756,835

関連会社株式の取得による支出  ― △70,000

有形・無形固定資産の売却による収
入

 77,860 10,299

有形・無形固定資産の取得による支
出

 △360,390 △2,125,582

貸付による支出  △360,000 △696,000

貸付金の回収による収入  ― 360,000

その他  △186,318 △283,358

投資活動によるキャッシュ・フロー  △113,510 △2,367,438

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増加額  249,000 3,553,000

長期借入れによる収入  29,234,000 44,165,300

長期借入金の返済による支出  △19,996,200 △24,199,404

株式の発行による収入  1,738,108 754

社債の発行による収入  ― 100,000

配当金の支払額  △150,416 △170,613

財務活動によるキャッシュ・フロー  11,074,491 23,449,036

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  1,657,127 2,324,819

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,690,143 3,347,271

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,347,271 5,672,091
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(5)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

１．連結の範囲に関する

事項

　すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　２社

連結子会社の名称

㈱東京テナントセンター

㈱明豊コーポレーション

（注）㈱明豊コーポレーションは平

　　　成18年６月２日に当社の100％

　　　子会社として設立されたこと

　　　に伴い、当連結会計年度より

　　　連結の範囲に含めております。

　　　 ㈱東京テナントセンターは

平  

      成18年８月１日に㈱明豊プロパ

      ティーズと商号を変更しており

      ます。

　すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　２社

連結子会社の名称

㈱明豊プロパティーズ

㈱明豊コーポレーション

２．持分法の適用に関す

る事項

　すべての関連会社を持分法適用の対象　

　としております。

 持分法を適用した関連会社数　２社

 会社等の名称

エコロジー・アセットマネジメント㈱

㈲シーエーエム・フォー武蔵小杉

　(注)㈲シーエーエム・フォー武蔵

　　　小杉は、より重要性が高くな

　　　ったため当連結会計年度より

　　　持分法適用の対象としており

　　　ます。

　すべての関連会社を持分法適用の対象　

　としております。

 持分法を適用した関連会社数　２社

 会社等の名称

エコロジー・アセットマネジメント㈱

㈲シーエーエム・フォー武蔵小杉

 

３．連結子会社の事業年

度等に関する事項

　連結子会社の決算日は連結決算日と一致し

ております。

同左

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

満期保有目的の債券

　償却原価法

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）

①　有価証券

満期保有目的の債券

　　　　　　　同左

その他有価証券

時価のあるもの

　　

 　　　　　　　　　同左

時価のないもの

　　　　 匿名組合出資金は、純資産における

　　　　 持分相当額、その他は移動平均法に

         よる原価法によっております。

時価のないもの

　　     移動平均法による原価法によってお

       ります。

②　たな卸資産

販売用不動産、仕掛不動産

個別法による原価法

②　たな卸資産

販売用不動産、仕掛不動産

同左

貯蔵品

移動平均法による原価法

貯蔵品

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

(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

       ただし、平成10年４月１日以降に

     取得した建物（建物付属設備を除

　　 く）については定額法によっており

     ます。

 　　　なお、主な耐用年数は次の通りであ

　　 ります。

 　　　　建物及び構築物　７～50年

 　　　　車両運搬具　　　２～６年

①　有形固定資産

　　 定率法

       ただし、平成10年４月１日以降に

     取得した建物（建物付属設備を除

　　 く）については定額法によっており

     ます。

 　　　なお、主な耐用年数は次の通りであ

　　 ります。

 　　　　建物及び構築物　７～50年

 　　　　車両運搬具　　　　　６年

　　 (会計方針の変更）

　　　　当連結会計年度から、平成19年度の

　　　法人税法等の改正に伴い、平成19年４

　　　月１日以降に取得した減価償却資産に

　　　ついては、改正後の法人税法に基づく

　　　方法に変更しております。

　　　なお、この変更による当連結会計年度

　　　の損益に与える影響は軽微でありま

　　　す。　

②　無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。

②　無形固定資産

同左

(3）重要な繰延資産の

処理方法

①　新株発行費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

①　株式交付費

　　　　　　 同左

 　当連結会計年度から「繰延資産の会計処理

　に関する当面の取扱い」（企業会計委員会

　平成18年８月11日実務対応報告第19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　社債発行費等

支出時に全額費用処理しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

(4）重要な引当金の計

上基準

①　貸倒引当金

　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権について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

別の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

②　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、

当社及び子会社の規程に基づく期末要支

給額を計上しております。

（追加情報）

　連結子会社である㈱東京テナントセン

ターは、従来、役員退職慰労金の支出を

行わない方針でありましたが、当連結会

計年度において、役員退職慰労金規程を

新設したことから期末要支給額を役員退

職慰労引当金として計上することにしま

した。

　この結果、当期発生額5,699千円は販

売費及び一般管理費に、過年度分相当額

4,650千円は特別損失に計上しており、

従来の場合と比較して営業利益及び経常

利益は5,699千円減少し、税金等調整前

当期純利益は10,349千円減少しておりま

す。

　なお、当社及び連結子会社㈱東京テナ

ントセンターは、平成18年7月開催の取

締役会において、株主総会の承認を得る

ことを前提に、平成18年7月末までの在

任期間に対応する役員退職慰労金の支給

を行い、役員退職慰労金制度の廃止を行

うことを決議しております。　

②　役員退職慰労引当金

 　　　　――――――

③　役員賞与引当金

　 役員に対して支給する賞与の支出に充て

る支給見込額を計上しております。

③　役員賞与引当金

　               ―
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

(5）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

(6）重要なヘッジ会計

の方法

①　ヘッジ会計の方法

　　当連結会計年度においては、特例処理

の要件を満たしている金利スワップのみ

がヘッジ会計の対象であり、この金利ス

ワップについては特例処理によっており

ます。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　当連結会計年度にヘッジ会計を適用し

たヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り

であります。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ手段……金利スワップ ヘッジ手段……同左

ヘッジ対象……借入金利息 ヘッジ対象……同左

③　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規程等を

定めた内部規程に基づき金利変動リスクを

一定の範囲内でヘッジしております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　当連結会計年度においては、特例処理に

よっている金利スワップのみであり、これ

については有効性の評価を省略しておりま

す。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他連結財務諸

表作成のための重

要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式を採用しております。

　なお、固定資産に係る控除対象外消費税

は、一括して投資その他の資産の「その

他」に計上して５年間均等償却し、販売費

及び一般管理費に計上しております。

 消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及

び負債の評価に関す

る事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６．連結調整勘定の償却

に関する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間の

均等償却を行っております。

　ただし、金額が僅少な場合は、発生した期

の損益として処理しております。

　

 

　　　　　―――――――――

 

７．連結キャッシュ・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ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投

資であります。

同左
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(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度

（自　平成17年８月１日

　　至　平成18年７月31日） 

当連結会計年度

（自　平成18年８月１日

　　至　平成19年７月31日） 

　（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）    

　　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8

号　平成17年12月９日）が適用されることになったため、

同基準を適用しております。

　なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は

9,645,819千円であります。

　連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の

連結財務諸表規則により作成しております。 　　　　

　

 

 

 　　　　　―――――――――――

 

 

 

 

 

 

　　　　

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指

針第6号）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。 

 

　　　　　 ―――――――――――

 

 

 

 

（役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）が適用され

ることとなったため、同基準を適用しております。これ

により、従来の方法によった場合に比べ営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ32,500千円

減少しております。

 

 　　　　　―――――――――――
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 表示方法の変更

                    前連結会計年度

                 （自　平成17年８月１日

　　              至　平成18年７月31日） 

                   当連結会計年度

               （自　平成18年８月１日

　             　至　平成19年７月31日） 

 （連結貸借対照表関係） 

  　前連結会計年度まで区分掲記されておりました「前受

   金」（当期638,184千円）は負債純資産合計の100分の５

   以下であるため当連結会計年度においては流動負債の

  「その他」に含めて表示しております。

 

  (連結損益計算書関係）

   １．前連結会計年度において営業外収益の「その他」に

  含まれていた「解約違約金収入」（前期307千円）は営業

  外収益の100分の10超であるため、当連結会計年度におい

  ては区分掲記しております。　　　

 

 

              ―――――――――――

 

  

              ―――――――――――

 

   ２．前連結会計年度まで区分掲記されておりました「保

  険金収入」（当期3,766千円）は営業外収益の100分の10

  以下であるため、当連結会計年度においては営業外収益

  の「その他」に含めて表示しております。 

 

              ―――――――――――

 

　　　　　　　 ―――――――――――

 　（連結損益計算書関係）

 前連結会計年度まで区分掲記されておりました「新株

　発行費」は当連結会計年度より「株式交付費」として表

示することとなっておりますが、「株式交付費」（当期２

千円）は営業外費用の１００分の１０以下であるため当連

結会計年度においては営業外費用

の「その他」に含めております。             
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(7）連結財務諸表に関する注記事項

　a 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書

　　に関する注記事項等

 　　（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年７月31日）

当連結会計年度
（平成19年７月31日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通り

であります。

投資有価証券（株式）
      64,505 千円

　　　　　

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通り

であります。

投資有価証券（株式）
   133,975千円　　

　　　

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1)担保に供している資産 

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1)担保に供している資産 

たな卸資産     32,250,326千円

建物及び構築物       313,484千円

土地        453,371千円

有形固定資産その他　　　

　　　（工具器具備品）

       38,640千円

計     33,055,823千円

たな卸資産 55,526,779千円

建物及び構築物    1,386,370千円

土地      1,171,133千円

有形固定資産その他　　　

　　　（工具器具備品）

       26,446千円

計  58,110,730千円

(2)上記に対応する債務 (2)上記に対応する債務

短期借入金      1,700,000千円

１年以内返済予定の長期

借入金
    19,755,800千円

長期借入金     11,275,200千円

計     32,731,000千円

短期借入金 4,325,000千円

１年以内返済予定の長期

借入金
16,363,948千円

長期借入金    31,639,947千円

計 52,328,895千円

※３　運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と

貸出コミットメントライン契約を締結しております。

当該契約に基づく当連結会計年度末の借入金実行残

額は次の通りであります。

貸出コミットメントライン

の総額

     4,000,000千円

借入金実行残額 330,000千円

差引金額      3,670,000千円

※３　運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と

貸出コミットメントライン契約を締結しております。

当該契約に基づく当連結会計年度末の借入金実行残

額は次の通りであります。

貸出コミットメントライン

の総額

     1,000,000千円

借入金実行残額       800,000 千円

差引金額   200,000 千円

※４　所有目的変更により、従来、建物に計上していた金

額 49,061千円及び土地に計上していた金額 76,459

千円をたな卸資産に振替えております。

 ※４　　　　　　　　――――――
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 （連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。

広告宣伝費 842,011千円

販売手数料 529,254千円

給与手当 398,090千円

役員退職慰労引当金繰入額   18,733千円

役員賞与引当金繰入額 32,500千円

貸倒引当金繰入額 2,128千円

広告宣伝費      1,247,211千円

販売手数料        617,342千円

給与手当       553,572千円

貸倒引当金繰入額     995千円

※２　固定資産売却益の内容は次の通りであります。

土地 　　　　3,426千円

建物及び構築物 　　　    162千円

車両運搬費 　　　　1,431千円

  計         5,019千円

※２　

　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　

 

 

 

※３　固定資産売却損の内容は次の通りであります。 ※３　固定資産売却損の内容は次の通りであります。

土地 3,286千円

建物及び構築物   2,848千円

  計 6,135千円

土地   5,664千円

建物及び構築物      3,596千円

  計    9,260千円

※４　固定資産除却損の内容は次の通りであります。 ※４　固定資産除却損の内容は次の通りであります。

建物及び構築物 176千円

有形固定資産その他　  　

（工具器具備品）

38千円

  計 214千円

 ※５　本社移転費用の内訳は次の通りであります。

固定資産除却損  

建物及び構築物 1,584千円

有形固定資産その他　　　　

　　　（工具器具備品）

2,690千円

  小計 4,275千円

  原状回復費用 5,900千円

  計 10,175千円

有形固定資産その他　  　

（建物）

1,296千円

  計    1,296千円

 

 ※５

 

 

 　　　　　　　―――――――――――

 ※６　前期損益修正損は過年度事業の精算額であります。
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 （連結株主資本等変動計算書関係）

 前期連結会計年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31日）

 １．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式総数に関する事項

 

前連結会計年度末

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 3,777,450 4,779,450 ― 8,556,900

 　　　　合計 3,777,450 4,779,450 ― 8,556,900

 自己株式     

 　　普通株式　(注）2 100 100 　　　　　―  200

 　　　　合計 100 100 ―  200

 (注）１．当連結会計年度増加株式数は、平成17年７月15日開催の取締役会決議により、平成17年９月20日をもって

　　　　普通株式１株を２株に分割したことによる増加株式数3,777,450株、平成17年11月15日開催の取締役会決議

　　　　　による平成17年12月６日付け公募増資による増加株式数1,000,000株、新株予約権の行使による増加株式

　　　　　2,000株であります。　　　　　　　　　　　

 　　　２．自己株式の増加は平成17年７月15日開催の取締役会決議により、平成17年９月20日をもって、普通株式１株

　　　　を２株に分割したことによるものです。

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項　　　

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の目的

となる株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

 当連結会計

年度末残高

(千円）

前連結

会計年度末 

 当期連結会

計年度増加

　当期連結

会計年度減少

　当連結

会計年度末
 

 提出会社

（親会社）

平成15年ストックオ

プションとしての新

株予約権 

普通株式 3,150 3,150 2,000 4,300 ―

 　　　　　　　合計

 
 － 3,150 3,150 2,000 4,300 ―

 (注）１．目的となる株式の数は、権利可能数を記載しております。

　　　２．目的となる株式の数の変動事由の概要

　　　　　平成15年ストックオプションとしての新株予約権の増加は、平成17年７月15日開催の取締役会決議により平

　　　　　成17年９月20日をもって、普通株式１株を２株に分割したためであります。

　　　　　平成15年ストック・オプションとしての新株予約権の減少は権利行使によるものであります。

 ３．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

 平成17年10月27日

　定時株主総会
普通株式 151,094 40 平成17年７月31日 平成17年10月28日 

 （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

　平成18年10月27日

　定時株主総会
普通株式 171,134 利益剰余金 20平成18年７月31日 平成18年10月30日 
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 当期連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

 １．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式総数に関する事項

 

前連結会計年度末

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 8,556,900 4,100 ― 8,561,000

 　　　　合計 8,556,900 4,100 ― 8,561,000

 自己株式     

 　　普通株式　 200  　            　―  　　　　　―  200

 　　　　合計 200                  ― ―  200

 (注）１．当連結会計年度増加株式数は新株予約権の行使によるものであります。　　　　　　　　　　　

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項　　　 

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の目的

となる株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

 当連結会計

年度末残高

(千円）

前連結

会計年度末 

 当期連結会

計年度増加

　当期連結

会計年度減少

　当連結

会計年度末
 

 提出会社

（親会社）

平成15年ストックオ

プションとしての新

株予約権 

普通株式 4,300 － 4,300 － －

平成18年ストックオ

プションとしての新

株予約権 

普通株式 － － － － 51,570

 　　　　　　　合計

 
 － 4,300 － 4,300 － 51,570

 (注）１．目的となる株式の数は、権利可能数を記載しております。

　　　２．目的となる株式の数の変動事由の概要

　　　　　平成15年ストックオプションとしての新株予約権の減少は権利行使によるものが4,100株、失効による

　　　　　ものが200株であります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　３．平成18年ストックオプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 ３．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

　平成18年10月27日

　定時株主総会
普通株式 171,134 利益剰余金 20平成18年７月31日 平成18年10月30日 

 （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

　平成19年10月26日

　定時株主総会
普通株式 256,824 利益剰余金 30平成19年７月31日 平成19年10月29日 
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 （当期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※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７月31日現在） （平成19年７月31日現在）

現金及び預金勘定      3,373,271千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△26,000千円

現金及び現金同等物 3,347,271千円

現金及び預金勘定 5,698,091千円 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△26,000千円

現金及び現金同等物     5,672,091千円
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 b セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

 　　　　 前連結会計年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31日）

 
不動産分譲事
業（千円）

不動産賃貸事
業（千円）

不動産仲介事
業（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1)外部顧客に対する売上

高
32,269,627 2,160,498 196,505 133,387 34,760,019 ― 34,760,019

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― 60,000 29,075 89,075 (89,075) ―

計 32,269,627 2,160,498 256,505 162,463 34,849,095 (89,075) 34,760,019

営業費用 28,648,063 1,634,312 133,658 36,005 30,452,040 817,360 31,269,400

営業利益 3,621,563 526,185 122,847 126,458 4,397,055 (906,436) 3,490,618

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
       

資産 46,172,430 1,116,441 37,756 23,403 47,350,031 1,354,072 48,704,103

減価償却費 16,624 16,517 217 ― 33,358 12,213 45,572

資本的支出 326,495 9,572 305 ― 336,373 24,016 360,390

当連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

 
不動産分譲事
業（千円）

不動産賃貸事
業（千円）

不動産仲介事
業（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1)外部顧客に対する売上

高
38,701,209 2,838,087 184,493 202,753 41,926,543 ― 41,926,543

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― 36,779 61,674 98,454 (98,454) ―

計 38,701,209 2,838,087 221,272 264,428 42,024,997 (98,454) 41,926,543

営業費用 33,869,903 1,985,898 82,812 79,262 36,017,876 798,430 36,816,306

営業利益 4,831,305 852,189 138,460 185,165 6,007,120 (896,884) 5,110,236

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
       

資産 72,944,725 2,627,550 14,451 14,424 75,601,151 2,611,866 78,213,017

減価償却費 37,123 29,853 362 98 67,438 16,209 83,647

資本的支出 11,139 2,093,095 295 73 2,104,604 20,977 2,125,582

 （注）1. 各事業区分に属する主要な内容

　　　　不動産分譲事業：共同事業及び自社単独によるマンション分譲等。

　　　　不動産賃貸事業：住宅、事務所及び店舗等の賃貸。

　　　　不動産仲介事業：不動産分譲事業に付随し発生するマンション用地等の仲介事業。

　　　　その他事業　　：上記事業に付随して発生する業務。　　　　

　 ２.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の業務委託等に関る

費用であります。

   前連結会計年度　914,186千円　　　　　　　当連結会計年度　1,234,182千円 

　ｃ　リース取引関係

 　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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 【所在地別セグメント情報】

　　前連結会計度（自　平成１７年８月１日　至　平成１８年７月３１日）

　　　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

 

　　当連結会計年度（自　平成１８年８月１日　至　平成１９年７月３１日）

　　　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 【海外売上高】

　　前連結会計度（自　平成１７年８月１日　至　平成１８年７月３１日）

　　　当社及び連結子会社において海外売上高がないため、該当事項はありません。

 

　　当連結会計年度（自　平成１８年８月１日　至　平成１９年７月３１日）

　　　当社及び連結子会社において海外売上高がないため、該当事項はありません。
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 c 関連当事者との取引

 　前連結会計年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31日）

 　　役員及び個人主要株主等

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

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 梅木篤郎 ― ―
当社代表取締

役社長

被所有

直接

1.13％

― ― 住宅の分譲 42,004 ― ―

役員の近親者

当社代表取締

役社長梅木篤

郎の父

― ―  ―

 

 ―

 

 ― ― 住宅の分譲 22,617 　―  ―

 役員 鈴井貞雄 ― ―
当社常務取締

役

被所有

直接

0.23％

 ― ― 住宅の分譲 43,081 ― ―

主要個人株主

及び役員の

近親者

当社代表　

取締役会長高

島勝宏の長女

― ―  　―

 

　　―

 

 ― ― 住宅の分譲 69,785 ― ―

個人主要株主 塚本英介 ―  ―

㈱エーケー

ディー

代表取締役会

長

 被所有

 直接

13.45％ 

 ―   ―  

住宅の分譲 52,683 ― ―

工事の発注 10,914 ― ―

 （注）1.　住宅の分譲価格については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

 　　　2.　取引額には消費税は含まれておりません。

　　子会社等

属性 会社等の名称 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

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社

 

㈲シー

エーエ

ム・

フォー

武蔵小杉

東京都千代

田区

 

3,000

不動産投資を

目的とした匿

名組合の営業

者

―

 

―

 

―

 

 前渡金の支

払

 

1,200,000

 

前渡金 1,200,000

匿名組合

出資金 
430,085

 

  当連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

　　役員及び主要株主等

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

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要個人株主

及び役員の

近親者

当社代表　

取締役会長高

島勝宏の次男

― ―  　―

 

　　―

 

 ― ― 住宅の分譲 6,798 前受金 6,798

 

 （注）1.　住宅の分譲価格については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。　

 　子会社等

属性 会社等の名称 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

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社

㈲シー

エーエ

ム・

フォー

武蔵小杉

東京都

千代田区
3,000

不動産投資を

目的とした匿

名組合の営業

者

― ― ―

 

出資金の　

　払戻し

180,000

前渡金 1,200,000

匿名組合

出資金 
232,018
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 e 税効果会計関係

前連結会計年度
（平成18年７月31日）

当連結会計年度
（平成19年７月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

  

繰延税金資産  

 会員権評価損否認 21,627千円

 貸倒引当金繰入限度超過額 23,665千円

 未払事業税否認 47,367千円

 役員退職慰労引当金   10,008千円

 役員賞与引当金  13,224千円

  その他 15,229千円

 繰延税金資産小計    131,122千円

  評価性引当額 　△3,527千円

  繰延税金資産合計 127,595千円

  

繰延税金資産  

 会員権評価損否認     39,124千円

 貸倒引当金繰入限度超過額    5,964千円

 未払事業税否認      71,809千円

 役員退職慰労引当金     －千円

 役員賞与引当金        －千円

  その他   1,400千円

 繰延税金資産小計  118,298千円

  評価性引当額  －千円

  繰延税金資産合計 118,298千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △32,697千円

連結会社間内部損失消去 △19,482千円

繰延税金負債 △52,180千円

繰延税金資産の純額 75,415千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金  △24,700千円

連結会社間内部損失消去   △25,484千円

繰延税金負債   △50,185千円

繰延税金資産の純額      68,112千円

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

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

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

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

（単位：％）

内訳  

 法定実効税率 40.69

 （調整）  

 交際費等永久に損金に算入されない項目 2.25

 持分法投資損失 0.89

 住民税均等割 0.11

 その他 0.21

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.15

（単位：％）

内訳  

 法定実効税率 40.69

 （調整）  

 交際費等永久に損金に算入されない項目 1.66

 持分法投資損失 0.23

 住民税均等割 0.13

 その他 0.82

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.53
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 f 有価証券関係

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

  前連結会計年度（平成18年７月31日） 当連結会計年度（平成19年７月31日）

  種類
連結貸借対照表計

上額（千円） 

時価(千

円）
差額(千円)

連結貸借対照表

計上額（千円） 
時価(千円） 差額(千円)

時価が連結貸

借対照表計上

額を超えるも

の

 (1)国債、地方債等 ― ― ― ― ― ―

 (2)社債 ― ― ― ― ― ―

 (3)その他 ― ― ― ― ― ―

 小計 ― ― ― ― ― ―

時価が連結貸

借対照表計上

額を超えない

もの

 (1)国債、地方債等 10,004 9,817 △187 10,004 9,897 △107

 (2)社債 ― ― ― ― ― ―

 (3)その他 ― ― ― ― ― ―

  小計 10,004 9,817 △187 10,004 9,897 △107

 合計 10,004 9,817 △187 10,004 9,897 △107

 

          ２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成18年７月31日） 当連結会計年度（平成19年７月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 67,624 187,880 120,255 68,265 174,469 106,203

(2) 債券       

①　国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

②　社債 ― ― ― ― ― ―

③　その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 67,624 187,880 120,255 68,265 174,469 106,203

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 300,148 260,249 △39,899 479,138 433,640 △45,498

(2）債券       

①　国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

②　社債 ― ― ― ― ― ―

③　その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 300,148 260,249 △39,899 479,138 433,640 45,498

合計 367,772 448,129 80,356 547,404 608,109 60,705
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 ３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（平成18年7月31日） 当連結会計年度（平成19年7月31日）

 売却額（千円） 
売却益の合計額

　（千円）  

売却損の合計額

（千円） 
 売却額（千円） 

売却益の合計額

（千円）  

売却損の合計額

（千円） 

670,726 27,071 ― 756,835 499,314 ―

 

 　　　　　４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前連結会計年度（平成18年７月31日） 当連結会計年度（平成19年７月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 42,119 40,119

匿名組合出資金 1,437,606 252,018

投資法人の投資証券 ― 147,000

 （注）匿名組合出資金のうち、前連結会計年度は、1,180,085千円は流動資産の「たな卸資産」に257,520千円は投資その

他の資産の「投資有価証券」に計上されており、当連結会計年度は252,018千円は流動資産の「たな卸資産」に計

上されております。

 　　　　　５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 前連結会計年度（平成18年７月31日） 当連結会計年度（平成19年７月31日）

 
1年以内

（千円） 

1年超

5年以内

（千円） 

5年超

10年以内

　（千円）  

10年超

（千円） 

1年以内

（千円） 

1年超

5年以内

（千円） 

5年超

10年以内

　（千円）  

10年超

（千円） 

 １．債券         

 (1)国債、地

　　方債等
― 10,004 ― ― ― 10,004 ― ―

 (2)社債 ― ― ― ― ― ― ― ―

 (3)その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

 ２．その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

 合計 ― 10,004 ― ― ― 10,004 ― ―
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 g デリバティブ取引関係

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

(1）取引の内容及び利用目的等

　デリバティブ取引は、借入金等の将来の金利市場にお

ける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用し

ております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(1）取引の内容及び利用目的等

同左

①　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金利息

②　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規程等を定めた内部

規程に基づき金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジ

しております。

③　ヘッジ有効性評価の方法

　当連結会計年度においては、特例処理によっている

金利スワップのみであり、これについては有効性の評

価を省略しております。

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引については、主として金利上昇を

ヘッジするためのものであるため、借入残高の範囲内で

行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行

わない方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引に係るリスクの内容

　金利スワップについては、市場金利の変動によるリス

クを有しております。デリバティブ取引の契約先はいず

れも信用度の高い国内の銀行であるため、相手先の債務

不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判

断しております。

(3）取引に係るリスクの内容

同左

(4）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引は、稟議決裁で承認された取引内容、

限度額等に基づき、管理部で実行及び管理を行っており、

その取引結果は、定時取締役会の報告事項となっており

ます。

(4）取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

　　　　　　　前連結会計年度（平成18年７月31日）

 　 　　　　　　該当事項はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。

　　　　　　　当連結会計年度（平成19年７月31日）

 　 　　　　　　該当事項はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。
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 h 退職給付関係

前連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、退職金手当を組込んだ年俸制

を採用しておりますが、これに加えて総合設立型厚生年

金基金（全国不動産業厚生年金基金）に加入しておりま

す。

１．採用している退職給付制度の概要

同左

２．退職給付債務及びその内訳 ２．退職給付債務及びその内訳

年金資産  220,756  千円 年金資産 299,288 千円

　年金資産の額は、加入人員割合により計算しておりま

す。

同左

３．退職給付費用の内訳 ３．退職給付費用の内訳

退職給付費用   19,592  千円 退職給付費用 24,685 千円

　退職給付費用の額は、総合設立型厚生年金基金への拠

出額であります。

同左

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　該当事項はありません。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左
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 i ストック・オプション等関係

 前連結会計年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31日）

 １．ストック・オプションの内容

平成15年７月期

付与対象者の区分及び数

取締役６名

 監査役２名

 当社従業員32名

 子会社従業員２名

ストック・オプション数 普通株式　　　300,000株　（注）1

付与日 平成15年１月31日

権利確定条件  （注）２

対象勤務期間  平成15年１月31日～平成16年８月１日

権利行使期間  平成16年８月２日～平成19年７月31日

 （注）１ 株式数に換算して記載しております。なお、平成16年３月１日付で株式１株につき15株の株式分割を、さら

       に平成17年９月20日付で株式１株につき２株の株式分割を行っており、分割後の株式数で記載しております。

 （注）２ 権利行使時において、当社または、当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要するもの

とする。　

  ２．ストック・オプションの規模及びその変動状況

      当連結会計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。

 平成15年７月期

 （取締役会決議日） 平成15年１月31日 

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末残高 －

　付与 －

  分割による増加 －

　失効 －

　権利確定 －

　当連結会計年度末残高 －

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末残高 3,150

　分割による増加 3,150

　権利行使 2,000

　失効 －

当連結会計年度末残高 4,300

   （注）平成17年７月15日開催の取締役会決議により、平成17年９月20日をもって、普通株式１株を２株に分割いたし

         ました。これに伴い新株予約権等の目的となる株式の数が増加しております。

３.単価情報

平成15年７月期

権利行使価格　　　　　　（円） 184

行使時平均株価　　　　　（円） 1,783

公正な評価単価（付与日）（円） －

    （注）平成17年７月15日開催の取締役会決議により、平成17年９月20日をもって、普通株式１株を２株に分割いた

          しました。これに伴い権利行使価格は分割後の金額で記載しております。
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 当連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

 １．ストック・オプションの内容

平成15年７月期 平成19年７月期 

付与対象者の区分及び数

取締役６名

 監査役２名

 当社従業員32名

 子会社従業員２名

 取締役３名　

 

 当社従業員名　48名

 子会社従業員名　27名

ストック・オプション数 普通株式　　　300,000株　（注）1  普通株式　　200,000株　

付与日 平成15年１月31日  平成18年８月21日

権利確定条件  （注）２  （注）

対象勤務期間  平成15年１月31日～平成16年８月１日
平成18年８月21日から平成19年10月27日

まで

権利行使期間  平成16年８月２日～平成19年７月31日
 平成19年10月28日から平成24年10月27

日まで

 （注）権利行使時において、当社または、当社子会社の取締役、または従業員の地位にあることを要するものとする。　

  ２．ストック・オプションの規模及びその変動状況

      当連結会計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。

  　　　　平成15年７月期  平成19年７月期

 （取締役会決議日）  　　　　平成15年１月31日  平成18年８月21日

権利確定前　　　　　　（株）   

前連結会計年度末残高 　　　　　　　  

　付与 　　　　　　　　―  200,000

  分割による増加 　　　　　　　　―  ―

　失効               　―  ―

　権利確定 　              ―  ―

　当連結会計年度末残高               ― 200,000

権利確定後　　　　　　（株）   

前連結会計年度末残高 4,300 ―

　分割による増加 ― ―

　権利行使 4,100 ―

　失効 200 ―

当連結会計年度末残高 0 ―

３.単価情報

平成19年７月期 

権利行使価格　　　　　　（円） 1,395

行使時平均株価　　　　　（円） ―

公正な評価単価（付与日）（円） 354

 j 企業結合等

     該当事項はございません。
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 k １株当たり情報

前連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

１株当たり純資産額      1,127.28円

１株当たり当期純利益金額      163.47円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
    163.38円

１株当たり純資産額      1,323.23円

１株当たり当期純利益金額        217.80円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
       217.75円

 当社は、平成17年９月20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

合の前連結会計年度における１株当たり情報について、

以下の通りとなります。

１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　890.70円

１株当たり当期純利益金額　　　　　　　　189.72円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額　 187.27円

　（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りでありま

す。

前連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,341,736 1,864,131

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,341,736 1,864,131

期中平均株式数（株） 8,207,594 8,558,771

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 4,867 1,964

（うちストックオプションに係る潜在株式） (4,867) (1,964)

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

────── ──────

 l 重要な後発事象

前連結会計年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

　　　　　　　　　　　　　― 　　　　　　　　　　　　　―
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年７月31日）
当事業年度

（平成19年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   2,870,357   5,422,880  

２．売掛金   665,619   95,829  

３．販売用不動産  ※１  1,405,997   1,683,499  

４．仕掛不動産  ※１  36,001,443   48,717,102  

５．匿名組合出資金 ※４  1,245,000   335,000  

６．貯蔵品   1,063   593  

７．前渡金 ※５  1,200,000   1,200,000  

８．前払費用   381,922   1,123,672  

９．繰延税金資産   62,704   53,247  

10．未収入金   24,721   11,993  

11. 預け金   595,400   ―  

12. 短期貸付金   ※５  440,340   5,697,000  

13．その他   311,372   472,802  

貸倒引当金   △326   ―  

流動資産合計   45,205,616 95.7  64,813,622 92.1

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1)建物 ※1 364,535   1,514,756   

減価償却累計額  28,857 335,678  62,261 1,452,494  

(2)構築物 ※1 19,947   19,947   

減価償却累計額  780 19,167  3,027 16,919  

(3)車両運搬具  15,740   15,740   

減価償却累計額  1,960 13,780  6,355 9,384  

(4)工具器具備品 ※1 64,653   72,013   

減価償却累計額  15,364 49,289  35,390 36,622  

(5)土地 ※1  407,993   1,278,112  

        

有形固定資産合計   825,908 1.8  2,793,534 4.0
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前事業年度

（平成18年７月31日）
当事業年度

（平成19年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア   13,852   19,163  

(2）その他   1,777   1,738  

無形固定資産合計   15,630 0.0  20,902 0.0

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   747,769   795,228  

(2）関係会社株式   193,551   263,551  

(3）繰延税金資産   24,946   23,237  

(4) 関係会社長期貸付金   ―   1,400,000  

(5) その他   275,985   259,404  

貸倒引当金   △55,000   △12,000  

投資その他の資産合計   1,187,253 2.5  2,729,422 3.9

固定資産合計   2,028,792 4.3  5,543,858 7.9

資産合計   47,234,408 100.0  70,357,481 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   1,063,123   1,638,486  

２．短期借入金 ※１  3,211,000   6,669,000  

３．１年以内返済予定の長期
借入金

※１  20,907,000   18,416,000  

４．未払金   142,211   303,551  

５．未払費用   28,375   72,288  

６．未払法人税等   547,517   688,000  

７．未払消費税等   35,853   ―  

８．前受金   574,696   3,114,641  

９．預り金   11,304   15,918  

10. 役員賞与引当金   32,500   ―  

11.その他   5,948   208,261  

流動負債合計   26,559,530 56.2  31,126,148 44.2
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前事業年度

（平成18年７月31日）
当事業年度

（平成19年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※1,2  11,545,000   28,681,300  

２．預り保証金   130,920   144,383  

３．役員退職慰労引当金   49,563   ―  

固定負債合計   11,725,483 24.9  28,825,683 41.0

負債合計   38,285,014 81.1  59,951,831 85.2

        
 （純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

 １．資本金   1,681,258 3.5  1,681,636 2.4

 ２．資本剰余金        

 （1）資本準備金  1,871,248   1,871,626   

　　　資本剰余金合計   1,871,248 4.0  1,871,626 2.7

 ３.利益剰余金        

 （1）利益準備金  19,287   19,287   

 （2）その他利益剰余金　        

 　  別途積立金  1,700,000   1,800,000   

     繰越利益剰余金  3,630,320   4,945,905   

     利益剰余金合計   5,349,607 11.3  6,765,192 9.6

 ４．自己株式   △380 △0.0  △380 △0.0

       株主資本合計   8,901,734 18.8  10,318,074 14.7

Ⅱ　評価・換算差額等        

  1.その他有価証券評価差額金   47,659   36,004  

 　　　評価・換算差額等合計   47,659 0.1  36,004 0.0

Ⅲ　新株予約権   ― 0.0  51,570 0.1

　　純資産合計   8,949,393 18.9  10,405,649 14.8

    負債純資産合計   47,234,408 100.0  70,357,481 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

１．不動産販売高  31,890,852   36,286,189   

２．不動産賃貸収益  552,230   774,136   

３．不動産仲介収益  108,007   53,540   

４．その他収益  89,764 32,640,854 100.0 97,384 37,211,251 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．不動産販売原価  26,513,226   29,065,283   

２．不動産賃貸原価  149,238   227,157   

３．不動産仲介原価  61,104 26,723,569 81.9 20,000 29,312,441 78.8

売上総利益   5,917,285 18.1  7,898,810 21.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  2,512,406 7.7  3,563,571 9.5

営業利益   3,404,878 10.4  4,335,238 11.7

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息 ※１ 144   95,406   

２．受取配当金  2,056   6,098   

３．解約違約金収入  18,160   17,729   

４．保険金収入  3,575   8,840   

５. 匿名組合投資利益  56,584   499,314   

６．その他  13,848 94,368 0.3 15,943 643,333 1.7

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  718,992   1,152,612   

２. 新株発行費  20,003   ―   

３．支払手数料  394,521   989,328   

４. その他  4,002 1,137,519 3.5 44 2,141,985 5.8

経常利益   2,361,727 7.2  2,836,586 7.6

Ⅵ　特別利益        

１．役員退職慰労引当金戻入
益

 ―   729   

２. 貸倒引当金戻入益  282   －   

３．固定資産売却益 ※３ 3,732   －   

４．過年度消費税等還付  10,046   －   

５. 投資有価証券売却益  27,071 41,133 0.1 － 729 0.0
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前事業年度

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 ※４ 6,135   9,260   

２．固定資産除却損 ※５ 214   1,296   

３．前期損益修正損  ※７ ―   34,512   

４. 本社移転費用 ※６ 7,244 13,594 0.0 ― 45,069 0.1

税引前当期純利益   2,389,266 7.3  2,792,247 7.5

法人税、住民税及び事業
税

 1,019,368   1,186,365   

法人税等調整額  3,588 1,022,957 3.1 19,162 1,205,527 3.2

当期純利益   1,366,309 4.2  1,586,719 4.3
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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８月１日　至　平成18年７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７月31日残高

（千円）

         

812,074
1,002,32

4
1,002,324 19,287 1,600,000 2,580,105 4,199,392 △380 6,013,411

 事業年度中の変動額          

 新株の発行 869,184 868,924 868,924 ― ― ― ― ― 1,738,108

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― △151,094 △151,094 ― △151,094

 役員賞与の支給 ― ― ― ― ― △65,000 △65,000 ― △65,000

 利益処分による別途積

立金
― ― ― ― 100,000 △100,000 ― ― ―

 当期純利益 ― ― ― ― ― 1,366,309 1,366,309 ― 1,366,309

          

 株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額　

(純額）

― ― ― ― ― ― ― ― ―

 事業年度中の

 変動額合計

（千円）

869,184 868,924 868,924 ― 100,000 1,050,215 1,150,215 ― 2,888,323

 平成18年7月31日残高

（千円）

1,681,2

58

1,871,24

8
1,871,248 19,287 1,700,000 3,630,320 5,349,607 △380 8,901,734

          

 

評価・換算差額等 

純資産合計
その他有

価証券評

価差額金

評価・換算

差額等合計

平成17年７月31日残高

（千円）
5,026 5,026 6,018,437

 事業年度中の変動額    

 新株の発行 ― ― 1,738,108

 剰余金の配当 ― ― △151,094

 役員賞与の支給 ― ― △65,000

 利益処分による別途積立金 ― ― ―

    

 当期純利益 ― ― 1,366,309

 株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額）
42,633 42,633 42,633

 事業年度中の変動額合計（千

円）
42,633 42,633 2,930,956

 平成18年7月31日残高

（千円）
47,659 47,659 8,949,393
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　当事業年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７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18年７月31日残高

（千円）

         

1,681,258
1,871,24

8

1,871,24

8
19,287

1,700,00

0

3,630,32

0

5,349,60

7
△380 8,901,734

 事業年度中の変動額          

 新株の発行 377 377 377 ― ― ― ― ― 754

 剰余金の配当 ―     
△

171,134

△

171,134
― △171,134

 役員賞与の支給 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

 利益処分による

 別途積立金
― ― ― ― 100,000

△

100,000
― ― ―

 当期純利益 ― ― ― ― ―
1,586,71

9

1,586,71

9
― 1,586,719

          

 株主資本以外の項目の

 事業年度中の変動額

 (純額）

― ― ― ― ― ― ― ― ―

 事業年度中の変動額合計

（千円）
377 377 377 ― 100,000

1,315,58

5

1,415,58

5
― 1,416,339

 平成19年７月31日残高

（千円）
1,681,636

1,871,62

6

1,871,62

6
19,287

1,800,00

0

4,945,90

5

6,765,19

2
△380 10,318,074

          

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計
その他有

価証券評

価差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年７月31日残高

（千円）
47,659 47,659 ― 8,949,393

 事業年度中の変動額 ― ― ― ―

 新株の発行 ― ― ― 754

 剰余金の配当 ― ― ― △171,134

 役員賞与の支給 ― ― ― ―

 利益処分による別途積立金 ― ― ― ―

     

 当期純利益 ― ― ― 1,586,719

 株主資本以外の項目の

 事業年度中の変動額(純額）
△11,655 △11,655 51,570 39,915

 事業年度中の変動額合計

（千円）
△11,655 △11,655 51,570 1,456,255

 平成19年７月31日残高

（千円）
36,004 36,004 51,570 10,405,649
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(4) 重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

１．有価証券の評価基準及び評価方

法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1)子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　　　決算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）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　　　　同左

 　　

時価のないもの

　匿名組合出資金は、純資産におけ

る持分相当額、その他は移動平均法

による原価法によっております。

時価のないもの

  移動平均法による原価法によっ

ております。

２．たな卸資産の評価基準及び評価

方法

販売用不動産、仕掛不動産

個別法による原価法

販売用不動産、仕掛不動産

同左

貯蔵品

移動平均法による原価法

貯蔵品

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

       ただし、平成10年４月１日以降に

     取得した建物（建物附属設備を除

     く）については定額法によっており

     ます。

       なお、主な耐用年数は次の通りで

　　　あります。

 　　　建物　　　　　７～50年

       構築物　　　　15～20年

       車両運搬具　　 2～6年

       工具器具備品　 2～15年

(1）有形固定資産

　定率法　

 　ただし、平成10年４月１日以降に

　取得した建物（建物付属設備を除

　く）については定額法によっており

　ます。

   なお、主な耐用年数は次の通りで

　あります。

 　　　建物　　　　　７～50年

       構築物　　　　15～20年

       車両運搬具　　 　　6年

       工具器具備品　 2～15年

 　（会計方針の変更）

　　　当事業年度から、平成19年度の

　　法人税法等の改正に伴い、平成19

　　年４月１日以降に取得した減価償

　　却資産については、改正後の法人

　　税法に基づく方法に変更しており

　　ます。

　　　なお、この変更による当事業年

　　度の損益に与える影響は軽微であ

　　ります。　

(2）無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェアに

ついては社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によってお

ります。

(2）無形固定資産

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

４．繰延資産の処理方法 新株発行費

支出時に全額費用として処理しており

ます。

株式交付費

　支出時に全額費用として処理して

おります。

　当事業年度から「繰延資産の会計

処理に関する当面の取扱い」（企業

会計委員会平成18年８月１１日実務

対応報告第19号）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響は

ございません。　

 社債発行費等

 　支出時に全額費用として処理してお

　ります。　　　

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別の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

(2）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、当社規程に基づく期末要支

 給額を計上しております。

(2）役員退職慰労引当金

               ―

(3）役員賞与引当金

 役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額を計上してお

ります。

(3）役員賞与引当金

　　　　　　　 ―

６．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
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項目
前事業年度

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　当事業年度においては、特例処理の

要件を満たしている金利スワップのみ

がヘッジ会計の対象であり、この金利

スワップについては特例処理によって

おります。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　当事業年度にヘッジ会計を適用した

ヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り

であります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ手段……金利スワップ ヘッジ手段……同左

ヘッジ対象……借入金利息 ヘッジ対象……同左

(3）ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規程

等を定めた内部規程に基づき金利変動

リスクを一定の範囲内でヘッジしてお

ります。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　当事業年度においては、特例処理に

よっている金利スワップのみであり、

これについては有効性の評価を省略し

ております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

８．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

税抜方式を採用しております。

　なお、固定資産に係る控除対象外消

費税は、一括して投資その他の資産の

「その他」に計上して５年間均等償却

し、販売費及び一般管理費に計上して

おります。

消費税等の会計処理

同左
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(5) 会計処理方法の変更

前事業年度

（自　平成17年８月１日

　　至　平成18年７月31日）

当事業年度

（自　平成18年８月１日

　　至　平成19年７月31日）

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第5号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）が適用されることになったため、同

基準を適用しております。

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額8,949,393千

円であります。

財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借

対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 

　

 

　　　　　　　――――――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。これによる損益に与える影

響はありません。

 

 

　　　　

　　　　　　　――――――――――

 

 

 （役員賞与に関する会計基準）

  当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号　平成17年11月29日）が適用されるこ

ととなったため、同基準を適用しております。これによ

り、従来の方法によった場合に比べ営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益はそれぞれ32,500千円減少してお

ります。

 

 　　　　　　――――――――――
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 表示方法の変更

                    　　前事業年度

                 （自　平成17年８月１日

　　              至　平成18年７月31日） 

                   　当事業年度

               （自　平成18年８月１日

　             　至　平成19年７月31日） 

  (損益計算書関係）

   １．前事業年度において営業外収益の「その他」に含ま

　れていた「解約違約金収入」（前期307千円）は営業外収

　益の100分の10超であるため、当事業年度においては区分

　掲記しております。　　　

  

              ―――――――――――

 

   ２．前事業年度まで区分掲記されておりました「業務受

　託収入」（当期5,325千円）は営業外収益の100分の10以

　下であるため、当事業年度においては営業外収益の「そ

　の他」に含めて表示しております。

 

              ―――――――――――

 

 

              ―――――――――――

 　（損益計算書関係）

　　前事業年度まで区分掲記されておりました「新株発行

　費」は、当事業年度より「株式交付費」として表示する

　ことなっておりますが「株式交付費」（当期２千円）は

　営業外費用の100分の10以下であるため当事業年度におい

　ては営業外費用の「その他」に含めております。        
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(6) 注記事項

 a （貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年７月31日）

当事業年度
（平成19年７月31日）

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1）担保に供している資産

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1）担保に供している資産

仕掛不動産 31,355,326千円

販売用不動産 895,000千円

建物 246,203千円

構築物 19,167千円

工具器具備品 38,640千円

土地 　　289,066千円

計 32,843,404千円

仕掛不動産   44,559,398千円

建物  1,369,451千円

構築物       16,919千円

工具器具備品     26,446千円

土地 1,171,133千円

計 47,143,349千円

(2)上記に対応する債務 (2)上記に対応する債務

短期借入金 1,600,000千円

１年以内返済予定の長期借入金 19,745,000千円

長期借入金 11,215,000千円

計  32,560,000千円

短期借入金   4,025,000千円

１年以内返済予定の長期借入金  13,980,000千円

長期借入金   26,235,300千円

計  44,240,300千円

※２．運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と

貸出コミットメントライン契約を締結しております。

当該契約に基づく当事業年度末の借入金実行残額は

次の通りであります。

貸出コミットメントラインの総

額

 4,000,000千円

借入金実行残額 330,000千円

差引金額 3,670,000千円

※２．運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と

貸出コミットメントライン契約を締結しております。

当該契約に基づく当事業年度末の借入金実行残額は

次の通りであります。

貸出コミットメントラインの総

額

   1,000,000千円

借入金実行残額      800,000千円

差引金額      200,000千円

３．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。

３．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）

㈱東京テナントセンター 71,000千円

（保証先） （金額）

㈱明豊プロパティーズ 300,000千円

㈱明豊コーポレーション  　 5,286,595千円 

※４．匿名組合出資金

　不動産分譲事業の開発において特別目的会社

（SPC）を活用した用地取得スキームにかかる匿名組

合出資金であります。

※４．匿名組合出資金

　　　　　　　　　　　　同左

 

 

※５．関係会社項目

関係会社に対する資産は次の通りであります。 

※５．関係会社項目

区分掲記されたもの以外の関係会社に対する資産は次

の通りであります。 

前渡金 1,200,000千円 前渡金   1,200,000千円

短期貸付金 5,196,000千円
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　（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

※１．関係会社との取引

　　　―

※１．関係会社との取引

　　受取利息　　　　　　　　　 94,206千円

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は55％、一般管

理費に属する費用のおおよその割合は45％であります。

　主要な費目及び金額は次の通りであります。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は 54％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は 46％

であります。

　主要な費目及び金額は次の通りであります。

役員報酬   146,544千円

給料手当 249,704千円

販売手数料 529,254千円

広告宣伝費 847,869千円

租税公課 195,837千円

減価償却費   27,051千円

役員退職慰労引当金繰入額 13,033千円

役員賞与引当金繰入額   　 32,500千円

役員報酬   138,002千円

給料手当    312,856千円

販売手数料      635,342千円

広告宣伝費    1,285,831千円

租税公課     277,216千円

減価償却費    56,959千円

支払手数料     409,574千円

※３．固定資産売却益の内訳は次の通りであります。

土地 2,293千円

建物   ８千円

車両運搬具 1,431千円

計 3,732千円

※３.　　―――――――――――――――　

※４．固定資産売却損の内訳は次の通りであります。

土地 3,286千円

建物 2,848千円

計 6,135千円

※４．固定資産売却損の内訳は次の通りであります。

土地     5,664 千円

建物     3,596 千円

計     9,260 千円

※５．固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は次の通りであります。

構築物 176千円

工具器具備品  38千円

計   214千円

 ※６．本社移転費用の内訳は次の通りであります。

 　　　固定資産除却損

　建物 950千円

　工具器具備品 2,394千円

小計  3,344千円

原状回復費用 3,900千円

計 7,244千円

 

建物   1,296千円

計    1,296千円

 ※６．

 　　

  

　　　　　　　―――――――――――――

 

 

 

 

 ※７　前期損益修正損は過年度事業の精算額であ

　　　ります。
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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8月1日　至　平成18年7月31日）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前期末株式数（株） 当期増加株式数（株） 当期減少株式数（株） 当期末株式数（株）

 自己株式     

　　普通株式（注） 100 100 ― 200

　　合計 100 100 ― 200

 (注）自己株式の増加は平成17年７月15日開催の取締役会決議により、平成17年９月20日をもって、普通株式１株を２株

に分割したことによるものです。

 当事業年度（自　平成18年８月1日　至　平成19年７月31日）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前期末株式数（株） 当期増加株式数（株） 当期減少株式数（株） 当期末株式数（株）

 自己株式     

　　普通株式 200 ― ― 200

　　合計 200 ― ― 200

  

 b (有価証券関係)

　前事業年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31日）及び当事業年度（自　平成18年８月１日　

至　平成19年７月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

 c (税効果会計関係)

前事業年度
（平成18年７月31日）

当事業年度
（平成19年７月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

繰延税金資産

　貸倒引当金繰入限度超過額   22,379千円

 未払事業税否認  43,254千円

 役員賞与引当金  13,224千円

 会員権評価損否認 21,627千円

 役員退職慰労引当金 8,753千円

 その他 11,109千円

 繰延税金資産計 120,348千円

繰延税金資産

　貸倒引当金繰入限度超過額      4,882千円

 未払事業税否認      53,247千円

 役員賞与引当金        －千円

 会員権評価損否認      39,124千円

 役員退職慰労引当金      －千円

 その他      3,931千円

 繰延税金資産計     101,186千円

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △32,697千円

繰延税金資産の純額 87,651千円

その他有価証券評価差額金 △24,700千円

繰延税金資産の純額       76,485千円

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

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

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

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 40.69

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.97

住民税均等割 0.10

その他 0.05

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.81

（単位：％）

法定実効税率 40.69

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.61

住民税均等割 0.14

その他 0.73

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.17
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 d (１株当たり情報)

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

１株当たり純資産額 1,045.89円

１株当たり当期純利益金額 166.47円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
    166.37円

 当社は平成17年９月20日付けで株式1株に付き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

以下の通りとなります。

 １株当たり純資産額　　　　　　　　 788.04円

 １株当たり当期純利益金額　　　　　 175.03円

 潜在株式調整後１株当たり

 当期純利益金額　 　　　　　　　　　172.77円

１株当たり純資産額      1,209.48円

１株当たり当期純利益金額      185.39円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
       185.35円

　（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであり

ます。

 
前事業年度

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,366,309 1,586,719

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） 1,366,309 1,586,719

期中平均発行株式数（株） 8,207,594 8,558,771

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（株） 4,867 1,964

（うちストックオプションに係る潜在株式） (4,867) (1,964)

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

────── ──────

 e (重要な後発事象)

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

当事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

　―――――――― 　――――――――

６．その他
(1）役員の異動

 　役員の異動はございません。

(2）その他

 　該当事項はございません。
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