
― 1 ― 

 
（百万円未満切捨て） 

１．19年８月中間期の業績（平成19年３月１日～平成19年８月31日） 
(１)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 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19年８月中間期 11,440 (9.6) 1,492 (56.6) 1,174 (62.6)
18年８月中間期 10,439 (△ 5.8) 952 (△24.0) 722 (△33.6)
19年２月期 30,629  3,318  2,736  

 
 

中間(当期)純利益 
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 

 百万円   ％ 円  銭 円  銭 

19年８月中間期 654 (200.9) 65 45 ―  
18年８月中間期 217 (△62.4) 23 13 ―  
19年２月期 1,357  141 60 ―  

（参考）持分法投資損益 19年８月中間期 ―百万円  18年８月中間期 ―百万円  19年２月期 ―百万円 
 
 
 (２)財政状態 
 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円  銭 

19年８月中間期 60,023 12,795  21.3  1,279 58 
18年８月中間期 52,627 10,432  19.8  1,109 88 
19年２月期 53,720  12,348  23.0  1,234 88 

（参考）自己資本 19年８月中間期 12,795百万円 18年８月中間期 10,432百万円 19年２月期 12,348百万円 
 
 
 (３)キャッシュ・フローの状況 
 営 業 活 動 に よ る

キャッシュ・フロー
投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

  百万円 百万円 百万円 百万円

19年８月中間期 △7,785 △2,905  9,279  1,322  
18年８月中間期 △6,589 △3,222  8,958  2,049  
19年２月期 △1,502  △4,895  6,228  2,733  

 
 
２．配当状況 

 
１株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期 末 年 間 
 円 銭 円 銭 円 銭

19年２月期 ― 20 00 20 00 
20年２月期（実績） ―
20年２月期（予想） 20 00

20 00 

 
 
３．20年2月期の業績予想(平成19年３月１日～平成20年２月29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 31,300 (2.2) 3,600 (8.5) 3,000 (9.6) 1,600 (17.9) 160 00 
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４．その他 
（１）中間財務諸表作成に係る会計処理の変更・手続、表示方法等の変更 

   （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に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更   有 

（詳細は、22頁「２．固定資産の減価償却の方法（１）有形固定資産の（会計方針の変更）」をご覧下さい。） 

② ①以外の変更          無 

 

（２）発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数 

 (自己株式を含む) 

19年８月中間期 10,000,000株 18年８月中間期 9,400,000株 19年２月期 10,000,000株

②期末自己株式数 19年８月中間期 ―株 18年８月中間期 ―株 19年２月期 ―株

（１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、37頁「１株当たり情報」をご覧下さい。） 

 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報をもとに作成したものであり、不確定

要素が内在しておりますので、実際の業績は今後の様々な要因によって記載の予想数値と異なる結果となる可能

性があります。 なお、上記予想に関する事項は、５頁をご参照下さい。 
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１．経営成績及び財政状態 
 (１)経営成績 

  （業績） 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、持続的な企業収益の改善を背景に、設備投資の増加や雇用

情勢の改善にも若干広がりを見せており、国内景気は好調を維持しているように見受けられます。し

かし一方では、個人所得の伸び悩み、原油価格の高騰、金融政策の変更予測による金利の先高感、米

国のサブプライムローン問題に端を発した株価の低迷や為替変動など、今後の経済情勢には注意を要

する状況にあります。 

 当社の属する不動産業界におきましては、好景気を反映した不動産市場への資金流入は衰えを見せ

ておらず、依然として優良物件の不足感が高まっております。また分譲マンション市場においては、

比較的堅調に推移しましたが、建築基準法の一部改正に伴い建築確認制度等の見直しによる確認審査

期間の延長がマンションの供給時期に影響を及ぼすほか、地価や建築資材価格等の上昇が販売価格へ

転嫁されるなど市場の潮流は変化を遂げており、先行きは依然不透明な状況下にあります。 

 このような事業環境の中、当社は分譲マンションを中心に事業展開を図るとともに、賃貸その他事

業の拡大に注力し、当期事業計画を推進してまいりました。 

 その結果、当中間会計期間の業績は、売上高11,440百万円（前年同期比109.6％）、経常利益1,174百

万円（同162.6％）、中間純利益654百万円（同300.9％）となりました。 

 

事業別の業績は次のとおりであります。 

 

  （不動産販売事業） 

 不動産販売事業の売上高は、10,453百万円（前年同期比109.2％）となりました。 

 不動産販売事業のうち主力の分譲マンションにおきましては、事業環境が多様化する中、優良用地

の不足等昨年同様厳しい環境ではありましたが、共同事業の提携先拡大、首都圏周辺地域での分譲マ

ンション用地の買収や販路の拡大等に注力してまいりました。 

 その結果、当中間期末における分譲マンションについては、発売戸数130戸（同29.5％）、契約戸数

234戸（同104.0％）、引渡戸数387戸（同128.1％）、受注残戸数536戸（同87.9％）となっており、当中

間会計期間における売上高は8,145百万円（同94.1％）となりました。 

 その他の不動産販売におきましては、戸建て住宅等14物件の販売により、売上高は2,308百万円（同

250.9％）となりました。 

 

  （賃貸その他事業） 

 賃貸その他事業の売上高は、987百万円（前年同期比114.4％）となりました。 

 賃貸その他事業のうち主力の賃貸事業におきましては、事業収益拡大と安定成長を推進する中、賃

貸物件の確保に注力いたしました。その結果、新築賃貸マンションの竣工等10棟294戸の賃貸物件の増

加により、賃貸収入は885百万円（同115.9％）となりました。 

 その他事業については、その他賃貸収入等で102百万円（同103.0％）を計上しました。 
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（販売及び契約の状況） 

① 売上実績 

前中間会計期間 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 事業部門 

売上金額(千円) 構成比(％) 売上金額(千円) 構成比(％) 売上金額(千円) 構成比(％)

不動産販売事業 9,576,747 91.7 10,453,743 91.4 28,804,369 94.0 

賃貸その他事業 863,056 8.3 987,151 8.6 1,825,323 6.0 

合計 10,439,803 100.0 11,440,894 100.0 30,629,692 100.0 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
② 販売実績 

前中間会計期間 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日 

前事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 区

分 

物件名 
戸数 

(戸) 

金額 

(千円) 
物件名 

戸数

(戸)

金額 

(千円) 
物件名 

戸数 

(戸) 

金額 

(千円) 

ワコーレ妙法寺駅前
ウィックスシティ 

126 4,121,154 
ワ コ ー レ
明石ヴィストーレ

69 1,964,910
ワ コ ー レ 
神 戸 灘 タ ワ ー 

199 6,847,525

ワ コ ー レ 御 影 
シーズンズ住吉山手 

23 1,476,556 
芦屋レジデンス
打 出 小 槌 町

21 1,113,193
ワコーレ妙法寺駅前 
ウィックスシティ 

126 4,121,154

ワ コ ー レ 山 本 通 
ア ル ベ ツ ィ オ 

19 928,237 
そ の 他 分 譲
マンション(注6)

297 5,067,137
ワ コ ー レ 御 影 
シーズンズ住吉山手 

23 1,476,556

そ の 他 分 譲 
マンション(注6 ) 

134 2,130,615  
ワ コ ー レ 
元町セリュックス 

51 1,370,350

   
ワ コ ー レ 
夙川ブランデュオ 

39 1,309,809

   
ワ コ ー レ 
六甲道オービット２ 

47 1,142,337

   
ワ コ ー レ 
六甲道オービット１ 

25 996,809

   
ワ コ ー レ 
山本通アルベツィオ 

19 928,237

   
ワ コ ー レ 
逆瀬川野上１丁目 

21 893,983

   
ワ コ ー レ 
王子公園アグレア 

32 887,984

   
そ の 他 分 譲
マ ン シ ョ ン ( 注 6 )

297 6,425,592

その他不動産販売 
(注3)
― 

920,183 その他不動産販売
(注3)
―

2,308,502 その他不動産 販売
(注3) 

― 
2,404,029

不
動
産
販
売
事
業 

小  計 302 9,576,747 小  計 387 10,453,743 小  計 879 28,804,369

賃 貸 収 入 
(注4)
― 

763,960 賃 貸 収 入
(注4)
―

885,088 賃 貸 収 入 
(注4) 

― 
1,606,691

そ の 他 収 入 
(注5)
― 

99,095 そ の 他 収 入
(注5)
―

102,063 そ の 他 収 入 
(注5) 

― 
218,632

賃
貸
そ
の
他
事
業 

小  計 ― 863,056 小  計 ― 987,151 小  計 ― 1,825,323

合  計 302 10,439,803 合  計 387 11,440,894 合  計 879 30,629,692

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ２ 不動産販売事業の物件各金額には、住戸売上のほかに分譲駐車場の金額が含まれております。 

 ３ その他不動産販売は、前中間会計期間 宅地等４物件、当中間会計期間 宅地等14物件、前事業年度 宅地

等９物件の売上であります。 

 ４ 賃貸収入は時間駐車料等が含まれているため戸数表示はしておりません。 

 ５ その他収入は、保険代理店手数料等が含まれているため戸数表示はしておりません。 

 ６ その他分譲マンションの戸数及び金額には、１棟卸マンション販売の戸数及び金額がそれぞれ含まれており、

前中間会計期間92戸900,000千円、当中間会計期間199戸2,202,500千円、前事業年度155戸2,253,905千円で

あります。 
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③ 契約実績 

当中間会計期間における分譲マンション等の契約実績は次のとおりであります。 
前中間会計期間 

自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自平成18年３月１日 
至平成19年２月28日 

期中契約高 
中間期末 
契約残高 

期中契約高 
中間期末 
契約残高 

期中契約高 期末契約残高 区分 

戸数 
(戸) 

金 額 
(千円) 

戸数 
(戸) 

金 額 
(千円) 

戸数
(戸)

金 額 
(千円) 

戸数
(戸)

金 額 
(千円) 

戸数 
(戸) 

金 額 
(千円) 

戸数
(戸)

金 額 
(千円) 

分譲 
マンション 

225 8,042,078 872 23,167,595 234 9,693,974 536 22,399,754 619 23,469,280 689 20,851,021

１棟卸 
マンション 

― ― ― ― ― ― 231 2,433,300 231 2,433,300 231 2,433,300

戸建て住宅 ― ― ― ― 10 353,249 ― ― 2 73,682 2 73,682

合計 225 8,042,078 872 23,167,595 244 10,047,223 767 24,833,054 852 25,976,262 922 23,358,003

 (注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ２ 分譲マンションの各金額には、住戸売上のほかに分譲駐車場の金額が含まれております。 

 ３ 平成18年３月以降契約分より、分譲マンションのうち１棟卸マンションについては別途区分して記載して

おります。なお分譲マンションには、平成18年２月以前契約分の１棟卸マンションの戸数及び金額がそれ

ぞれ含まれており、その内容については次のとおりであります。 

・前中間会計期間の中間期末契約残高に含まれる 1棟卸マンションの戸数及び金額 

 戸数：262 戸、金額：3,553,905 千円 

・前事業年度の期末契約残高に含まれる 1棟卸マンションの戸数及び金額 

 戸数：199 戸、金額：2,200,000 千円 

 

 

 （通期の見通し） 

 通期予測につきましては次のとおりであります。 

 当中間期の業績は、当初計画に対し分譲マンションの引渡戸数の減少により、売上高は減少しまし

たが、それに伴い販売費及び一般管理費についても減少しており、経常利益及び中間純利益において

は、概ね計画通りに推移しました。 

 通期の見通しにつきましては、当初の計画どおりに推移するものと予測しており、計画の変更は行

っておりません。なお、通期業績予測及びその前提条件につきましては次のとおりであります。 

（不動産販売事業） 

 主力の分譲マンションにおきましては、13棟の竣工を予定しており、833戸の引渡しにより売上高

24,000百万円を見込んでおります。また、その他不動産売上におきましては、戸建て住宅及び賃貸マ

ンション等の販売で5,300百万円を見込んでおり、不動産販売事業として29,300百万円（前期実績比

1.7％増）の売上を見込んでおります。 

（賃貸その他事業） 

 新築賃貸マンションの建設と良質な賃貸物件の取得に注力することにより、収益拡大を目指してお

り、売上高2,000百万円（同9.6％増）を見込んでおります。 

（経常費用関係） 

 販売費及び管理経費ならびに支払利息等につきましては、概ね当初の計画通りに推移するものと見

込んでおり、計画変更は行っておりません。 

 以上のような状況から、通期業績予測は当初の計画通り、売上高31,300百万円（同2.2％増）、営業

利益3,600百万円（同8.5％増）、経常利益3,000百万円（同9.6％増）、当期純利益1,600百万円（同17.9％

増）を見込んでおります。 

 なお、通期予測につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報をもとに作成したも

のであり、不確定要素が内在しておりますので、実際の業績は今後の様々な要因によって予測数値と

異なる結果となる可能性がありますので、投資家の皆様方におかれましては、何卒、ご理解とご支援

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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 (２)財政状態 

 当中間期における総資産は、前期末に比べ6,302百万円増加し60,023百万円となりました。 

 主な要因は、分譲マンションの用地取得等に伴うたな卸資産の増加5,512百万円と事業用固定資産取

得等に伴う建物および土地の増加2,498百万円に対し、それらの購入資金となった現金及び預金の減少

1,437百万円等によるものであります。 

 負債につきましては、前期末に比べ5,855百万円増加し47,227百万円となりました。 

 主な要因は、分譲マンションの用地取得及び大型プロジェクト推進に係る建築資金の需要増加なら

びに事業用固定資産取得等に伴う借入金の増加9,478百万円に対し、支払手形等の仕入債務の減少

3,119百万円、分譲マンション引渡しに伴う前受金の減少501百万円等によるものであります。 

 純資産につきましては、前期末に比べ447百万円増加し12,795百万円となりました。 

 主な要因は、中間純利益654百万円の計上に対し、利益配当金200百万円による繰越利益剰余金の減

少等によるものであります。 

 なお、キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。 

当中間期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末より1,410百万円減少し、

1,322百万円となりました。 

 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、7,785百万円（前年同期比1,195百万円増）となりました。 

 主な要因は、税引前中間純利益1,235百万円の計上等による資金増加に対し、マンション用地購入等

に伴うたな卸資産の増加による支出5,021百万円、仕入債務の減少による支出3,119百万円及び法人税

等の支払額631百万円等による資金流出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） 

 投資活動の結果使用した資金は、2,905百万円（前年同期比317百万円減）となりました。 

 主な要因は、有形固定資産の売却による収入430百万円等の資金流入に対し、事業用固定資産購入に

伴う有形固定資産の取得による支出3,354百万円等による資金流出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） 

 財務活動の結果得られた資金は、9,279百万円（前年同期比320百万円増）となりました。 

 主な要因は、マンション用地の購入および賃貸不動産の購入資金等として長期借入金8,655百万円の

調達及び運転資金等の短期借入金5,970百万円の増加に対し、長期借入金の返済5,146百万円を支出し

たこと等によるものであります。 

 

 当社の財務指標の推移については、以下のとおりであります。 
第40期 

平成18年２月期 
第41期 

平成19年２月期 
第42期 

平成20年２月期 
 

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率 (％) 22.6 23.2 19.8 23.0 21.3 

時価ベースの 
自己資本比率 (％) 27.4 36.1 28.9 22.6 14.0 

債務償還年数 (年) ― ― ― ― ― 

インタレスト･ 
カバレッジ･レシオ (倍) ― ― ― ― ― 

(注)１．各指標は、いずれも財務数値により算定しております。 

   ・自己資本比率          ： 自己資本/総資産 

   ・時価ベースの自己資本比率    ： 株式時価総額/総資産 

   ・債務償還年数          ： 有利子負債/営業活動によるキャッシュ･フロー 

   ・インタレスト･カバレッジ･レシオ ： 営業活動によるキャッシュ･フロー/利払い 

  ２．「有利子負債」は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を

対象としております。また「営業活動によるキャッシュ･フロー」および「利払い」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」および「利息の支払額」をそ

れぞれ採用しております。 

  ３．第40期、第41期及び第42期中間の債務償還年数及びインタレスト･カバレッジ･レシオについ

ては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載を省略しております。 
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 (３)利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 当社は、株主の長期的な利益の拡大維持を重要な経営目標として位置付けており、事業領域の拡大

と効率的な経営による収益力の向上とガバナンスの強化を図りつつ、安定した配当の継続を基本方針

としております。 

 当期については、当初の予定通り１株当たり20円の配当を予定しております。 

 なお、内部留保金の使途につきましては、今後の経営環境の変化に対応すべく、財務体質の強化及

び将来の事業展開に充当する予定であり、資金の有効活用による企業価値向上を図っていく方針であ

ります。 

 

 (４)事業等のリスク 

 近の有価証券報告書（平成19年２月期）における記載内容から、投資家の皆様に速やかに開示す

べき新たな事業リスクは、現時点において顕在化しておりません。 

 なお、 近の有価証券報告書（平成19年２月期）については、当社のホームページ上からご覧いた

だくことができます。（当社ホームページ：http://www.wadakohsan.co.jp） 
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２．企業集団の状況 
 

 当社は、主に兵庫県神戸市及びその周辺(明石市、芦屋市、西宮市、尼崎市)エリアにおいて「ワコーレ」

のブランド名により、分譲マンションの開発・企画・販売を主力とした不動産販売事業ならびに賃貸マン

ションを中心とした賃貸その他事業を営んでおります。また平成17年６月より東京営業所を開設し、関東

エリアにおいて「ワコーべ」のブランド名により分譲マンションの開発・企画・販売を行っております。 

 各事業の内容は、次のとおりであります。 

 

 (１)不動産販売事業 

  ① 分譲マンション 

 当社は、平成３年３月より「ワコーレ」のブランド名により分譲マンションの販売を展開しており、

主に50戸前後の中規模マンションの開発を手掛け、神戸・明石地区（兵庫県神戸市、明石市周辺）及

び阪神地区（兵庫県芦屋市、西宮市、尼崎市周辺）を主要エリアとしております。また、平成17年６

月より関東エリアにおいても分譲マンションを展開しており、平成19年８月末日現在までに279棟、

10,156戸(着工ベース)を供給しております。 

 なお、当中間期における発売物件は次のとおりであります。 

（当中間期発売物件） 

名 称 所在地 戸 数 

ワコーレ大谷町クレセンツィオ 神戸市長田区 35戸

ワコーレ須磨大手町アペルト 神戸市須磨区 16戸

ワコーベみずほ台駅前 埼玉県富士見市 24戸

ワコーレ須磨板宿ブライツ 神戸市須磨区 21戸

ワコーレ伊丹プレミア 兵庫県伊丹市 34戸

 

 現在、事業収益拡大に向けた経営計画のもと、開発エリアの拡張を目指すとともに、タワーマンシ

ョン等の100戸以上の大型物件や他社との共同プロジェクトにも着手し、事業領域及び収益の拡大を図

っております。 

 マンションの特徴は、安全・安心をベースに街並みに調和した「街の風物詩」としてのマンション

を目指し、デザイナーズマンション（注：気鋭の建築デザイナーが設計したマンションを意味する用

語として用いております。）の開発にいち早く取り組み、新しい機能や 新の住宅設備等の採用によ

り、「先進的な住まいづくり」を行っております。特に都心部においては、都市型ホテルの「機能性」

「利便性」「快適性」を取り入れたマンション開発を行っております。 

 さらに、当社独自のマンション品質の指針である「ＮＥＸＴ１００」に基づいた品質重視のマンシ

ョン開発を行っており、資産性及び安全性を重視し、開発時点から再販価値を考えたマンションづく

りを目指しております。また当社は、自社で販売部門を設置せず、販売をすべて外部に委託している

ことから「売れるマンションづくり」をキーワードに、企画ならびにデザイン等の商品力で顧客に訴

求する戦略をとっております。 

 

  ② その他不動産販売 

 当社のソリューション事業の一環として不動産の有効活用を推進していく過程において、販売によ

ってその不動産の価値に増大が見込めるような場合には、不動産の販売を行っております。 

 主に宅地開発や戸建て住宅ならびに賃貸マンション等の販売をしております。 
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 (２)賃貸その他事業 
  ① 賃貸事業 

 当社は、神戸・阪神エリアを中心として、同エリアに暮らす人々のニーズに対応するため、主に駅

より半径１km 以内の交通利便性を重視した賃貸マンションの開発を行っております。 

 マンションの特徴は、分譲マンション開発で培ったノウハウをもとに、設備、機能性を重視した賃

貸マンションの開発を進めており、その一環としてペットオーナーのためのペット対応型マンション

やデザイナーズマンション等の独自性のある賃貸マンションを提供しております。 

また、平成14年12月より、従来の新築賃貸マンションに比べ、建築コストの抑制と工期短縮等のメ

リットが見込めるバリューアップ方式（既存賃貸物件を購入し、改修工事を施し資産価値増大を図る

こと）による賃貸マンションの開発にも着手しており、不動産の再生と地域の環境改善に努めており

ます。 

 主に住居、店舗、事務所、駐車場(月極・時間駐車)等を提供しており、住居(賃貸マンション)、店

舗に関しては、「賃貸事業」の柱として、平成19年８月末日現在で95棟1,728戸（同日現在の入居率

90.3％）を保有しております。 

 

賃貸マンション 平成19年８月末日現在
 

ワコーレシリーズ他 
交通アクセスや日常生活の利便性を重視した賃貸マンショ

ンであります。 
1,131戸

ＶＩＴＡシリーズ 
デザイン性・環境・機能性・居住快適度などを重視した賃貸

マンションであります。 
147戸

Ｉ.Ｃ.(アイデアル･キュ

ーブ)シリーズ 

都心生活対応型マンションであり、設備面(ペット対応等)

を重視した賃貸マンションであります。 
35戸

ヴィアノシリーズ 
先進性ある仕様とユーティリティルーム等を配したシング

ル層向けに開発された賃貸マンションであります。 
114戸

エキサイドシリーズ 
交通アクセス(駅より半径500m以内)と機能性を重視した賃

貸マンションであります。 
21戸

ラ・ウェゾンシリーズ 

賃貸マンションの新ブランド「ラ・ウェゾン」としてデザイ

ン・機能・設備・セキュリティ等 新仕様の賃貸マンション

であります。 

189戸

 
その他賃貸不動産 
 

店舗・事務所 店舗・事務所を賃貸しております。 91軒

パーキング2000シリーズ 月極駐車ならびに時間貸駐車を賃貸しております。 843台

トランクルーム 家財道具などの一時保管のスペースを賃貸しております。 117ルーム

多目的ホール 
本社２階のWADAホール（収容可能人員200名）を、ピアノ発

表会、講演会などの催事場として賃貸しております。 
１ホール

 

  ② その他事業 

 当社の事業に関連して附随的に発生する収入（その他賃貸収入、保険代理店手数料収入及び解約手

付金収入等）をその他収入として計上しております。 

 その他賃貸収入については、販売用として保有している賃貸物件から発生する賃貸収入を、保険代

理店手数料収入については、保険代理店として保険契約の締結に伴う代理店収入を、解約手付金収入

については、分譲マンションの解約に伴う手付金放棄による収入等をそれぞれ計上しております。 
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（当社における主な事業系統図） 

 
 

分譲マンション開発及び販売の系統図 
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３．経営方針 
 
 (１)経営の基本方針 

 当社の掲げる企業哲学は、「共生（ともいき）」すなわち、自らを生かしながら他のあらゆるものを

生かしていくことによって、自らもまた生かされることであり「お客様との共生」「社会との共生」「社

員相互の共生」「株主との共生」を目指すことであります。 

 この企業哲学を基本とした当社の企業使命は「都市に逞しい生命力を」「人に心を、街に心を」がテ

ーマであり、この経営理念の実現のため、次のような経営方針を掲げその具現化に向けて邁進してお

ります。 

１.グローバルガバナンス経営（コーポレート･ガバナンスの強化） 

  すべてのステークホルダーの利益バランスをとりつつ、透明かつ効率的な経営を行います。 

２.トータル・ポートフォリオ・マネジメント 

  経営資源を常に戦略的に 適配分し、時代変化を先取りした事業展開を行います。 

３.コアコンピタンスの創造・育成 

  顧客に認められる価値と自社の優位性を見極め、圧倒的に競争力のあるモノ創り・システム創り

を行います。 

４.イノベーションの追求 

  オンリーワンを目指し、常に独自性・革新性を追及した事業の創造を行います。 

 

 以上の経営方針をもって、「顧客の満足」「社員の成長」「社会の信頼」を醸成し、それを通して都市

開発のエクセレント・カンパニーとなり、社会に貢献することが当社に与えられた使命と考えており

ます。 

 

 (２)目標とする経営指標 

 当社は、投下資本に対する利益を 大限に伸ばすことにより、株主にとって魅力ある企業価値の創

造及び株主価値の持続的な向上を重要な経営上の課題と位置付けております。 

 それにより収益性の観点からは、自己資本利益率（ＲＯＥ）及び従業員一人当たり経常利益の向上

を目標とし、安定性の観点からは純資産の増大を目標としております。 

 

 (３)中長期的な会社の経営戦略 

 当社を取り巻く事業環境は、近年の好景気を反映した地価の上昇、金融政策転換による金利の先高

感、建築資材相場の上昇等や需給バランスの不均衡、安全性への懸念等、混迷した状況が続いており

ます。 

 このような経営環境の中、当社は、神戸・明石・阪神間を中心とした地元地域のマンション開発に

特化するとともに、関東エリアでの基盤作りに注力し、事業領域の拡大と収益拡大に向けた経営戦略

の構築を目指しております。 

 そのための取組みといたしまして、主力の分譲マンションにおきましては、優良用地の確保はもと

より顧客第一主義をモットーに当社独自の品質指針である「ＮＥＸＴ１００」に基づいた「品質の強

化」「サービスの向上」ならびに気鋭の建築デザイナーによる「洗練された企画・デザイン力」等を前

面に押し出し、需要の創造を目指すとともに、事業環境が多様化する中、100戸以上の大型物件や同業

他社との共同プロジェクトにも積極的に参画し、マンション開発のノウハウの蓄積や今後の幅広い顧

客ニーズと事業環境の変化に対応し、独自性のある分譲マンションの安定供給を推進してまいります。

さらに、安定成長を目指す当社では、新築賃貸住宅の安定供給ならびにバリューアップ方式による不

動産再生事業を含めた賃貸事業の拡大に注力するとともに、フィービジネスの確立を目指すことによ

り、企業の安定性増大を推進してまいります。 

 また、財務面におきましては、コミットメントライン等の安定的かつ機動的で有利な資金調達や株

式市場からの資金調達を行うことにより、資金調達の多様化、財務体質の健全化ならびに強化を目指

してまいります。 

 以上のような中長期戦略を推進していくことにより、更なる生産性及び付加価値性の高い企業へと

発展を遂げ、継続的安定成長と利益増大を図り、総合不動産業として業界のリーディングカンパニー

になるべく鋭意努力を重ね、当社を取り巻くすべてのステークホルダーの期待に応えられるべく、邁

進していく所存であります。 

 

 (４)会社の対処すべき課題 

 当社を取り巻く近年の事業環境は、前項に記載のとおり混迷な状況が続く中、先行き不透明な状況
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で推移しております。 
 このような経営環境の中で、当社といたしましては、神戸・明石・阪神間を中心とした地元地域へ

の特化はもとより、関東エリアでの営業力の強化、優良賃貸物件の確保等による事業規模ならびに企

業収益拡大に注力しながら、ＣＳＲ（企業の社会的責任）を遂行しつつ、経営基盤をより強固なもの

にしていくため、内部統制を軸とした社内体制の確立を目指しております。 
 そのための活動として、昨年同様、当社の強みである企画力の向上に加え、「顧客の命と財産を守る

マンションづくり」をモットーに当社独自の品質指針である「ＮＥＸＴ１００」に基づいた品質・サ

ービスの徹底と確保により顧客に満足頂けるマンションの安定供給を目指してまいります。また、内

部管理体制につきましては、コスト削減に取り組むことによる利益率向上はもとより、内部統制シス

テムを整備しコーポレート・ガバナンスの充実を図ることにより、経営基盤の確立を目指してまいり

ます。 
 事業活動の中心となる分譲マンション事業では、潮流の変化を捉え、今後の市場動向を見据えた開

発に注力し収益増大を目指しております。また用地厳選に努め、好立地の用地確保と、マンションの

品質及び設備の向上ならびに先進性のある企画に特化するとともに、有益な情報収集及び経営資源の

選択と集中を行い、当社の独自性を鮮明にしながら地域の発展及び街づくりに貢献してまいります。

また、事業環境が多様化する中、他社との共同プロジェクトにも積極的に参画し、ノウハウの相互交

換により今後の幅広い顧客ニーズと事業環境の変化に対応してまいります。 
 賃貸事業では、景気回復に伴う不動産市場への資金流入により優良物件の減少が予想される中、賃

貸収入の安定的増大を目指し、市場での優位性や収益性を確保するため、顧客へのサービス向上と顧

客ニーズの高い住まいづくり等、独自のノウハウを活かした新築賃貸マンションの安定供給を推進し

てまいります。また、既存住宅（主に賃貸マンション）の活性化を図るため、バリューアップ方式に

よる賃貸物件の確保により、企業収益拡大はもとより地域社会への環境改善にも努めてまいります。 
 一方、財務面におきましては、コミットメントライン等の機動的に活用できる資金の確保ならびに

株式市場からの資金調達により、自己資本の増大を図りつつ財務基盤の強化、安定化を推進してまい

ります。 
 以上のような取り組みにより、さらなる企業価値の創造を目指し、安定成長のできる企業へと発展

を遂げ、株主の皆様のご期待に応える所存であります。 
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中間財務諸表等 
(1) 中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

 
前中間会計期間末 

平成18年８月31日現在 

当中間会計期間末 

平成19年８月31日現在 

前事業年度末 

平成19年２月28日現在 

区  分 注記 
番号 金額（千円） 

構成
比

（％）
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 3,814,637 3,289,955 4,727,634 

２売掛金  15,783 11,360 11,661 

３たな卸資産 
※２ 

※３ 
27,703,631 32,188,527 26,676,486 

４繰延税金資産  65,758 119,175 110,552 

５その他 
※２ 

※６ 
462,279 304,468 483,230 

 貸倒引当金  △857 △706 △778 

流動資産 合計   32,061,233 60.9 35,912,779 59.8  32,008,785 59.6

Ⅱ 固定資産    

１有形固定資産 ※１   

(1)建物 
※２ 

※３ 
7,846,415 10,122,802 8,496,404 

(2)土地 
※２ 

※３ 
10,895,905 12,170,601 11,298,527 

(3)その他 ※３ 711,012 640,817 757,948 

計   19,453,333 37.0 22,934,221 38.2  20,552,880 38.2

２無形固定資産   252,364 0.5 316,333 0.5  319,920 0.6

３投資その他の資産    

(1)投資有価証券  209,341 165,016 177,575 

(2)繰延税金資産  248,780 278,822 268,822 

(3)その他  416,934 428,898 405,594 

 貸倒引当金 ※５ △14,348 △12,596 △12,768 

計   860,707 1.6 860,142 1.5  839,224 1.6

固定資産 合計   20,566,406 39.1 24,110,697 40.2  21,712,024 40.4

資産 合計   52,627,639 100.0 60,023,476 100.0  53,720,810 100.0
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前中間会計期間末 

平成18年８月31日現在 

当中間会計期間末 

平成19年８月31日現在 

前事業年度末 

平成19年２月28日現在 

区  分 注記 
番号 

金 額 
（千円） 

構成
比

（％）

金 額 
（千円） 

構成
比

（％）

金 額 
（千円） 

構成
比

（％）

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１支払手形  4,588,450 4,371,494  6,876,345 

２買掛金  2,496,718 1,153,307  1,768,341 

３短期借入金 ※２ 5,774,000 8,391,000  2,420,800 

４1年以内返済予定

の長期借入金 
※２ 10,714,840 12,272,072  11,724,712 

５未払法人税等  213,767 604,783  642,847 

６前受金  1,748,071 1,850,870  2,351,871 

７賞与引当金  78,292 83,806  81,881 

８役員賞与引当金  ― 5,175  20,300 

９保証工事引当金  21,000 34,000  35,000 

10その他  611,266 701,770  679,451 

流動負債 合計   26,246,406 49.9 29,468,279 49.1  26,601,551 49.5

Ⅱ 固定負債     

１長期借入金 ※２ 14,900,475 16,680,321  13,719,497 

２退職給付引当金  54,731 69,349  61,190 

３役員退職慰労 

 引当金 
 265,997 284,997  275,472 

４その他  727,088 724,746  714,332 

固定負債 合計   15,948,291 30.3 17,759,413 29.6  14,770,491 27.5

負債 合計   42,194,697 80.2 47,227,693 78.7  41,372,042 77.0
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前中間会計期間末 

平成18年８月31日現在 

当中間会計期間末 

平成19年８月31日現在 

前事業年度末 

平成19年２月28日現在 

区  分 注記 
番号 

金 額 
（千円） 

構成
比

（％）

金 額 
（千円） 

構成
比

（％）

金 額 
（千円） 

構成
比

（％）

 (純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   493,450 0.9 891,250 1.5  891,250 1.7

２ 資本剰余金     

（1）資本準備金  539,455 936,439  936,439 

  資本剰余金合計   539,455 1.0 936,439 1.5  936,439 1.7

３ 利益剰余金     

（1）利益準備金  20,100 20,100  20,100 

（2）その他利益 
   剰余金 

    

   別途積立金  8,900,000 10,000,000  8,900,000 

   繰越利益 
   剰余金 

 449,137 943,524  1,589,048 

  利益剰余金合計   9,369,237 17.8 10,963,624 18.3  10,509,148 19.6

株主資本合計   10,402,142 19.7 12,791,313 21.3  12,336,837 23.0

Ⅱ 評価･換算差額等     

１ その他有価証券
評価差額金 

  30,798 4,469 0.0  11,929 0.0

評価･換算差額
等 合計 

 30,798 0.1 4,469 0.0  11,929 0.0

純資産 合計   10,432,941 19.8 12,795,783 21.3  12,348,767 23.0

負債純資産 合計   52,627,639 100.0 60,023,476 100.0  53,720,810 100.0
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② 中間損益計算書 

 

 
前中間会計期間 

自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 

自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

区  分 
注記
番号 

金額 
（千円） 

百分
比

（％）

金額 
（千円） 

百分
比

（％） 

金額 
（千円） 

百分
比

（％）
    

Ⅰ 売上高   10,439,803 100.0 11,440,894 100.0  30,629,692 100.0

Ⅱ 売上原価   8,195,757 78.5 8,486,846 74.2  24,317,173 79.4

売上総利益   2,244,045 21.5 2,954,048 25.8  6,312,519 20.6

Ⅲ 販売費及び一般

管理費 
  1,291,189 12.4 1,461,572 12.8  2,994,397 9.8

営業利益   952,856 9.1 1,492,475 13.0  3,318,121 10.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  12,345 0.1 23,869 0.2  24,262 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  242,631 2.3 341,758 3.0  606,064 2.0

経常利益   722,570 6.9 1,174,586 10.2  2,736,319 8.9

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ― 62,950 0.6  101,014 0.3

Ⅶ 特別損失 
※４ 

※６ 
 307,601 2.9 1,585 0.0  310,392 1.0

税引前中間(当期)

純利益 
  414,969 4.0 1,235,951 10.8  2,526,941 8.2

法人税、住民税 

及び事業税 
 208,000 595,000 1,232,000 

法人税等調整額  △10,510 197,489 1.9 △13,524 581,475 5.1 △62,449 1,169,550 3.8

中間(当期)純利益   217,479 2.1 654,476 5.7  1,357,390 4.4
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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３月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 区 分 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年２月28日残高 (千円) 493,450 539,455 539,455

当中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当(注) (千円)  ―

 役員賞与(注) (千円)  ―

 別途積立金の積立(注) (千円)  ―

 中間純利益 (千円)  ―

 株主資本以外の当中間会
計期間中変動額(純額) 

(千円)  ―

当中間会計期間中の変動額
合計 

(千円) ― ― ―

平成18年８月31日残高 (千円) 493,450 539,455 539,455

 
株主資本 

利益剰余金 

 その他利益剰余金 
区 分 

利益準備金 別途積立金 
繰越 

利益剰余金 

利益剰余金 
合計 

株主資本 
合計 

平成18年２月28日残高 (千円) 20,100 7,900,000 1,413,158 9,333,258 10,366,163

当中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当(注) (千円)  △164,500 △164,500 △164,500

 役員賞与(注) (千円)  △17,000 △17,000 △17,000

 別途積立金の積立(注) (千円)  1,000,000 △1,000,000 ― ―

 中間純利益 (千円)  217,479 217,479 217,479

 株主資本以外の当中間会
計期間中変動額(純額) 

(千円)  ― ―

当中間会計期間中の変動額
合計 

(千円) ― 1,000,000 △964,020 35,979 35,979

平成18年８月31日残高 (千円) 20,100 8,900,000 449,137 9,369,237 10,402,142

 
評価・換算差額等 

区 分 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等 合計 

純資産 合計 

平成18年２月28日残高 (千円) 40,146 40,146 10,406,310

当中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当(注) (千円)  ― △164,500

 役員賞与(注) (千円)  ― △17,000

 別途積立金の積立(注) (千円)  ― ―

 中間純利益 (千円)  ― 217,479

 株主資本以外の当中間会
計期間中変動額(純額) 

(千円) △9,348 △9,348 △9,348

当中間会計期間中の変動額
合計 

(千円) △9,348 △9,348 26,631

平成18年８月31日残高 (千円) 30,798 30,798 10,432,941

(注) 平成 18 年５月 26 日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間会計期間（自 平成 19 年３月１日 至 平成 19 年８月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 区 分 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成19年２月28日残高 (千円) 891,250 936,439 936,439

当中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 (千円)  ―

 別途積立金の積立 (千円)  ―

 中間純利益 (千円)  ―

 株主資本以外の当中間会
計期間中変動額(純額) 

(千円)  ―

当中間会計期間中の変動額
合計 

(千円) ― ― ―

平成19年８月31日残高 (千円) 891,250 936,439 936,439

 
株主資本 

利益剰余金 

 その他利益剰余金 
区 分 

利益準備金 別途積立金 
繰越 

利益剰余金 

利益剰余金 
合計 

株主資本 
合計 

平成19年２月28日残高 (千円) 20,100 8,900,000 1,589,048 10,509,148 12,336,837

当中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当 (千円)  △200,000 △200,000 △200,000

 別途積立金の積立 (千円)  1,100,000 △1,100,000 ― ―

 中間純利益 (千円)  654,476 654,476 654,476

 株主資本以外の当中間会
計期間中変動額(純額) 

(千円)  ― ―

当中間会計期間中の変動額
合計 

(千円) ― 1,100,000 △645,523 454,476 454,476

平成19年８月31日残高 (千円) 20,100 10,000,000 943,524 10,963,624 12,791,313

 
評価・換算差額等 

区 分 
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19年２月28日残高 (千円) 11,929 11,929 12,348,767

当中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 (千円)  ― △200,000

 別途積立金の積立 (千円)  ― ―

 中間純利益 (千円)  ― 654,476

 株主資本以外の当中間会
計期間中変動額(純額) 

(千円) △7,459 △7,459 △7,459

当中間会計期間中の変動額
合計 

(千円) △7,459 △7,459 447,016

平成19年８月31日残高 (千円) 4,469 4,469 12,795,783
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前事業年度 平成 19 年２月期（自 平成 18 年３月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

株主資本 

資本剰余金 区 分 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年２月28日残高 (千円) 493,450 539,455 539,455

当事業年度中の変動額  

 新株の発行 (千円) 397,800 396,984 396,984

 剰余金の配当(注) (千円)  ―

 役員賞与(注) (千円)  ―

 別途積立金の積立(注) (千円)  ―

 当期純利益 (千円)  ―

 株主資本以外の当事業年
度中変動額(純額) 

(千円)  ―

当事業年度中の変動額合計 (千円) 397,800 396,984 396,984

平成19年２月28日残高 (千円) 891,250 936,439 936,439

 
株主資本 

利益剰余金 

 その他利益剰余金 
区 分 

利益準備金 別途積立金 
繰越 

利益剰余金 

利益剰余金 
合計 

株主資本 
合計 

平成18年２月28日残高 (千円) 20,100 7,900,000 1,413,158 9,333,258 10,366,163

当事業年度中の変動額   

 新株の発行 (千円)   794,784

 剰余金の配当(注) (千円)  △164,500 △164,500 △164,500

 役員賞与(注) (千円)  △17,000 △17,000 △17,000

 別途積立金の積立(注) (千円)  1,000,000 △1,000,000 ― ―

 当期純利益 (千円)  1,357,390 1,357,390 1,357,390

 株主資本以外の当事業年
度中変動額(純額) 

(千円)  ― ―

当事業年度中の変動額合計 (千円) ― 1,000,000 175,890 1,175,890 1,970,674

平成19年２月28日残高 (千円) 20,100 8,900,000 1,589,048 10,509,148 12,336,837

 
評価・換算差額等 

区 分 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等 合計 

純資産 合計 

平成18年２月28日残高 (千円) 40,146 40,146 10,406,310

当事業年度中の変動額  

 新株の発行 (千円)  794,784

 剰余金の配当(注) (千円)  ― △164,500

 役員賞与(注) (千円)  ― △17,000

 別途積立金の積立(注) (千円)  ― ―

 当期純利益 (千円)  ― 1,357,390

 株主資本以外の当事業年
度中変動額(純額) 

(千円) △28,217 △28,217 △28,217

当事業年度中の変動額合計 (千円) △28,217 △28,217 1,942,457

平成19年２月28日残高 (千円) 11,929 11,929 12,348,767

(注) 平成 18 年５月 26 日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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③ 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

 
前中間会計期間 

自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日

当中間会計期間 

自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 

自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日

区  分 注記

番号
金額 

（千円） 
金額 

（千円） 
金額 

（千円） 

   

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間(当期)純利益  414,969 1,235,951 2,526,941

減価償却費  249,617 278,194 491,316

減損損失  307,601 ― 310,181

貸倒引当金の減少額  △6,386 △243 △8,045

賞与引当金の増加額  4,087 1,925 7,676

役員賞与引当金の増減額（△は減少）  ― △15,125 20,300

保証工事引当金の増減額（△は減少）  △6,000 △1,000 8,000

退職給付引当金の増加額  6,402 8,159 12,861

役員退職慰労引当金の増加額  8,562 9,525 18,037

たな卸資産評価損失引当金の減少額  △80,000 ― △80,000

受取利息及び受取配当金  △8,584 △10,600 △16,487

支払利息  241,549 333,875 557,944

固定資産売却益  ― △62,950 △18,418

固定資産売却損  ― 1,585 211

前期損益修正益  ― ― △82,596

ガイドルーム資産等除却損  26,799 34,941 156,771

売上債権の増減額（△は増加）  △5,982 301 △1,859

たな卸資産の増加額  △5,952,629 △5,021,789 △4,910,157

仕入債務の増減額（△は減少）  △279,170 △3,119,884 1,280,347

前受金の増減額 （△は減少）  △533,546 △501,001 70,253

預り保証金の増加額  61,111 10,414 48,355

その他資産の増減額（△は増加）  △132,540 173,284 △136,784

その他負債の増減額（△は減少）  △34,763 △172,094 28,780

役員賞与の支払額  △17,000 ― △17,000

小計  △5,735,903 △6,816,533 266,628

利息及び配当金の受取額  5,290 13,593 12,480

利息の支払額  △246,274 △350,712 △567,449

法人税等の支払額  △612,490 △631,597 △1,213,865

営業活動によるキャッシュ・フロー  △6,589,378 △7,785,250 △1,502,205
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前中間会計期間 

自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日

当中間会計期間 

自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 

自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日

区  分 注記

番号
金額 

（千円） 
金額 

（千円） 
金額 

（千円） 

    

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純減額  241,241 26,832 12,388

有形固定資産の取得による支出  △3,359,340 △3,354,196 △4,745,833

有形固定資産の売却による収入  ― 430,931 42,131

無形固定資産取得による支出  △78,987 △7,866 △156,500

投資有価証券の取得による支出  △4,800 ― △4,800

貸付金の回収による収入  1,325 4,194 2,663

その他  △21,847 △5,104 △45,689

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,222,408 △2,905,208 △4,895,640

   

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増額  5,462,000 5,970,200 2,108,800

長期借入れによる収入  9,093,300 8,655,000 15,120,300

長期借入金の返済による支出  △5,432,670 △5,146,816 △11,630,776

新株発行による収入  ― ― 794,784

配当金の支払額  △163,872 △198,771 △164,147

財務活動によるキャッシュ・フロー  8,958,757 9,279,612 6,228,960

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △853,029 △1,410,846 △168,885

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,902,070 2,733,184 2,902,070

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期

末)残高 
 2,049,040 1,322,338 2,733,184
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中間財務諸表作成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３月１日 
至 平成18年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

(１)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算期末日の市場価

格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）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。 

 

(１)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

(１)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動

平均法により算定）によっ

ております。 

時価のないもの 

同左 

(２)デリバティブ 

時価法によっております。

 

(２)デリバティブ 

同左 

(２)デリバティブ 

同左 

１.資産の評価基

準及び評価

方法 

(３)たな卸資産 

個別法による原価法によっ

ております。 

 

(３)たな卸資産 

同左 

 

 

(３)たな卸資産 

同左 

 

２.固定資産の減

価償却の方

法 

(１)有形固定資産 

定率法を採用しておりま

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。 

主な耐用年数は、以下の

とおりであります。 

建 物  ７年～47年 

機械及び装置  15年 

 

(１)有形固定資産 

①平成19年３月31日以前に

取得したもの 

 旧定率法を採用しており

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

は旧定額法を採用しており

ます。 

②平成19年４月１日以降に

取得したもの 

 定率法を採用しておりま

す。ただし、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。 

主な耐用年数は、以下の

とおりであります。 

建 物  ７年～47年 

機械及び装置  15年 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正（（所得税

法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第

６号）及び（法人税法施行

令の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政令第

83号））に伴い、平成19年４

月１日以降に取得したもの

については、改正後の法人

税法に基づく方法に変更し

ております。 

(１)有形固定資産 

定率法を採用しておりま

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。 

主な耐用年数は、以下の

とおりであります。 

建 物  ７年～47年 

機械及び装置  15年 
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項 目 
前中間会計期間 

自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

  これによる売上総利益、

営業利益、経常利益、税引

前中間純利益に与える影響

は軽微であります。 

 

  

(２)無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。 

なお､自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採

用しております。 

 

(２)無形固定資産 

同左 

(２)無形固定資産 

同左 

３.繰延資産の処

理方法 

 

――― ―――  株式交付費 

  支出時に全額費用として処理

しております。 
 

(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

については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

 

(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に備え

るため、支給見込額のうち

当中間会計期間に負担する

金額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に備え

るため、支給見込額のうち

当期に負担する金額を計上

しております。 

(３)役員賞与引当金 

――― 

(３)役員賞与引当金 

役員に対する賞与に備える

ため、支給見込額のうち当

中間会計期間に負担する金

額を計上しております。 

(３)役員賞与引当金 

役員に対する賞与に備える

ため、支給見込額のうち当

期に負担する金額を計上し

ております。 

(４)保証工事引当金 

分譲マンション引渡後の保

証工事費用の支出に備える

ため、過去の実績に基づく

将来の保証工事見込額を計

上しております。 

(４)保証工事引当金 

同左 

(４)保証工事引当金 

同左 

４.引当金の計上

基準 

(５)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額に

基づき、当中間会計期間末

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。 

(５)退職給付引当金 

同左 

(５)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額に

基づき、当事業年度末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。 
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項 目 

前中間会計期間 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日 

前事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

 (６)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に

備えるため、内規に基づく

中間期末要支給額を計上し

ております。 

(６)役員退職慰労引当金 

同左 

(６)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に

備えるため、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 

(１)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によってお

ります。ただし、金利スワ

ップの特例処理の要件を満

たすものについては、特例

処理によっております。 

(１)ヘッジ会計の方法 

同左 

(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…変動金利建て

借入金 

(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 

当社の内規に基づき、借入

金利息の金利変動リスクを

回避する目的で、変動金利

建ての借入金に対して、金

利スワップ等のデリバティ

ブ取引でキャッシュ・フロ

ーヘッジを行っておりま

す。 

(３)ヘッジ方針 

同左 

(３)ヘッジ方針 

同左 

６.ヘッジ会計の

方法 

(４)ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象に

関する重要な条件がほぼ一

致しており、かつ、ヘッジ

開始時及びその後も継続し

て、金利変動またはキャッ

シュ・フロー変動を完全に

相殺するものと想定するこ

とが出来るため、ヘッジの

有効性の判定は省略してお

ります。 

(４)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(４)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７.中間キャッ

シュ・フロー

計算書（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は僅少な

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  同左 
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項 目 

前中間会計期間 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日 

前事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

８.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 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。

ただし、資産に係る控除対象

外消費税等は、投資その他の

資産の「その他」に計上し、

５年間で均等償却を行ってお

ります｡ 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

 
 



和田興産株式会社（8931）平成20年2月期中間決算短信（非連結） 

― 26 ― 

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 
 
会計方針の変更 

前中間会計期間 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日 

前事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「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。 

 これにより営業利益及び経常利益

が 1,265 千円増加し、税引前中間純利

益が 306,335 千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づ

き当該各資産の金額から直接控除し

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 企業会計

基準適用指針第６号 平成15年10

月 31 日）を適用しております。 

 これにより営業利益及び経常利

益が 2,531 千円増加し、税引前当

期純利益が 307,649 千円減少して

おります。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基

づき当該各資産の金額から直接控

除しております。 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等) 

 当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成 17 年 12

月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準適用指針第８号）を適用

しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は 10,432,941 千円であ

ります。 

 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財務諸

表は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

 

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当事業年度より「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成 17

年 12 月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準委員会 企

業会計基準適用指針第８号 平成

17 年 12 月９日）を適用しておりま

す。 

 なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は 12,348,767 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財務諸表は、

改正後の財務諸表等規則により作

成しております。 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「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）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）を適用

しております。 

 これにより営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が、それぞ

れ 20,300 千円減少しております。
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表示方法の変更 

前中間会計期間 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日 

前事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

（中間キャッシュ・フロー計算書） 

前中間会計期間において投資活動に

よるキャッシュ・フローの「その他の

支出」に含めて表示しておりました

「無形固定資産取得による支出」（前

中間会計期間3,480千円）については、

重要性が増したため、当中間会計期間

より区分掲記しております。 

 

――― （キャッシュ・フロー計算書） 

 前事業年度において投資活動に

よるキャッシュ・フローの「その

他の支出」に含めて表示しており

ました「無形固定資産取得による

支出」（前事業年度 21,459 千円）

については、重要性が増したため、

当事業年度より区分掲記しており

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８月31日現在 

当中間会計期間末 
平成19年８月31日現在 

前事業年度末 
平成19年２月28日現在 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,472,458千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,694,503千円

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,537,148千円

※２ 担保資産及び担保付債務 

(１)担保に供している資産は次のとお

りであります。 

定期預金 1,064,328千円 

有価証券 32,312千円 

たな卸資産 19,114,878千円 

建物 5,435,928千円 

土地 7,525,044千円 

合計 33,172,493千円 

 

(２)対応する債務は次のとおりであり

ます。 

短期借入金 249,000千円 

1年以内返済予定の
長期借入金 

8,704,520千円 

長期借入金 14,402,675千円 

保証債務 110,443千円 

合計 23,466,638千円 

 

 担保に供した定期預金のうち

161,710千円は、宅地建物取引業法に

定める手付金等の保全措置として西

日本住宅産業信用保証株式会社に対

して保証基金に充てるため拠出して

いるものです。また、担保に供した仕

掛販売用不動産のうち264,890千円

は、共同事業主の金融機関からの借入

金に対し、担保提供しているものであ

ります。 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

(１)担保に供している資産は次のとお

りであります。 

定期預金 1,065,110千円

有価証券 32,213千円

たな卸資産 21,176,534千円

建物 7,825,387千円

土地 8,956,750千円

合計 39,055,997千円

 

(２)対応する債務は次のとおりであり

ます。 

短期借入金 360,000千円

1年以内返済予定の
長期借入金 

10,276,752千円

長期借入金 15,794,841千円

保証債務 103,193千円

合計 26,534,786千円

 

 担保に供した定期預金のうち

161,832千円は、宅地建物取引業法に

定める手付金等の保全措置として西

日本住宅産業信用保証株式会社に対

して保証基金に充てるため拠出して

いるものです。また、担保に供した仕

掛販売用不動産のうち156,809千円

は、共同事業主の金融機関からの借入

金に対し、担保提供しているものであ

ります。 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

(１)担保に供している資産は次のとお

りであります。 

定期預金 1,064,576千円

有価証券 32,312千円

たな卸資産 18,488,354千円

建物 6,203,316千円

土地 8,007,050千円

合計 33,795,610千円

 

(２)対応する債務は次のとおりであり

ます。 

短期借入金 1,145,800千円

1年以内返済予定の
長期借入金 

11,084,712千円

長期借入金 12,659,497千円

保証債務 105,334千円

合計 24,995,343千円

 

 担保に供した定期預金のうち

161,710千円は、宅地建物取引業法に

定める手付金等の保全措置として西

日本住宅産業信用保証株式会社に対

して保証基金に充てるため拠出して

いるものです。また、担保に供した仕

掛販売用不動産のうち109,768千円

は、共同事業主の金融機関からの借入

金に対し、担保提供しているものであ

ります。 

 

※３ 前事業年度に保有していた有形

固定資産のうち、１物件(建物

43,877千円、土地38,800千円、そ

の他7,532千円)をたな卸資産へ、

またたな卸資産のうち１物件

（154,506千円）を有形固定資産

（土地）へ所有目的の変更に伴い、

それぞれ振り替えております。 

※３ 前事業年度に保有していた有形

固定資産のうち、２物件(建物

167,708千円、土地320,986千円、

その他1,556千円)をたな卸資産

へ、所有目的の変更に伴い、それ

ぞれ振り替えております。 

 

※３ 前事業年度に保有していた有形

固定資産のうち、２物件(建物

43,877千円、構築物2,079千円、工

具器具及び備品5,452千円、土地

107,064千円)を販売用不動産及び

仕掛販売用不動産へ、また仕掛販

売用不動産のうち２物件（207,445

千円）を有形固定資産（土地）へ

所有目的の変更に伴い、それぞれ

振り替えております。 

 

 ４ 偶発債務 

 分譲マンション購入者の銀行借

入金110,443千円に対し保証を行

っております。 

 

 ４ 偶発債務 

 分譲マンション購入者の銀行借

入金103,193千円に対し保証を行

っております。 

 

 ４ 偶発債務 

 分譲マンション購入者の銀行借

入金105,334千円に対し保証を行

っております。 
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前中間会計期間末 

平成18年８月31日現在 
当中間会計期間末 

平成19年８月31日現在 
前事業年度末 

平成19年２月28日現在 

※５ 貸倒引当金(投資その他の資産)

には、上記４の偶発債務に係る貸

倒引当金5,522千円が含まれてお

ります。なお、引当額については、

過去の貸倒実績率に基づき引当て

ております。 

 

※５ 貸倒引当金(投資その他の資産)

には、上記４の偶発債務に係る貸

倒引当金6,191千円が含まれてお

ります。なお、引当額については、

過去の貸倒実績率に基づき引当て

ております。 

※５   ――― 

※６ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺の上、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。 

 

※６ 消費税等の取扱い 

 同左 

※６    ――― 

 ７ 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行とコミット

メントライン等契約を締結してお

ります。なお、この契約に基づく

当中間会計期間末の借入残高は次

のとおりであります。 

 

総コミット金額 
(融資枠) 

3,300,000千円 

借入実行残高 2,700,000千円 

差引額 600,000千円 
 

 ７ 同左 

 

 

 

 

 

 

総コミット金額 
(融資枠) 

4,600,000千円

借入実行残高 3,933,000千円

差引額 667,000千円
 

 ７ 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行とコミット

メントライン等契約を締結してお

ります。なお、この契約に基づく

当事業年度末の借入残高はありま

せん。 

 

総コミット金額 
(融資枠) 

3,300,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 3,300,000千円
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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３月１日 
至 平成18年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 4,304千円 

受取配当金 4,279千円 

受取手数料 1,534千円 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 6,545千円

受取配当金 4,054千円

受取手数料 1,145千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 12,208千円

受取配当金 4,279千円

受取手数料 2,505千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 241,549千円 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 333,875千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 557,944千円

貸倒引当金繰入額 3,761千円

株式交付費 3,170千円
 

※３ 特別利益の主要項目 

   ――― 

※３ 特別利益の主要項目 

 固定資産売却益 

土 地 1,475千円

建 物 61,475千円

合 計 62,950千円
 

※３ 特別利益の主要項目 

 固定資産売却益 

土 地 9,096千円

建 物 9,321千円

合 計 18,418千円

 

 前期損益修正益    82,596千円

（税務調査による固定資産の減価償却

費超過否認額の受け入れによるもので

あります。） 

※４ 特別損失の主要項目 

  減損損失     307,601千円 

 

※４ 特別損失の主要項目 

  固定資産売却損 

土 地 1,585千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

  減損損失      310,181千円

  固定資産売却損 

工具器具及び備品 211千円

 
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 239,833千円 

無形固定資産 9,783千円 
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 267,293千円

無形固定資産 10,901千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 471,575千円

無形固定資産 19,741千円
 

※６ 減損損失 

 当社は、以下の資産について減損

損失を計上しました。 

用途 場所 種類 
金額 

(千円) 
賃貸用 

マンション 
１件 

神戸市 土地、建物 13,689 

賃貸用店舗 
２件 

神戸市 土地、建物 107,324 

賃貸駐車場 
４件 

神戸市 
土地、借地権 

構築物 
機械及び装置 

38,814 

賃貸駐車場 
１件 

川西市 土地、建物 3,118 

遊休資産 
２件 

神戸市 土地、構築物 144,653 

合計 307,601 

(経緯) 

 地価の著しい下落及び賃貸収益の

著しい低下により、減損損失を認識

いたしました。 

 

※６     ――― 

 

※６ 減損損失 

 当社は、以下の資産について減損

損失を計上しました。 

用途 場所 種類 
金額

(千円)
賃貸用 

マンション 
１件 

神戸市 土地、建物 13,689

賃貸用店舗 
２件 

神戸市 土地、建物 107,324

賃貸駐車場 
４件 

神戸市 
土地、借地権

構築物 
機械及び装置

38,814

賃貸駐車場 
１件 

川西市 土地、建物 3,118

遊休資産 
４件 

神戸市 土地、構築物 147,233

合計 310,181

(経緯) 

 地価の著しい下落及び賃貸収益の

著しい低下により、減損損失を認識

いたしました。 
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前中間会計期間 

自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

(グルーピングの方法) 

 原則として事業部別に区分し、賃

貸用不動産については、個々の物件

を単位としております。 

 

 (回収可能価額の算定方法等) 

使用価値 将来キャッシュ･フロー 

割引率 ５％ 

正味売却
可能価額 

不動産鑑定評価額又は
固定資産税評価額 

 

 賃貸不動産については、使用価値

と正味売却可能価額のいずれか高い

金額を採用し、遊休資産については

正味売却可能価額にて算定しており

ます。 

 

 (種類ごとの減損損失の内訳) 

種類 金額(千円)

建物 18,078

構築物 555

機械及び装置 5,780

土地 268,358

借地権 17,408

合計 310,181

 

(グルーピングの方法) 

 原則として事業部別に区分し、賃

貸用不動産については、個々の物件

を単位としております。 

 

 (回収可能価額の算定方法等) 

使用価値 将来キャッシュ･フロー

割引率 ５％ 

正味売却
可能価額 

不動産鑑定評価額又は
固定資産税評価額 

 

 賃貸不動産については、使用価値

と正味売却可能価額のいずれか高い

金額を採用し、遊休資産については

正味売却可能価額にて算定しており

ます。 

 

７ 売上高及び売上原価の偏向につい

て 

 当社は、主に分譲マンションの販

売を行っており、マンション竣工後

に購入者へ引渡しが行なわれるた

め、開発時期や工期等により上半期

と下半期の業績に偏向を生じる場合

があります。 

 なお、当中間会計期間末に至る１

年間の売上高及び売上原価は次のと

おりであります。 

 売上高 
(千円) 

売上原価 
(千円) 

前事業年
度の下期 

14,178,350 11,162,469 

当中間 
会計期間 

10,439,803 8,195,757 

合計 24,618,154 19,358,227 
 

７ 売上高及び売上原価の偏向につい

て 

 同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 売上高 
(千円) 

売上原価
(千円) 

前事業年
度の下期

20,189,889 16,121,415

当中間 
会計期間

11,440,894 8,486,846

合計 31,630,784 24,608,262
 

７     ――― 
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(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３月１日 至 平成18年８月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 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) 

発行済株式数  

普通株式(注) 4,700,000 4,700,000 ― 9,400,000

合  計 4,700,000 4,700,000 ― 9,400,000

（注）平成 18 年１月 17 日開催の取締役会の決議により、平成 18 年３月１日付をもって普通株式１株を２株に分割

しました。これにより株式数は 4,700,000 株増加し、発行済株式数は 9,400,000 株となりました。 

 

２．配当に関する事項 

（１）配当支払額 

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 18 年５月 26 日

定時株主総会 
普通株式 164,500 35 平成 18 年２月 28 日 平成18年５月29日

 
（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 
   該当事項はありません。 
 
当中間会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 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) 

発行済株式数  

普通株式 10,000,000 ― ― 10,000,000

合  計 10,000,000 ― ― 10,000,000

 

２．配当に関する事項 

（１）配当支払額 

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 19 年５月 25 日

定時株主総会 
普通株式 200,000 20 平成 19 年２月 28 日 平成19年５月28日

 
（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 
   該当事項はありません。 
 
前事業年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 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) 

発行済株式数  

普通株式(注) 4,700,000 5,300,000 ― 10,000,000

合  計 4,700,000 5,300,000 ― 10,000,000

（注）平成 18 年３月１日付の株式分割（普通株式１：２）により普通株式 4,700,000 株及び平成 18 年 11 月８日付

の新株式発行により普通株式 600,000 株が増加し、当事業年度末において発行済株式数は 10,000,000 株とな

りました。 
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２．配当に関する事項 

（１）配当支払額 

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 18 年５月 26 日

定時株主総会 
普通株式 164,500 35.00 平成 18 年２月 28 日 平成 18 年５月 29 日

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

決  議 株式の 
種類 

配当の

原資 
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19年５月25日

定時株主総会 
普通株式 

利益 

剰余金
200,000 20.00 平成19年２月28日 平成19年５月28日

 
 
 
 
(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間会計期間 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

１ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間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８月31日現在）

現金及び預金勘定 3,814,637千円 

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金
及び定期積金 

△1,765,596千円 

現金及び現金同等
物 

2,049,040千円 

 

２ 重要な非資金取引の内容 
有形固定資産からた
な卸資産への振替額 

90,209千円 

たな卸資産から有形
固定資産への振替額 

154,506千円 
 

１ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

 

（平成19年８月31日現在）

現金及び預金勘定 3,289,955千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金
及び定期積金 

△1,967,616千円

現金及び現金同等
物 

1,322,338千円

 

２ 重要な非資金取引の内容 
有形固定資産からた
な卸資産への振替額

490,251千円
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

 

（平成19年２月28日現在）

現金及び預金勘定 4,727,634千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金
及び定期積金 

△1,994,449千円

現金及び現金同等
物 

2,733,184千円

 

２ 重要な非資金取引の内容 
有形固定資産からた
な卸資産への振替額 

158,473千円

たな卸資産から有形
固定資産への振替額 

207,445千円
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(リース取引関係) 

前中間会計期間 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

 

(１)リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

(単位：千円) 

 取得価額 

相当額 

減価償却

累計額 

相当額 

中間期末

残高 

相当額 

機械及び

装置 
27,100 26,777 322 

車両及び

運搬具 
18,691 14,141 4,549 

工具器具 

及び備品 
7,000 1,400 5,600 

合計 52,791 42,319 10,472 

 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

 

(１)リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

(単位：千円)

 取得価額

相当額

減価償却

累計額

相当額

中間期末

残高 

相当額

車両及び

運搬具
7,799 5,849 1,949

工具器具

及び備品
12,662 3,271 9,390

合計 20,462 9,121 11,340

 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

 

(１)リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額 

(単位：千円)

 取得価額 

相当額 

減価償却

累計額

相当額

期末残高

相当額

車両及び

運搬具 
7,799 4,549 3,249

工具器具 

及び備品 
7,000 2,100 4,900

合計 14,799 6,649 8,149

 

(２)未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年以内 4,376千円 

１年超 6,381千円 

合計 10,757千円 

 

(３)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 7,661千円 

減価償却費相当額 6,893千円 

支払利息相当額 290千円 

 

(４)減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

 

(５)利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

(２)未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年以内 5,329千円

１年超 6,248千円

合計 11,577千円

 

(３)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 2,630千円

減価償却費相当額 2,471千円

支払利息相当額 150千円

 

(４)減価償却費相当額の算定方法 

 同左 

 

 

 

(５)利息相当額の算定方法 

 同左 

(２)未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 4,069千円

１年超 4,325千円

合計 8,394千円

 

(３)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 10,206千円

減価償却費相当額 9,215千円

支払利息相当額 472千円

 

(４)減価償却費相当額の算定方法 

 同左 

 

 

 

(５)利息相当額の算定方法 

 同左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

 （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 
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(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

前中間会計期間末 
平成18年８月31日現在 

当中間会計期間末 
平成19年８月31日現在 

前事業年度末 
平成19年２月28日現在 

取得原価 
中間 

貸借対照
表計上額

差額 取得原価
中間 

貸借対照
表計上額

差額 取得原価 
貸借対照
表計上額

差額 
区分 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

① 株式 34,691 86,541 51,849 34,691 42,216 7,524 34,691 54,775 20,083

② 債券   

国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

社債 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

③ その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

合 計 34,691 86,541 51,849 34,691 42,216 7,524 34,691 54,775 20,083

 
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

前中間会計期間末 
平成18年８月31日現在 

当中間会計期間末 
平成19年８月31日現在 

前事業年度末 
平成19年２月28日現在 

 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

その他有価証券    

 非上場株式 112,800 112,800 112,800

 社債 10,000 10,000 10,000

 その他 32,312 32,213 32,312

合 計 155,112 155,013 155,112

 

 
 

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末 
平成18年８月31日現在 

当中間会計期間末 
平成19年８月31日現在 

前事業年度末 
平成19年２月28日現在 

 金利スワップ取引を行っております

が、いずれも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。 

 同左  同左 

 
 

(持分法損益等) 

前中間会計期間 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

 関連会社が存在しないため、該当事

項はありません。 

 同左  同左 
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(ストックオプション等関係) 

 
   該当事項はありません 

 

 

(企業結合等関係) 

 
   該当事項はありません 
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 (１株当たり情報) 

前中間会計期間 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

１株当たり純資産額 1,109円88銭

１株当たり中間純利益
金額 

23円13銭

 
潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

 

 当社は、平成18年３月１日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。 

 なお当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度に

おける１株当たり情報及び前中間会

計期間おける１株当たり情報は、それ

ぞれ以下のとおりとなります。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産 

額  1,027.45円 

１株当たり純資産

額  1,105.24円 

１株当たり中間純

利益金額 61.52円 

１株当たり当期純

利益金額 135.74円 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益     ―円 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益     ―円 
 

１株当たり純資産額 1,279円58銭

１株当たり中間純利益
金額 

65円45銭

 
潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

 

 

１株当たり純資産額 1,234円88銭

１株当たり当期純利益
金額 

141円60銭

 
潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

 

 当社は、平成18年３月１日付で株式

１株につき２株の株式分割を行って

おります。 

 当該株主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

とおりであります。 

１株当たり純資産額 1,105円24銭

１株当たり当期純利
益 

135円74銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 
―

 

 
(注)１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間末 

平成18年８月31日現在
当中間会計期間末 

平成19年８月31日現在 
前事業年度末 

平成19年２月28日現在

純資産の部の合計 （千円） 10,432,941 12,795,783 12,348,767 

純資産の部から控除する
金額 

（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間期末
(期末)純資産額 

（千円） 10,432,941 12,795,783 12,348,767 

中間期末(期末)の普通株
式数 

（株） 9,400,000 10,000,000 10,000,000 

 
  ２ 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３月１日 
至平成18年８月31日 

当中間会計期間 
自平成19年３月１日 
至平成19年８月31日 

前事業年度 
自平成18年３月１日
至平成19年２月28日

中間(当期)純利益 （千円） 217,479 654,476 1,357,390 

普通株主に 
帰属しない金額 

（千円） ― ― ― 

普通株式に係る 
中間(当期)純利益 

（千円） 217,479 654,476 1,357,390 

普通株式の 
期中平均株式数 

（株） 9,400,000 10,000,000 9,585,753 
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(重要な後発事象) 

前中間会計期間 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

――― ――― ――― 
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