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

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月中間期 4,069 △43.5 △359 － △491 － △308 －

18年８月中間期 7,199 － 596 － 546 － 298 －

19年２月期 14,867 24.2 993 15.3 862 26.1 476 27.9

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年８月中間期 △25,377 33 － －

18年８月中間期 29,421 30 － －

19年２月期 46,469 22 － －

（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）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８月中間期 13,142 1,553 11.8 127,967 55

18年８月中間期 7,525 1,048 13.9 103,414 47

19年２月期 12,197 1,896 15.5 156,218 17

（参考）自己資本 19年８月中間期 1,553百万円 18年８月中間期 1,048百万円 19年２月期 1,896百万円

(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８月中間期 △6,439 △38 4,550 472

18年８月中間期 △503 △34 1,132 1,829

19年２月期 △1,872 △40 3,078 2,399

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年２月期 － － 3,000 00 3,000 00

20年２月期 － － －

20年２月期（予想） － 3,000 00 3,000 00

３．平成20年２月期の連結業績予想（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 20,200 35.9 600 △39.6 210 △75.7 120 △74.8 9,884 68
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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）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　　有

②　①以外の変更　　　　　　　　　無

 

(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８月中間期 12,140株 18年８月中間期 10,140株 19年２月期 12,140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

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34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８月中間期の個別業績（平成19年３月１日～平成19年８月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月中間期 3,965 △44.4 △368 － △498 － △312 －

18年８月中間期 7,130 － 586 － 536 － 288 －

19年２月期 14,705 23.7 978 17.5 848 29.2 463 34.0

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年８月中間期 △25,764 32

18年８月中間期 28,438 02

19年２月期 45,178 79

(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８月中間期 12,968 1,547 11.9 127,490 73

18年８月中間期 7,492 1,050 14.0 103,628 72

19年２月期 12,141 1,895 15.6 156,128 35

（参考）自己資本 19年８月中間期 1,547百万円 18年８月中間期 1,050百万円 19年２月期 1,895百万円

２．平成20年２月期の個別業績予想（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 20,000 36.0 590 △39.7 200 △76.4 114 △75.4 9,390 44

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の

前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（１）経営成

績に関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間連結会計期間の概要

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、緩やかに拡大しております。輸出は増加傾向にあり、好調な企業収益

を背景に、企業の設備投資も引続き増加しております。また、雇用情勢においても雇用と賃金の改善を反映し、雇用

所得が緩やかな増加を続けており、個人消費は底堅く推移しているといえます。

　当社グループの属する不動産業界におきましては、不動産需要の回復が続き、住宅需要も利便性の高い都心中心部

に旺盛な需要がありましたが、その他の郊外を含めたエリアではマンションの建築コスト増による販売単価の上昇や

供給過多が目立ち、地域による二極化といった現象が起きております。更に、事業用地の取得競争の激化、原油の高

騰による建築資材価格の上昇、金利上昇等の懸念材料があり、不動産業界を取り巻く環境は厳しい状況を呈しており

ます。

  このような経営環境のもと、当社グループは、「快適で安全な暮らしやすい住まい作り」を基本理念として、創業

以来、お客様に喜ばれることを第一に「supply suprise」を提供すべく「ロータリーパレス」というブランドのマン

ション分譲事業を展開しております。「顧客ニーズに対応した商品企画力」及び「積極的外交営業」を強み・特長と

して、主にファミリー層の第一次取得者を対象に販売を行っております。

　当中間連結会計期間の業績は、戸建分譲事業及び不動産投資開発事業（従来の投資用不動産事業を名称変更）が前

年同期比伸長いたしましたが、主力のマンション分譲事業が計画未達となり販売戸数が大幅に減少いたしました。 

  この結果、当中間連結会計期間の業績は売上高4,069百万円（前年同期比43.5％減）となり、営業損失359百万円（前

年同期は営業利益596百万円）、経常損失491百万円（前年同期は経常利益546百万円）、中間純損失308百万円（前年

同期は中間純利益298百万円）となりました。

  なお、当社のマンション分譲事業においては、マンションの引渡時期が年末から春先のシーズンに集中するととも

に、プロジェクトの竣工時期についても下半期に集中する傾向があることから、上半期と下半期の業績に季節的変動

があります。また、戸建分譲事業におきましては、計画通りに推移し、立上げ期ながら売上高に寄与しております。

　事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。

(不動産販売事業) 

　当中間連結会計期間において、当社の主力事業でありますマンション分譲事業がエンドユーザーの買い控え、金融

機関の住宅ローン審査の厳格化等により苦戦を強いられており、特に郊外の一部のエリアを中心に販売戸数が伸び悩

みました。

　この他、新規事業として取り組んできました不動産投資開発事業が当中間連結会計期間より本格化し、「大鳥居」、

「初台」及び「橋本南」が当初の計画通りに引渡しが完了致しました。一方、当中間連結会計期間において引渡しを

計画しておりました「永田町」につきましては、近隣の再開発計画に伴う商品価値向上を目指し、当中間連結会計期

間における販売を見合わせております。

  この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高3,965百万円(前年同期比44.4％減）となり、営業損失128百万円

（前年同期は営業利益757百万円）となりました。

(不動産管理事業)

　当中間連結会計期間において、「ロータリーパレス北上尾」及び「ロータリーパレスくぬぎ山」が竣工した為、管

理業務については当初の計画通り順調に推移しております。

　この結果、売上高は103百万円(前年同期比50.0％増）、営業利益は７百万円(前年同期は営業損失３百万円）となり

ました。

②通期の見通し

　下半期におきましては、引き続き郊外のマンション販売市況の悪化、事業用地の取得競争の激化、建築コストの上

昇等を背景に当社グループを取り巻く環境は今後一段と厳しさを増すことが予想されます。

　そうした中で当社グループは、財務体質改善を下期の最重要課題とし、より一層の経営基盤強化を推し進めて参り

ます。具体的には、下期の重点施策といたしまして、各プロジェクトの販売コストの見直し、金利費用等の削減を重

点的に行い、更に、当中間連結会計期間末に計上しているたな卸資産11,307百万円を圧縮するため、エンドユーザー

への販売だけでなく卸売り等の方法による販売を積極的に行う方針であります。

　当社の主力事業でありますマンション分譲事業の不振を補うため、今後、都心型戸建分譲事業、不動産投資開発事

業をはじめ、当中間連結会計期間からスタートした新規事業のリノベーション事業及び屋上緑化事業等の積極展開に

向けて社内体制の整備に注力してまいります。

　この結果、通期の連結業績は、売上高20,200百万円（前年同期比35.9％増）、営業利益600百万円（前年同期比

39.6％減）、経常利益210百万円（前年同期比75.7％減）、当期純利益120百万円（前年同期比74.8％減）を見込んで

おります。

　また、個別業績につきましては、売上高20,000百万円（前年同期比36.0％増）、営業利益590百万円（前年同期比

39.7％減）、経常利益200百万円（前年同期比76.4％減）、当期純利益114百万円（前年同期比75.4％減）を見込んで
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おります。

 

※平成20年２月期の予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な

要素を含んでおります。実際の業績は様々な要因によって、予想数値と異なる可能性があります。
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(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計期間における資産は、前連結会計年度に比べ944百万円増加し13,142百万円となりました。また、負

債は、前連結会計年度に比べ1,287百万円増加し11,588百万円となりました。

　この主な要因は、来期以降に竣工する予定のプロジェクトに対する用地等の取得費用であり、その結果、たな卸資

産が2,897百万円増加しました。また、前連結会計年度において竣工したプロジェクトに関する建築工事代金の決済に

より買掛金が3,063百万円減少いたしました。これらの資金需要に対応するため現金及び預金が1,980百万円減少し、

更に短期借入金が3,510百万円増加いたしました。　　

　純資産は、当期純損失の結果、前連結会計年度に比べ342百万円減少し1,553百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,926百

万円減少し、472百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果減少した資金は6,439百万円（前年同期は503百万円の使用）となりました。

　これは主に、税金等調整前中間純損失491百万円、たな卸資産の増加額2,897百万円及び仕入債務の減少額3,063百万

円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果減少した資金は38百万円（前年同期は34百万円の使用）となりました。　

　これは主に、長期前払費用の増加額61百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は4,550百万円（前年同期は1,132百万円の獲得）となりました。

　これは主に、短期借入れによる収入6,122百万円、長期借入れによる収入2,333百万円、短期借入金の返済による支

出2,611百万円及び長期借入金の返済による支出1,253百万円によるものであります。

 

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 
 

平成17年２月期
 

 
平成18年２月期

 

 
平成19年２月期

 

平成19年８月
中間期 

自己資本比率（％） 7.8 10.9 15.5 11.8

時価ベースの自己資本比率（％） － － 35.1 17.3

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
－ 19.0 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 2.7 － －

 　　　自己資本比率：自己資本／総資産

 　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

 　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

　　   （中間期については、キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

 　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

 （注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

 （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

 （注４）有利子負債は連結（中間連結）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。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社グループは、株主への長期的な利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。利益の配当につき

ましては将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施して

いくことを基本方針としております。

　上記の方針に基づき、当期の期末配当は１株当たり3,000円を予定しております。
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(4）事業等のリスク

  当社グループの経営成績及び財政状態などに重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下のようなものがありま

す。なお、文中における将来に関する事項は、中間決算短信発表日（平成19年10月12日）現在において当社グループが

判断したものであります。

 

①  法的規制について

　当社グループは、不動産業界に関連する法的規制を受けており、主な規制は以下の通りであります。これまでにこ

れらの法的規制によって重大な影響を受けたことはありませんが、今後新たな規制の制定や改廃が行われた場合、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

不動産販売事業

　宅地建物取引業法

　建物の区分所有等に関する法律

　住宅の品質確保の促進等に関する法律

　国土利用計画法

　都市計画法

　建設士法

　建築基準法

　土地基本法

　各地方自治体における条例など

　不当景品類及び不当表示防止法

　不動産の表示に関する公正競争規約

　建設業法

 

不動産管理事業

　マンションの管理の適正化の推進に関する法律

　建築士法

 

　当社グループは、内部管理体制及び従業員教育を徹底し、コンプライアンス体制の整備に努めて、中間決算短信発

表日現在において、免許・許可の取り消しや更新拒否の事由に該当する事実はありませんが、万一将来において、こ

れらの法令等に定められた事項に当社グループが違反した場合には、免許取り消しを含む行政処分がなされること等

により、当社グループの事業活動や業績等に影響を及ぼす可能性があります。

　(当社)

法令名 免許・許可番号 有効期間

宅地建物取引業法 国土交通大臣（１）第6842号
自　平成16年３月３日

至　平成21年３月２日

建設業法 東京都知事許可（特－15）第120995号
自　平成15年11月10日

至　平成20年11月９日

　(子会社)

法令名 免許・許可番号 有効期間

マンションの管理の適正化

の推進に関する法律
国土交通大臣（１）第032553号

自　平成15年12月12日

至　平成20年12月11日

建築士法 東京都知事登録　第48536号
自　平成15年４月１日

至　平成20年４月１日
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②  経済情勢の変動について

　当社グループは、不動産業界に属し、首都圏近郊において不動産販売事業を行っております。当該事業は、企業の

リストラや減損会計の導入等に伴う遊休土地の売却や、個人所有の土地等で相続に伴う納税資金確保のための不動産

売却等による用地の供給動向と最終需要者である住宅購入者の動向に左右される傾向にあります。

　さらに、当該購入者の需要動向は、景気動向、金利動向、地価動向及び住宅税制等の影響を受けやすいため、金利

の上昇、用地取得価格の上昇や住宅税制の変更等があった場合には、購入者の購買意欲の減退に伴う需要の減少や同

業他社との競争激化に伴う販売価格の低迷、並びに販売期間の長期化や、売上原価率の上昇による利益の圧迫等によ

り、当社グループの業績等が影響を受ける可能性があります。

 

③  有利子負債への依存について

　当社グループの不動産販売事業に係わる事業用地取得資金は、主に金融機関からの借入金によって調達しており、

用地取得から顧客への引渡しまで１年以上の期間を要することもあるため、事業拡大等によりたな卸資産が増加し、

有利子負債が増加する傾向にあります。その結果、総資産額に占めるたな卸資産の割合は、前連結会計年度は

68.9％、当中間連結会計期間末は86.0％と高い水準になっております。

　負債純資産合計に占める有利子負債の割合は、前連結会計年度は46.6％、当中間連結会計期間末は82.4％と高い水

準になっております。

　(連結貸借対照表)

 
前連結会計年度

（平成19年２月28日）
当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円）

（資産の部）   

たな卸資産（Ａ） 8,409,547 11,307,263

総資産（Ｂ） 12,197,551 13,142,265

（Ａ）／（Ｂ） 68.9％ 86.0% 

（負債の部）   

短期借入金 434,600 3,944,868

１年内返済予定長期借入金 1,484,004 5,703,304

１年内償還社債 100,000 100,000

社債 200,000 200,000

長期借入金 3,450,152 310,650

未払金 6,079 540,717

長期未払金 3,546 24,015

有利子負債（Ｃ） 5,678,381 10,823,555

負債純資産合計（Ｄ） 12,197,551 13,142,265

（Ｃ）／（Ｄ） 46.6％ 82.4％ 
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 また、営業利益に占める支払利息の割合は、前連結会計年度は12.2％と高い水準となっております。従いまして、

金利の変動により、当社グループの業績等は影響を受ける可能性があります。

（連結損益計算書）

 
前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円）

営業利益（Ｅ） 993,906 △359,915

支払利息（Ｆ） 121,673 105,957

（Ｆ）／（Ｅ） 12.2％ －

 

④  販売に係る広告宣伝費等の費用について

　当社では、自社の認知度を高め、分譲物件の販売促進を図る目的から広告宣伝や販売促進活動を重視しており、当

社ブランドの確立並びに業績向上のため、広告宣伝や販売促進等への費用投下を行っております。今後とも販売戦略

において費用効果を勘案しつつ広告宣伝や販売促進活動を行っていく計画でありますが、予定通りの宣伝効果や販売

促進効果が得られない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤  マンション建設に対する近隣住民の反対運動について

　当社グループのマンション分譲にあたり、建設地が属する自治体の条例に従い、既存建物の解体から新規建設にい

たるまで、事前に周辺住民に説明会を実施する等の近隣対策を講じております。しかしながら、後述する係争中事案

において見られるように、開発中の騒音、電波障害、日照問題、景観変化等を理由に近隣住民に反対運動等が発生す

ることがあり、その解決に時間が必要となった場合、工期遅延や追加費用が発生することによって、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑥  「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による瑕疵担保責任について

　「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、新築住宅の供給事業者に対して構造上の主要な部分及び雨水の浸

食を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負うことを定めております。当社グループでは、分譲マンション

の供給に際し、建築設計の段階から一貫して携わり、供給物件の品質管理に万全を期すように努めるとともに、財団

法人住宅保証機構による住宅性能保証の付与を平成15年より実施しております。また、販売後には、マンション総合

管理サービスを実施しております株式会社総和コミュニティが、あらゆるクレームに対して、法令上の責任に基づき

真摯な対応に努めております。

　しかしながら、当社開発物件において、何らかの原因により、瑕疵が発生した場合は、クレーム件数と補修工事の

増加等を招き、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑦  「建築物の耐震強度」の適正性の確保について

　当社は、地震多発国日本の事情を考慮した「建築物の耐震強度確保」は、建築基準法上重要な基準であると認識し

ております。しかしながら、平成17年11月に発覚した「耐震偽装問題」は、故意により大幅に基準を下回る耐震強度

の建築物が、本来事前に、国土交通省指定検査機関による検査により指摘されるべき法令違反が、遺憾ながら見落と

されたという事件が発覚いたしました。

　当社といたしましては、同事件発覚後直ちに、次の社内ルールを定めました。第一に、設計事務所への業務を委託

するにあたり、「構造計算」の設計事務所を事前に把握し、その信頼性の確認を行います。第二に、従来の建築確認

時の構造計算の検査に加え、別の国土交通省指定検査機関による検査を行ない「二重検査体制」を実施しております。

さらに、財団法人住宅保証機構による住宅性能保証を平成15年より付与しており、今後も引き続き新規物件の加入を

継続することにより、財団法人住宅保証機構の建築工事検査を受けることによるチェック体制と完成後の保証による

建築物の安全性及び資産性の確保に努めております。

　かかる三重の検査体制を引いておりますが、何らかの複合的な誤謬により、適正な耐震強度が確保されていないこ

とが発生した場合には、適正基準への変更工事の必要性があり、その追加的コスト捻出のため、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。
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⑧  マンション建設の外注先の影響について

　当社は、マンション建設については、建設会社に一括発注し、主に民間（旧四会）連合会協定工事請負契約約款に

基づく工事請負契約を締結しております。また、建築工事の進捗状況については、当社建築事業部が定期的な管理を

行っております。

　工事請負契約の締結にあたりましては、外注先の財務状況、施工能力・実績、経営の安定性等を総合的に勘案の上

決定しておりますが、外注先に信用不安等が発生し、工期遅延が生じた場合、当社の販売計画にも遅延が生じ、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、施工完了後、外注先に倒産等が発生した場合には、本来外

注先が負うべき瑕疵の補修責任等が履行されず、当社に想定外の費用負担が発生する可能性が生じるため、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす場合があります。

 

⑨  訴訟について

　当中間連結会計期間末において当社が提訴している訴訟が１件あります。当社は、マンション開発用地として土地

区画整理事業（以下「本事業」という）にかかる土地建物の売買契約を売主と締結していたところ、本事業遅延の為、

当初の契約に基づき契約解除の申入れをし手付金の返還請求をしましたが、拒否されたため訴訟を提起したもので

す。

　上記の訴訟に関して、当社グループの業績に重要な影響を及ぼすものとは考えておりません。しかし、今後におき

ましても、不動産取引に関して紛争、訴訟が発生する可能性もあり、将来、訴訟が発生した場合に当社グループの業

績に重要な影響を及ぼす可能があります。

 

⑩  人材の確保について

　当社グループの退職者は、平成18年２月期に30名、平成19年２月期に22名、当中間連結会計期間においては、既に

21名発生しており、総従業員に対する退職率が高くなっております。

　当社グループでは、優秀な人材の確保と育成を重要な経営課題と捉え、平成19年２月期より定期の新卒採用に加え、

適宜中途採用を行っております。新規に採用した人材に対して、職種別研修及び階層別研修を実施し、早期の職務技

能の修得を目指しております。また、個人ごとの業績評価については、社内各部門ごとに適した評価制度を定め、適

正な人事考課を実施することで、優秀な人材の定着に努めております。特に用地仕入れを担当する事業本部と販売を

担当する営業本部に所属する従業員については、業務の成果が当社の成果に直結することから、その他の部門とは別

の報酬体系を定め、成果に応じたインセンティブを付与しております。

　しかしながら、こうした施策にも拘らず、従業員の定着度が高まらない場合や、雇用の需給関係から当社が求める

人材が充分確保できない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑪  個人情報保護法について

　当社グループは、「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」の規制を受けております。この規制に即し、

当社グループでは、全役職員共通の「個人情報保護規程」を平成17年３月１日に規程化し、同法を遵守する体制作り、

強化を進めております。ＯＡシステム上では、個人情報ファイル保管の厳重化を図り、監視ソフトウエアの導入を検

討し、個人情報漏洩防止に備えております。

　しかしながら、不測の事態により、個人情報が外部に漏洩するような事態となった場合、損害賠償等による費用が

発生する可能性がある他、当社グループの信用低下を招く場合があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。
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⑫　関連当事者との取引について

前連結会計年度及び当中間連結会計期間における当社と役員との取引は以下のとおりです。

①　前連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

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

役員及びそ

の近親者
辻　秀樹 ─ ─

当社取締役

社長

(被所有)

直接 35.5
─ ─

当社借入金

の被保証

(注)２．(1)

69,156 ─ ─

リース債務

の被保証

(注)２．(2)

2,820 ─ ─

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 当社は、銀行借入のうち信用保証協会への保証委託を利用している借入に対して、当社取締役社長辻秀樹

より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。これは保証委託の約定上元本

の完済迄、取締役社長個人の連帯保証を受けることが要件となっていることによるものであります。今後

は、当該借入以外の銀行借入について、信用保証協会への保証委託並びに取締役社長個人への連帯保証委

託を行う予定はありません。

(2) 当社は、リース契約にかかるリース債務に対して当社取締役社長辻秀樹より債務保証を受けております。

なお、保証料の支払は行っておりません。

 

②　当中間連結会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31日）

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

役員及びそ

の近親者
辻　秀樹 ─ ─

当社取締役

社長

(被所有)

直接 35.5
─ ─

当社借入金

の被保証

(注)２．(1)

57,154 ─ ─

リース債務

の被保証

(注)２．(2)

268 ─ ─

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 当社は、銀行借入のうち信用保証協会への保証委託を利用している借入に対して、当社取締役社長辻秀樹

より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。これは保証委託の約定上元本

の完済迄、取締役社長個人の連帯保証を受けることが要件となっていることによるものであります。今後

は、当該借入以外の銀行借入について、信用保証協会への保証委託並びに取締役社長個人への連帯保証委

託を行う予定はありません。

(2) 当社は、リース契約にかかるリース債務に対して当社取締役社長辻秀樹より債務保証を受けております。

なお、保証料の支払は行っておりません。
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２．企業集団の状況
　　最近の有価証券報告書（平成19年５月25日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

  から重要な変更がないため開示を省略しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、目標とする経営指標及び中長期的な会社の経営戦略

　平成19年2月期決算短信（平成19年4月18日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略し

ております。

  当該決算短信は次のＵＲＬ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.sowa-rp.co.jp/ 

　（ジャスダック証券取引所ホームページ（「JDS」検索ページ））

　http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

(2）会社の対処すべき課題

　   当社グループは、当社の商品ブランドの「ロータリーパレスマンション」シリーズのブランド力強化、組織体制の

   強化、収益性の向上を基本方針としています。

①　ブランド力の強化

特徴ある商品の企画・開発

　当社の自社開発のマンション分譲事業は、第４期(平成11年度)からスタートし、当中間会計期間末までに累計で30

を超えるプロジェクトを手がけております。各プロジェクトの分譲戸数は、最小で16戸から最大で228戸のプロジェ

クトとして規模的なばらつきがあります。大型プロジェクトには、共用施設の充実などを図り、それぞれが、個性的

で固有の特徴・セールスポイントを有しております。

 　このような独創的な創造を商品開発のメインテーマと捉え、さらに、アフターサービスの充実によるブランド信用

力の増大を図ることにより、高付加価値を実現するとともに、コスト削減にも注力してまいります。

　また、自社開発マンションの開発にあたり当社の営業部員により、お客様が安心して購入意思決定ができるまでの

必要充分な説明を行い、お客様のニーズに対してより以上の商品提供ができるよう販売と開発の連携を強化してゆく

所存です。

 

販売後のサービスの充実

  自社開発の「ロータリーパレスマンション」におきましては、当社の連結子会社である株式会社総和コミュニティ

が総合管理サービスを提供しております。入居後の建築物に係わるクレームから、修繕などのサービスの提供を行っ

ております。当社は、販売後のお客様に快適に居住していただくために、継続的に、お客様と対話を行い、末永くお

客様にご満足していただくよう努めることが、「ロータリーパレス」ブランドの信用増大に最も重要なことと考えて

おります。

 

住宅関連事業の展開

   前連結会計年度より本格的に参入いたしました戸建分譲事業におきましては、都心型中心で２～３棟規模による

販売をメインとして収益の拡大を図り、自社ブランド「ロータリーガーデン」の戸建市場での確固たる地位の構築を

目指します。同時期に参入いたしました不動産投資開発事業は当中間連結会計期間から本格稼動しており、今後の事

業の柱として注力しております。また、当分野におきましては、不動産ファンド等に係る専門要員増強も視野に入れ

ながら事業基盤の充実に努め、当社の新たな安定収益源としての成長を目指します。

  この他、当中間連結会計期間において、当社は「リノベーション事業」に進出いたしました。近年、原油高による

建築費の高騰、用地の取得競争激化等を起因として都内を中心に新築マンションの価格が上昇しておりますが、一方

で都内には、新築マンションの価格との乖離率の高い中古マンションが豊富に存在しております。

　このような中古マンションを購入して、「リノベーション」、すなわち、従来のリフォームではなく時の経過に

伴って老朽化した設備や間取を、住む人のライフスタイルに合うように蘇らせて新たな価値を生み出すといった事業

が注目されています。今後、特に都心での中古マンションのリノベーション事業に対する人気の高まりは顕著であり、

同事業の将来性は極めて高いと判断し新規参入を果たしました。

　また、当社グループの連結子会社であります株式会社総和コミュニティにおきまして、当中間連結会計期間より新

規事業として「屋上緑化事業」に進出しました。屋上緑化事業は、都内の名だたるビル・ホテルにおいて屋上緑化の

実績がある緑化事業等のパテントを平成19年７月末日に取得いたしました。この緑化事業の特長は、①軽量で古い建

物にも設置可能、②メンテナンスコストの軽減（イ.散水が不要、ロ.特殊マットにより雑草の防止、ハ.セダムを使

用するため生育性が低く大きくならない）③施行が簡単で期間も短い、④どんな形状でも適合可能、といったもので

あり、新築のビル・マンションだけでなく、既存のビル・マンションにも対応できることから、この収益性の高い事

業の将来性に期待しております。

　一方、屋上緑化事業は、ヒートアイランド現象の緩和、省エネルギー効果及び大気浄化等といった効果があり、東

京都環境局では、敷地面積1,000平方メートル以上の民間ビル及び250平方メートル以上の公共施設ビルで、空調など
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のビル管理に必要な設備設置面積を除いた屋上面積の20％以上に樹木や草花等の植栽を指導しており、更に、緑化計

画書の提出を求めるなどして屋上緑化を事実上義務付けております。

　株式会社総和コミュニティでは、当事業の目的をＣＳＲ（企業の社会的責任）活動の一環として捉えており、今後、

同活動を積極的に推進してまいる所存でございます。

 

②　組織体制の強化

情報ネットワークの構築による組織の連携強化

　当社では、組織連携強化のために情報ネットワークを構築しておりますが、さらにデータベース化を図り情報の共

有により情報の多重管理防止に努めると同時に、既存ソフトウエアを見直した連携ソリューションにより、各組織の

連携の強化を目指すことが重要であると考えております。このことにより、業務の効率化の効果が期待できます。

  また、データセキュリティ、メールセキュリティ、外部(個人)持ち込みＰＣの規制等による、セキュリティソフト

の強化を図り、個人情報保護法遵守等の関係法令へのコンプライアンス強化を実現しております。

 

人材育成プログラム

　組織の連携強化を図る上で、組織を構成する一人一人のレベルアップが不可欠であります。当社では、マンション

開発会社としまして、各組織における専門知識の取得を報奨金制度により奨励しております。

　また、新卒から幹部に至るまで、管理者育成のための研修プログラムを構築・実行する所存であります。

 

③　収益性の向上

投下費用効果の追求

　当社事業での販売活動において、当社は、認知度を高めるための広告宣伝費等の費用投下を行っておりますが、そ

の費用効果の記録・分析データ資料のもとに、計画的な販売促進活動を策定し、その効果向上を追及し続ける所存で

あります。かかる費用対効果を向上させることが、当社の収益性向上を図る重要な課題と認識しております。

 

不動産関連事業の展開

　当社の商品開発におきまして、用地取得が最重要課題であり、業界においてあらゆる情報を他社に先駆けて取得す

ることが重要であります。さらに購入か否かの意思決定を迅速に行い、商品化に適するコストで取得することが重要

であります。このような情報の中から、あらゆる商機を逃すことなく確実に獲得し、ビジネスドメインの拡大の可能

性を追求していく所存であります。

  将来的には、法人顧客の開拓や個人投資家に向けた、投資用不動産の開発・販売を行っていく所存であります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※２  2,081,514   664,878  △1,416,635  2,645,838  

２．売掛金   1,480   202,744  201,264  815,981  

３．たな卸資産 ※２  5,113,202   11,307,263  6,194,060  8,409,547  

４. その他   182,184   693,728  511,544  162,187  

貸倒引当金   △26   －  26  －  

流動資産合計   7,378,355 98.0  12,868,615 97.9 5,490,259  12,033,555 98.7

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１  18,275 0.3  17,819 0.1 △455  16,884 0.1

２．無形固定資産   2,408 0.0  2,097 0.0 △311  2,250 0.0

３．投資その他の
資産

           

(1）その他   130,667   258,084  127,416  149,212  

貸倒引当金   △4,351   △4,351  0  △4,351  

投資その他の
資産合計

  126,316 1.7  253,733 2.0 127,416  144,860 1.2

固定資産合計   147,000 2.0  273,650 2.1 126,649  163,995 1.3

資産合計   7,525,356 100.0  13,142,265 100.0 5,616,909  12,197,551 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   1,186,219   560,962  △625,257  3,624,174  

２．短期借入金
 

※２
※４

 888,500   3,944,868  3,056,368  434,600  

３．１年内返済予
定長期借入金

※２  2,708,004   5,703,304  2,995,300  1,484,004  

４．未払金   481,014   540,717  59,702  529,039  

５．賞与引当金   19,631   22,354  2,723  25,758  

６．その他   389,208   256,705  △132,502  520,722  

流動負債合計   5,672,577 75.4  11,028,912 83.9 5,356,334  6,618,298 54.3

Ⅱ　固定負債            

１．社債   300,000   200,000  △100,000  200,000  

２．長期借入金 ※２  476,154   310,650  △165,504  3,450,152  

３．退職給付引当
金

  21,097   24,721  3,624  22,100  

４．その他   6,904   24,456  17,551  10,511  

固定負債合計   804,155 10.7  559,827 4.3 △244,328  3,682,763 30.2

負債合計   6,476,733 86.1  11,588,739 88.2 5,112,006  10,301,062 84.5

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   115,800 1.5  450,600 3.4 334,800  450,600 3.7

２．資本剰余金   31,800 0.4  366,600 2.8 334,800  366,600 3.0

３．利益剰余金   900,835 12.0  734,547 5.6 △166,287  1,079,048 8.8

株主資本合計   1,048,435 13.9  1,551,747 11.8 503,312  1,896,248 15.5

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  187 0.0  1,778 0.0 1,591  240 0.0

評価・換算差額
等合計

  187 0.0  1,778 0.0 1,591  240 0.0

純資産合計   1,048,622 13.9  1,553,526 11.8 504,903  1,896,488 15.5

負債純資産合計   7,525,356 100.0  13,142,265 100.0 5,616,909  12,197,551 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   7,199,995 100.0  4,069,258 100.0 △3,130,736  14,867,659 100.0

Ⅱ　売上原価   5,622,287 78.1  3,205,539 78.8 △2,416,748  11,886,740 80.0

売上総利益   1,577,708 21.9  863,719 21.2 △713,988  2,980,918 20.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

           

１．広告宣伝費  345,738   432,951    658,285   

２．販売手数料  97,459   69,701    145,972   

３．給与及び賞与  217,467   266,939    499,707   

４．賞与引当金繰
入額

 19,631   22,354    25,758   

５．退職給付費用  10,522   4,189    15,150   

６．その他  290,163 980,982 13.6 427,499 1,223,635 30.0 242,652 642,137 1,987,012 13.3

営業利益又は
営業損失
（△）

  596,725 8.3  △359,915 △8.8 △956,641  993,906 6.7

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  362   1,552    1,259   

２．受取配当金  503   544    1,063   

３．貸倒引当金戻
入益

 1,629   －    －   

４．不動産取得税
還付金

 13,072   4,625    13,072   

５．その他  694 16,261 0.2 1,599 8,320 0.2 △7,940 29,760 45,154 0.3

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  48,453   107,895    121,673   

２．融資手数料  14,647   31,837    32,933   

３．その他  3,831 66,932 0.9 140 139,872 3.5 72,940 21,528 176,135 1.2

経常利益又は
経常損失
（△）

  546,055 7.6  △491,468 △12.1 △1,037,523  862,925 5.8

Ⅵ　特別損失            

１．固定資産除却
損

 ※ 141 141 0.0 － － － △141 141 141 0.0

税金等調整前
中間（当期）
純利益又は税
金等調整前中
間純損失
（△）

  545,913 7.6  △491,468 △12.1 △1,037,381  862,784 5.8

法人税、住民
税及び事業税

 219,203   2,710    382,499   

法人税等調整
額

 28,377 247,581 3.5 △186,097 △183,387 △4.5 △430,968 3,739 386,239 2.6

中間（当期）
純利益又は中
間純損失
（△）

  298,332 4.1  △308,080 △7.6 △606,412  476,545 3.2
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日残高（千円） 115,800 31,800 629,503 777,103 78 78 777,181

中間連結会計期間中の変動額        

利益処分による役員賞与   △27,000 △27,000   △27,000

中間純利益   298,332 298,332   298,332

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

    109 109 109

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 271,332 271,332 109 109 271,441

平成18年８月31日残高（千円） 115,800 31,800 900,835 1,048,435 187 187 1,048,622

当中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日残高（千円） 450,600 366,600 1,079,048 1,896,248 240 240 1,896,488

中間連結会計期間中の変動額        

剰余金の配当   △36,420 △36,420   △36,420

中間純損失   △308,080 △308,080   △308,080

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

    1,538 1,538 1,538

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － △344,500 △344,500 1,538 1,538 △342,962

平成19年８月31日残高（千円） 450,600 366,600 734,547 1,551,747 1,778 1,778 1,553,526

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日残高（千円） 115,800 31,800 629,503 777,103 78 78 777,181

連結会計年度中の変動額        

新株の発行 334,800 334,800  669,600   669,600

利益処分による役員賞与   △27,000 △27,000   △27,000

当期純利益   476,545 476,545   476,545

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

    162 162 162

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

334,800 334,800 449,545 1,119,145 162 162 1,119,307

平成19年２月28日残高（千円） 450,600 366,600 1,079,048 1,896,248 240 240 1,896,488
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年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）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間
（当期）純利益又は
税金等調整前中間純
損失（△）

 545,913 △491,468 △1,037,381 862,784

減価償却費  1,464 3,177 1,712 3,014

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △1,629 － 1,629 △1,655

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 △2,519 △3,404 △885 3,608

退職給付引当金の増
減額（減少：△）

 10,139 2,621 △7,518 11,142

受取利息及び受取配
当金

 △865 △2,096 △1,230 △2,322

支払利息  48,453 107,895 59,442 121,673

売上債権の増減額
（増加：△）

 102,720 613,236 510,516 △711,780

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 20,066 △2,897,715 △2,917,782 △3,276,278

仕入債務の増減額
（減少：△）

 △274,841 △3,063,211 △2,788,370 2,163,113

未払金の増減額（減
少：△）

 △316,493 609 317,103 △261,891

前受金の増減額（減
少：△）

 △55,231 36,069 91,301 △110,009

その他  △171,060 △437,221 △266,160 △6,474

小計  △93,884 △6,131,507 △6,037,622 △1,205,076

利息及び配当金の受
取額

 865 2,096 1,230 2,322

利息の支払額  △48,198 △108,773 △60,575 △127,185

法人税等の支払額  △361,968 △201,439 160,529 △543,014

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △503,185 △6,439,623 △5,936,437 △1,872,955
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前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年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）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

定期預金の預入によ
る支出

 △16,504 △16,013 490 △31,634

定期預金の払戻によ
る収入

 － 70,000 70,000 20,856

貸付金の回収による
収入

 1,200 8,000 6,800 1,200

貸付けによる支出  － △20,000 △20,000 －

長期前払費用の増加
による支出 

 － △61,485 △61,485 △8,254

その他  △18,806 △18,757 49 △23,084

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △34,111 △38,256 △4,145 △40,916

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入れによる収
入

 918,000 6,122,000 5,204,000 1,852,000

短期借入金の返済に
よる支出

 △262,020 △2,611,732 △2,349,712 △1,649,920

長期借入れによる収
入

 1,923,000 2,333,000 410,000 5,655,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △1,490,002 △1,253,202 236,800 △3,472,004

社債の発行による収
入

 96,320 － △96,320 96,320

社債の償還による支
出

 △50,000 － 50,000 △50,000

長期未払金の減少に
よる支出

 △3,039 △3,039 － △6,079

配当金の支払額  － △36,120 △36,120 －

その他  △152 － 152 653,415

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,132,106 4,550,905 3,418,799 3,078,732

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

 594,809 △1,926,974 △2,521,783 1,164,860

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 1,234,944 2,399,805 1,164,860 1,234,944

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 1,829,754 472,831 △1,356,922 2,399,805
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　　　　１社

　すべての子会社を連結しておりま

す。

同左 同左

 

 

連結子会社の名称

株式会社総和コミュニティ

 

 

 

 

２．持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。 同左 同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。

同左 　連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

 

 

 

 

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①有価証券

その他有価証券

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）

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　同左

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①有価証券

その他有価証券

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）

 

 

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 

 

 

②たな卸資産

ａ　販売用不動産及び仕掛販売

用不動産

個別法による原価法

②たな卸資産

ａ　販売用不動産及び仕掛販売

用不動産

同左

②たな卸資産

ａ　販売用不動産及び仕掛販売

用不動産

同左

 

 

ｂ　貯蔵品

最終仕入原価法

ｂ　貯蔵品

同左

ｂ　貯蔵品

同左

 

 

 

 

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①有形固定資産

　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　　10年～22年

その他　　　　６年

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①有形固定資産

定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　　10年～22年

その他　　　　５年～15年

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①有形固定資産

 定率法によっております。  

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　　10年～22年 

その他　　　　６年

 

 

②無形固定資産

　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）による定額法に

よっております。

②無形固定資産

同左

②無形固定資産

同左

 

 

 

(ハ）重要な繰延資産の処理方法

①株式交付費

　支出時に全額費用として処理

しております。

(ハ）

 

      ──────

(ハ）重要な繰延資産の処理方法

①株式交付費

　支出時に全額費用として処理

しております。

 

 

 

②社債発行費

　支出時に全額費用として処理

しております。

 

     

  

②社債発行費

　支出時に全額費用として処理

しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 

 

 

(ニ）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

(ニ）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

(ニ）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

 

 

②賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間連

結会計期間負担額を計上してお

ります。

②賞与引当金

同左

②賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額のうち当連結会

計年度負担額を計上しておりま

す。

 

 

③退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当中間連結会計期間末にお

ける退職給付債務（自己都合退

職による中間期末要支給額）を

計上しております。

③退職給付引当金

同左

③退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務（自己都合退職に

よる期末要支給額）を計上して

おります。

 

 

(ホ）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。

(ホ）重要なリース取引の処理方法

同左

(ホ）重要なリース取引の処理方法

同左

 

 

 

(ヘ）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　当中間連結会計年度にヘッジ

会計を適用した金利スワップに

ついては、特例処理の要件を充

たしているため、特例処理に

よっております。

(ヘ）

        ──────

    

 

(ヘ）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　当連結会計年度にヘッジ会計

を適用した金利スワップについ

ては、特例処理の要件を充たし

ているため、特例処理によって

おります。

 

 

②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

 

 

 

②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

 

 

③ヘッジ方針

　金利変動リスクのヘッジと資

金調達コストの軽減のため、対

象債務の範囲内でヘッジを行っ

ております。

 

         

③ヘッジ方針

　金利変動リスクのヘッジと資

金調達コストの軽減のため、対

象債務の範囲内でヘッジを行っ

ております。

 

 

④ヘッジの有効性評価の方法

　特例処理の要件を充たしてい

るため、有効性の評価を省略し

ております。

 

         

④ヘッジの有効性評価の方法

　特例処理の要件を充たしてい

るため、有効性の評価を省略し

ております。

 

 

 

(ト）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

　なお、控除対象外消費税等につ

いては、発生年度の費用として処

理しております。

　また、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示しており

ます。

(ト）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左 

(ト）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

　なお、控除対象外消費税等につ

いては、発生年度の費用として処

理しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資であります。

同左 　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資であります。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（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）

　当中間連結会計期間より「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31

日）を適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。

──────

 

 

 

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 　当連結会計年度より、「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。これによる

損益に与える影響はありません。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しており

ます。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は、1,048,622千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては改正後の中間連結財務諸表規則

により作成しております。

　　　　　　──────

──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（固定資産の減価償却方法の変更）

　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。

　これによる損益に与える影響は軽微

であります。

 （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

　当連結会計年度より「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は、1,896,488千円であります。

　なお、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。

 　　　　　──────
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

────── （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　投資活動キャッシュ・フローの「長期

前払費用の増加による支出」は、前中間

連結会計期間は「その他」に含めて表示

しておりましたが、金額的に重要性が増

したため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」

に含まれている「長期前払費用の増加に

よる支出」は、5,769千円であります。

────── 

追加情報

　該当事項はありません。 
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

前連結会計年度末
（平成19年２月28日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 5,757千円  8,723千円  7,148千円

※２　担保提供資産と対応債務

(1）担保提供資産

※２　担保提供資産と対応債務

(1）担保提供資産

※２　担保提供資産と対応債務

(1）担保提供資産

現金及び預金 90,853千円

（定期預金）  

たな卸資産 3,085,746千円

 (仕掛販売用不動産)

合計 3,176,600千円

たな卸資産 9,350,313千円

(販売用不動産・仕掛販売用不動産)

合計 9,350,313千円

たな卸資産 4,534,470千円

(販売用不動産・仕掛販売用不動産)

合計 4,534,470千円

(2）対応債務 (2）対応債務 (2）対応債務

短期借入金 708,500千円

１年内返済予定長期

借入金
2,684,000千円

長期借入金 419,000千円

合計 3,811,500千円

短期借入金 3,740,000千円

１年内返済予定長期

借入金
5,649,300千円

長期借入金 220,000千円

合計 9,609,300千円

短期借入金 344,000千円

１年内返済予定長期

借入金
1,460,000千円

長期借入金 3,405,000千円

合計 5,209,000千円

　３　保証債務

　マンション購入顧客の住宅ローンに係

る抵当権設定登記が完了するまでの間、

当社は実行された住宅ローン債務を保証

しており、当中間連結会計期間末におけ

る保証債務残高は、856,600千円でありま

す。

　３　保証債務

　マンション購入顧客の住宅ローンに係

る抵当権設定登記が完了するまでの間、

当社は実行された住宅ローン債務を保証

しており、当中間連結会計期間末におけ

る保証債務残高は、454,000千円でありま

す。

　３　保証債務

　マンション購入顧客の住宅ローンに係

る抵当権設定登記が完了するまでの間、

当社は実行された住宅ローン債務を保証

しており、当連結会計年度末における保

証債務残高は、1,925,200千円であります。

 ※４

　　　　──────

 　　　

 

 

 

 　　

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ※４　財務制限条項等

  ロータリーパレスくぬぎ山（以下、「本

物件」という）のプロジェクト資金とし

てクレディ・スイス・プリンシパル・イ

ンベストメンツ・リミテッド東京支店よ

り借入を行っている短期借入金2,400,000

千円については、下記の財務制限条項等

が付されております。なお、下記の条項

に抵触した場合、貸付人の請求により当

社は契約に基づく当社の一切の債務につ

いて期限の利益を失う可能性があります。

a.最低本物件売却件数  

  当社は、本物件につき次に記載する期

日までに最低本物件売却件数以上の件数

の販売契約を締結し、かつ、当該売却件

数分の売却代金全額を集金口座に入金す

る。 

　2007年11月末日までに24件  

  2008年２月末日までに48件  

  2008年５月末日までに72件  

  2008年８月29日までに96件  

b.EBITDAテスト   

  各財務数値判定日（注）におけるEBITDA

割合を次に示す数値を維持する。 

　2008年２月の財務数値判定日　20以下

  2008年５月の財務数値判定日　８以下

  2008年８月の財務数値判定日　７以下

  EBITDA割合とは、財務数値判定日の属

する暦月の前月末日に終了する12ヶ月間

を計算期間とする試算表の期末有利子負

債額を、当該試算表の税引前当期純利益、

支払金利（融資手数料を含む。）減価償

却費の合計額で除した数値を意味する。

ｃ.インタレスト・カバレッジ・レシオテ

スト    

　各財務数値判定日におけるインタレス

ト・カバレッジ・レシオを次に示す数値

 ※４  

 　　　　 ──────
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前中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

前連結会計年度末
（平成19年２月28日）

に維持する。   

2008年２月の財務数値判定日　1.2以上

2008年５月の財務数値判定日  2.6以上

2008年８月の財務数値判定日  3.0以上

  インタレスト・カバレッジ・レシオと

は、財務数値判定日の属する暦月の前月

末日に終了する12ヶ月間を計算期間とす

る試算表における元利金返済前キャッシュ

フローを対応する利息支払額で除した数

値を意味する。

d.預金残高テスト   

　本契約締結日以降、本貸付金債権の完

済に至るまでの全期間につき、何らの担

保的な拘束がなく、即時引出可能である

借入人名義の全預金口座の預金残高を

200,000千円以上に維持する。   

（注）財務数値判定日とは、２月、５月

及び８月の各15日を意味する。

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※　固定資産除却損の内訳  ※　　　　　────── ※　固定資産除却損の内訳

無形固定資産 141千円

合計 141千円

無形固定資産 141千円

合計 141千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年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に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

普通株式（注） 1,014 9,126 － 10,140

合計 1,014 9,126 － 10,140

　（注）　普通株式の発行済株式総数の増加9,126株は、株式分割による増加であります。

当中間連結会計期間（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に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

普通株式 12,140 － － 12,140

合計 12,140 － － 12,140

 

前連結会計年度（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に関する事項

株式の種類
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）

普通株式（注） 1,014 11,126 － 12,140

合計 1,014 11,126 － 12,140

　（注）普通株式の発行済株式総数の増加11,126株の内訳は次のとおりであります。

　　　　　株式分割による増加　　　　9,126株

　　　　　一般募集増資による増加　　2,000株

 　　　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　 該当事項はありません。

　　　３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 該当事項はありません。

 (2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（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５月24日

定時株主総会
普通株式 36,420  利益剰余金 3,000 平成19年２月28日 平成19年５月25日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※　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８月31日現在） （平成19年８月31日現在） （平成19年２月28日現在）

現金及び預金 2,081,514千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△251,759千円

現金及び現金同等物 1,829,754千円

現金及び預金 664,878千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△192,047千円

現金及び現金同等物 472,831千円

現金及び預金 2,645,838千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△246,033千円

現金及び現金同等物 2,399,805千円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の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

(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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資産 17,634 7,685 9,949

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資産 32,227 12,013 20,214

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

有形固定資産 17,634 9,647 7,986

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 3,950千円

１年超 6,445千円

合計 10,396千円

１年内 6,234千円

１年超 14,468千円

合計 20,703千円

１年内 4,038千円

１年超 4,404千円

合計 8,442千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(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 2,172千円

減価償却費相当額 1,962千円

支払利息相当額 260千円

支払リース料 2,684千円

減価償却費相当額 2,365千円

支払利息相当額 351千円

支払リース料 4,344千円

減価償却費相当額 3,925千円

支払利息相当額 479千円

(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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(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

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．

        ──────

 

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 2,232千円

１年超 930千円

合計 3,162千円

１年内 2,046千円

１年超 －千円

合計 2,046千円
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年８月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 8,290 8,606 315

合計 8,290 8,606 315

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 26,000

当中間連結会計期間末（平成19年８月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 4,000 6,810 2,810

(2）債券 － － －

(3）その他 8,432 8,621 188

合計 12,432 15,431 2,998

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 32,000
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前連結会計年度末（平成19年２月28日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 8,360 8,765 405

合計 8,360 8,765 405

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 26,000

（デリバティブ取引関係）

     前中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

 　　　当社グループにおいては、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外のデリバティブ取引を全く利用し

 　　ていないため、該当事項はありません。

 

     当中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

　　　 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

 

     前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 　　　当社グループにおいては、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外のデリバティブ取引を全く利用し

 　　ていないため、該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年３月１日　至平成18年８月31日）

 
不動産販売事
業（千円）

不動産管理事
業（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 7,130,966 69,029 7,199,995 － 7,199,995

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 7,130,966 69,029 7,199,995 － 7,199,995

営業費用 6,373,377 72,313 6,445,691 157,578 6,603,270

営業利益又は営業損失（△） 757,588 △3,284 754,303 (157,578) 596,725

　（注）１．事業区分は売上集計区分によっております。

２．各事業の主な内容は以下のとおりであります。

不動産販売事業　……　マンション等の販売

不動産管理事業　……　マンション等の管理運営

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は157,578千円であり、その主なもの

は親会社本社の総務経理部門等管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31日）

 
不動産販売事
業（千円）

不動産管理事
業（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,965,748 103,510 4,069,258 － 4,069,258

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 3,965,748 103,510 4,069,258 － 4,069,258

営業費用 4,094,585 95,791 4,190,376 238,798 4,429,174

営業利益又は営業損失（△） △128,836 7,719 △121,117 (238,798) △359,915

　（注）１．事業区分は売上集計区分によっております。

２．各事業の主な内容は以下のとおりであります。

不動産販売事業　……　マンション等の販売

不動産管理事業　……　マンション等の管理運営

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は238,798千円であり、その主なもの

は親会社本社の総務経理部門等管理部門に係る費用であります。
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前連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

 
不動産販売事
業（千円）

不動産管理事
業（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 14,705,883 161,775 14,867,659 － 14,867,659

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 14,705,883 161,775 14,867,659 － 14,867,659

営業費用 13,365,108 161,685 13,526,794 346,958 13,873,752

営業利益又は営業損失（△） 1,340,774 89 1,340,864 (346,958） 993,906

　（注）１．事業区分は売上集計区分によっております。

２．各事業の主な内容は以下のとおりであります。

不動産販売事業　……　マンション等の販売

不動産管理事業　……　マンション等の管理運営

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は346,958千円であり、その主なもの

は親会社本社の総務経理部門等管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年３月１日　至平成18年８月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成18年３月１日　至平成18年８月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

　（企業結合等）

　該当事項はありません。 
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（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 103,414円47銭

１株当たり中間純利

益金額
29,421円30銭

１株当たり純資産額 127,967円55銭

１株当たり中間純損

失金額
25,377円33銭

１株当たり純資産額 156,218円17銭

１株当たり当期純利

益金額
46,469円22銭

 

　なお、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。

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、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７月11日付で株式

１株につき10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における１株当た

り情報の各数値は、以下のとおりであ

ります。

 

 

　当社は、平成18年７月11日付で株式

１株につき10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における１株当た

り情報の各数値は、以下のとおりであ

ります。

前連結会計年度

１株当たり純資産額

73,982円39銭

１株当たり当期純利益金額

37,118円85銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在していないため記載してお

りません。

１株当たり純資産額 73,982円39銭

１株当たり当期純利

益金額
37,118円85銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額又は中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（千円）
298,332 △308,080 476,545

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） (－)  (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益又は

中間純損失（△）（千円）
298,332 △308,080 476,545

期中平均株式数（株） 10,140 12,140 10,255
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

――――――   　　　　　――――――

 

 

 

 

 　　　　　――――――
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年８月31日）
当中間会計期間末

（平成19年８月31日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※２  2,042,164   571,521  △1,470,643  2,582,848  

２．売掛金   －   200,400  200,400  815,370  

３．たな卸資産 ※２  5,112,665   11,306,240  6,193,575  8,409,436  

４．その他   179,859   690,504  510,644  158,096  

貸倒引当金   △26   －  26  －  

流動資産合計   7,334,664 97.9  12,768,666 98.5 5,434,002  11,965,751 98.6

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１  17,681 0.3  17,294 0.1 △386  16,326 0.1

２．無形固定資産   2,358 0.0  2,047 0.0 △311  2,200 0.0

３．投資その他の
資産

           

(1）その他   141,680   185,015  43,334  161,537  

貸倒引当金   △4,351   △4,351  －  △4,351  

投資その他の
資産合計

  137,329 1.8  180,664 1.4 43,334  157,186 1.3

固定資産合計   157,369 2.1  200,006 1.5 42,637  175,713 1.4

資産合計   7,492,033 100.0  12,968,673 100.0 5,476,639  12,141,464 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年８月31日）
当中間会計期間末

（平成19年８月31日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   1,171,366   538,179  △633,186  3,602,640  

２．短期借入金
 

※２
※４

 888,500   3,944,868  3,056,368  434,600  

３．１年内返済予
定長期借入金

※２  2,708,004   5,673,304  2,965,300  1,484,004  

４．未払金   478,486   510,598  32,111  527,796  

５．賞与引当金   18,149   20,984  2,835  24,290  

６．その他   373,367   232,309  △141,058  491,556  

流動負債合計   5,637,874 75.3  10,920,244 84.2 5,282,369  6,564,887 54.1

Ⅱ　固定負債            

１．社債   300,000   200,000  △100,000  200,000  

２．長期借入金 ※２  476,154   253,150  △223,004  3,450,152  

３．退職給付引当
金

  19,306   23,086  3,780  20,515  

４．その他   7,904   24,456  16,551  10,511  

固定負債合計   803,364 10.7  500,692 3.9 △302,672  3,681,178 30.3

負債合計   6,441,238 86.0  11,420,936 88.1 4,979,697  10,246,066 84.4
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前中間会計期間末

（平成18年８月31日）
当中間会計期間末

（平成19年８月31日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   115,800 1.5  450,600 3.5 334,800  450,600 3.7

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  31,800   366,600    366,600   

資本剰余金合
計

  31,800 0.4  366,600 2.8 334,800  366,600 3.0

３．利益剰余金            

(1）利益準備金  21,000   21,000    21,000   

(2）その他利益
剰余金

           

別途積立金  330,000   330,000    330,000   

繰越利益剰
余金

 552,007   377,759    726,957   

利益剰余金合
計

  903,007 12.1  728,759 5.6 △174,248  1,077,957 8.9

株主資本合計   1,050,607 14.0  1,545,959 11.9 495,351  1,895,157 15.6

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  187 0.0  1,778 0.0 1,591  240 0.0

評価・換算差額
等合計

  187 0.0  1,778 0.0 1,591  240 0.0

純資産合計   1,050,795 14.0  1,547,737 11.9 496,942  1,895,398 15.6

負債純資産合計   7,492,033 100.0  12,968,673 100.0 5,476,639  12,141,464 100.0
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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）

対前中間期
比

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   7,130,966 100.0  3,965,748 100.0 △3,165,217  14,705,883 100.0

Ⅱ　売上原価   5,592,471 78.4  3,142,598 79.2 △2,449,873  11,802,567 80.3

売上総利益   1,538,494 21.6  823,150 20.8 △715,344  2,903,316 19.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  951,616 13.4  1,191,196 30.1 239,579  1,924,652 13.0

営業利益又は
営業損失
（△）

  586,877 8.2  △368,045 △9.3 △954,923  978,663 6.7

Ⅳ　営業外収益 ※２  16,858 0.2  8,858 0.2 △7,999  46,330 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※３  66,932 0.9  139,614 3.5 72,682  176,135 1.2

経常利益又は
経常損失
（△）

  536,803 7.5  △498,801 △12.6 △1,035,605  848,858 5.8

Ⅵ　特別損失   141 0.0  － － △141  141 0.0

税引前中間
（当期）純利
益又は税引前
中間純損失
（△）

  536,662 7.5  △498,801 △12.6 △1,035,464  848,716 5.8

法人税、住民
税及び事業税

 219,113   409    380,852   

法人税等調整
額

 29,187 248,300 3.5 △186,432 △186,022 △4.7 △434,323 4,552 385,405 2.6

中間（当期）
純利益又は中
間純損失
（△）

  288,361 4.0  △312,778 △7.9 △601,140  463,311 3.2
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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
評価・換
算差額等

純資産合
計

資本金

資本剰余
金

利益剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金資本準備

金
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２月28日残高（千円） 115,800 31,800 21,000 230,000 390,646 641,646 789,246 78 789,324

中間会計期間中の変動額          

利益処分による役員賞与     △27,000 △27,000 △27,000  △27,000

別途積立金の積立て    100,000 △100,000 － －  －

中間純利益     288,361 288,361 288,361  288,361

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

       109 109

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － 100,000 161,361 261,361 261,361 109 261,470

平成18年８月31日残高（千円） 115,800 31,800 21,000 330,000 552,007 903,007 1,050,607 187 1,050,795

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
評価・換
算差額等

純資産合
計

資本金

資本剰余
金

利益剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金資本準備

金
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19年２月28日残高（千円） 450,600 366,600 21,000 330,000 726,957 1,077,957 1,895,157 240 1,895,398

中間会計期間中の変動額          

  剰余金の配当     △36,420 △36,420 △36,420  △36,420

中間純損失     △312,778 △312,778 △312,778  △312,778

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

       1,538 1,538

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － △349,198 △349,198 △349,198 1,538 △347,660

平成19年８月31日残高（千円） 450,600 366,600 21,000 330,000 377,759 728,759 1,545,959 1,778 1,547,737
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

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２月28日　残高
（千円）

115,800 31,800 31,800 21,000 230,000 390,646 641,646 789,246

事業年度中の変動額         

新株の発行 334,800 334,800 334,800    － 669,600

利益処分による役員賞与   －   △27,000 △27,000 △27,000

別途積立金の積立て   －  100,000 △100,000 － －

当期純利益   －   463,311 463,311 463,311

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）

334,800 334,800 334,800 － 100,000 336,311 436,311 1,105,911

平成19年２月28日　残高
（千円）

450,600 366,600 366,600 21,000 330,000 726,957 1,077,957 1,895,157

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18年２月28日　残高
（千円）

78 78 789,324

事業年度中の変動額    

新株の発行  － 669,600

 利益処分による役員賞与  － △27,000

別途積立金の積立  － －

当期純利益  － 463,311

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

162 162 162

事業年度中の変動額合計
（千円）

162 162 1,106,073

平成19年２月28日　残高
（千円）

240 240 1,895,398
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年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．資産の評価基準及び評価

方法

 

(1）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

    同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

 

 

 

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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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）

 

 

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 

 

 

(2）たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不動

産

個別法による原価法

(2）たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不動

産

同左

(2）たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不動

産

同左

 

 

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

 

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　10年～22年

器具及び備品　　６年

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

 建物　　　　　10年～22年

 器具及び備品　５年～15年

(1）有形固定資産

  定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　10年～22年

器具及び備品　　６年

 

 

(2）無形固定資産

　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）による定額法によってお

ります。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方法

 

 

(1）株式交付費

支出時に全額費用として処理して

おります。

(2）社債発行費

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

支出時に全額費用として処理して

おります。

(2）社債発行費

支出時に全額費用として処理して

おります。

４．引当金の計上基準

 

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、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

　従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額のうち当中間会計期間

負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額のうち当事業年度負担

額を計上しております。

 

 

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

付債務（自己都合退職による中間

期末要支給額）を計上しておりま

す。

(3）退職給付引当金

同左

(3）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（自己都合退職による期末要支

給額）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）

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

６．ヘッジ会計の方法

 

(1）ヘッジ会計の方法

　当中間会計期間にヘッジ会計を

適用した金利スワップについては、

特例処理の要件を充たしているた

め、特例処理によっております。

 

        ────── 

(1）ヘッジ会計の方法

　当事業年度にヘッジ会計を適用

した金利スワップについては、特

例処理の要件を充たしているため、

特例処理によっております。

 

 

(2）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

 

　

 

(2）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　　　

 

 

(3）ヘッジ方針

　金利変動リスクのヘッジと資金

調達コストの軽減のため、対象債

務の範囲内でヘッジを行っており

ます。

 

　　　

(3）ヘッジ方針

　金利変動リスクのヘッジと資金

調達コストの軽減のため、対象債

務の範囲内でヘッジを行っており

ます。

 

 

 

 

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　特例処理の要件を充たしている

ため、有効性の評価を省略してお

ります。

 

 

 

 

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　特例処理の要件を充たしている

ため、有効性の評価を省略してお

ります。

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

　なお、控除対象外消費税等につい

ては、発生年度の費用として処理し

ております。

　また、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。

消費税等の会計処理

同左 

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

　なお、控除対象外消費税等につい

ては、発生年度の費用として処理し

ております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年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。これによる損益に

与える影響はありません。

 　　　　　──────

　

（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。これによる損益に

与える影響はありません。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間会計期間より「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は、1,050,795千円であります。　

　なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については改正

後の中間財務諸表等規則により作成し

ております。

　　　  　 ──────

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （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）を適用しておりま

す。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は、1,895,398千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については改正後の財務諸表等

規則により作成しております。

　　　　　　────── （固定資産の減価償却方法の変更）

　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。

　これによる損益に与える影響は軽微

であります。

──────

追加情報

　該当事項はありません。 
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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）

当中間会計期間末
（平成19年８月31日）

前事業年度末
（平成19年２月28日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 5,751千円  8,648千円  7,106千円

※２　担保提供資産と対応債務

(1）担保提供資産

※２　担保提供資産と対応債務

(1）担保提供資産

※２　担保提供資産と対応債務

(1）担保提供資産

現金及び預金 90,853千円

（定期預金）  

たな卸資産 3,085,746千円

(仕掛販売用不動産)

合計 3,176,600千円

たな卸資産 9,350,313千円

(販売用不動産・仕掛販売用不動産)

合計 9,350,313千円

たな卸資産 4,534,470千円

(販売用不動産・仕掛販売用不動産)

合計 4,534,470千円

(2）対応債務 (2）対応債務 (2）対応債務

短期借入金 708,500千円

１年内返済予定長期

借入金
2,684,000千円

長期借入金 419,000千円

合計 3,811,500千円

短期借入金 3,740,000千円

１年内返済予定長期

借入金
5,649,300千円

長期借入金 220,000千円

合計 9,609,300千円

短期借入金 344,000千円

１年内返済予定長期

借入金
1,460,000千円

長期借入金 3,405,000千円

合計 5,209,000千円

　３　保証債務

　下記の子会社のリース債務に対して、

次のとおり債務保証を行っております。

　３　保証債務

　下記の子会社のリース債務に対して、

次のとおり債務保証を行っております。

　３　保証債務

　下記の子会社のリース債務に対して、

次のとおり債務保証を行っております。

㈱総和コミュニティ 1,229千円 ㈱総和コミュニティ 768千円 ㈱総和コミュニティ 999千円

　 　下記の子会社の金融機関からの借入に

対して、次のとおり債務保証を行ってお

ります。

　㈱総和コミュニティ　　  87,500千円

 

　

 また、マンション購入顧客の住宅ローン

に係る抵当権設定登記が完了するまでの

間、当社は実行された住宅ローン債務を

保証しており、当中間期末における保証

債務残高は、856,600千円であります。

 

 また、マンション購入顧客の住宅ローン

に係る抵当権設定登記が完了するまでの

間、当社は実行された住宅ローン債務を

保証しており、当中間期末における保証

債務残高は、454,000千円であります

 

 また、マンション購入顧客の住宅ローン

に係る抵当権設定登記が完了するまでの

間、当社は実行された住宅ローン債務を

保証しており、当事業年度末における保

証債務残高は、1,925,200千円であります。

 ※４

　　　　──────

 　　　

 

 

 

 　　

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ※４　財務制限条項等

  ロータリーパレスくぬぎ山（以下、「本

物件」という）のプロジェクト資金とし

てクレディ・スイス・プリンシパル・イ

ンベストメンツ・リミテッド東京支店よ

り借入を行っている短期借入金2,400,000

千円については、下記の財務制限条項等

が付されております。なお、下記の条項

に抵触した場合、貸付人の請求により当

社は契約に基づく当社の一切の債務につ

いて期限の利益を失う可能性があります。

a.最低本物件売却件数  

  当社は、本物件につき次に記載する期

日までに最低本物件売却件数以上の件数

の販売契約を締結し、かつ、当該売却件

数分の売却代金全額を集金口座に入金す

る。 

　2007年11月末日までに24件  

  2008年２月末日までに48件  

  2008年５月末日までに72件  

  2008年８月29日までに96件  

b.EBITDAテスト   

  各財務数値判定日（注）におけるEBITDA

割合を次に示す数値を維持する。 

　2008年２月の財務数値判定日　20以下

  2008年５月の財務数値判定日　８以下

  2008年８月の財務数値判定日　７以下

 ※４  

 　　　　 ──────
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前中間会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間会計期間末
（平成19年８月31日）

前事業年度末
（平成19年２月28日）

  EBITDA割合とは、財務数値判定日の属

する暦月の前月末日に終了する12ヶ月間

を計算期間とする試算表の期末有利子負

債額を、当該試算表の税引前当期純利益、

支払金利（融資手数料を含む。）減価償

却費の合計額で除した数値を意味する。

ｃ.インタレスト・カバレッジ・レシオテ

スト    

　各財務数値判定日におけるインタレス

ト・カバレッジ・レシオを次に示す数値

に維持する。   

2008年２月の財務数値判定日　1.2以上

2008年５月の財務数値判定日  2.6以上

2008年８月の財務数値判定日  3.0以上

  インタレスト・カバレッジ・レシオと

は、財務数値判定日の属する暦月の前月

末日に終了する12ヶ月間を計算期間とす

る試算表における元利金返済前キャッシュ

フローを対応する利息支払額で除した数

値を意味する。

d.預金残高テスト   

　本契約締結日以降、本貸付金債権の完

済に至るまでの全期間につき、何らの担

保的な拘束がなく、即時引出可能である

借入人名義の全預金口座の預金残高を

200,000千円以上に維持する。   

（注）財務数値判定日とは、２月、５月

及び８月の各15日を意味する。

（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　減価償却実施額 　１　減価償却実施額 　１　減価償却実施額

有形固定資産 1,326千円

無形固定資産 132千円

有形固定資産 1,541千円

無形固定資産 152千円

有形固定資産 2,681千円

無形固定資産 291千円

※２　営業外収益のうち重要なもの ※２　営業外収益のうち重要なもの ※２　営業外収益のうち重要なもの

受取利息 136千円

不動産取得税還付金 13,072千円

受取利息 1,262千円

不動産取得税還付金 　4,625千円

受取利息 785千円

不動産取得税還付金 13,072千円

※３　営業外費用のうち重要なもの ※３　営業外費用のうち重要なもの ※３　営業外費用のうち重要なもの

支払利息 46,591千円

融資手数料 14,647千円

支払利息 105,698千円

融資手数料 31,837千円

支払利息 117,966千円

融資手数料 32,933千円
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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）

    自己株式の種類及び株式数に関する事項

　    該当事項はありません。

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）

    自己株式の種類及び株式数に関する事項

　    該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

    自己株式の種類及び株式数に関する事項

　    該当事項はありません。
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（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）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の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

(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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資産 17,634 7,685 9,949

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資産 32,227 12,013 20,214

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

有形固定資産 17,634 9,647 7,986

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 3,950千円

１年超 6,445千円

合計 10,396千円

１年内 6,234千円

１年超 14,468千円

合計 20,703千円

１年内 4,038千円

１年超 4,404千円

合計 8,442千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(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 2,172千円

減価償却費相当額 1,962千円

支払利息相当額 260千円

支払リース料 2,684千円

減価償却費相当額 2,365千円

支払利息相当額 351千円

支払リース料 4,344千円

減価償却費相当額 3,925千円

支払利息相当額 479千円

(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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(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

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．

        ──────

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 2,232千円

１年超 930千円

合計 3,162千円

１年内 2,046千円

１年超 －千円

合計 2,046千円

（有価証券関係）

 　 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。

 

（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）

―――――― ――――――

 

 

 

 

　　　　　 ――――――

６．その他
　該当事項はありません。
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