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（百万円未満切捨て） 

１．19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）経営成績                     （％表示は対前年中間期増減率） 
 営業収益 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

  百万円  ％ 
１，４７７   (0.1) 
１，４７５  (14.6) 

百万円   ％
  ５４２   (9.3)

    ４９６  (22.9)

百万円   ％
  ５８６   (7.1)

    ５４８  (23.5)

百万円   ％ 
３５９   (9.0) 
３２９  (12.7) 

1 9 年 ３ 月 期 ３，０６５  (11.7) １，０７０  (25.1) １，１８７  (25.5) ７０３  (21.4) 

 
 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 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円 銭
15,865     16
72,787     97

円 銭
――――――――
――――――――

1 9 年 ３ 月 期 155,189     07 ――――――――

 
（２）財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円
  ３，８１８    
３，３４５    

百万円
  ２，８２５    
２，４０７ 

％ 
７４．０     
７２．０ 

円 銭
124,750    84
531,567    03

1 9 年 ３ 月 期 ３，５５２ ２，７１２ ７６．４ 598,729    07

(参考) 自己資本 19年９月中間期   2,825百万円  18年９月中間期   2,407百万円  19年３月期    2,712百万円 

 
（３）キャッシュ･フローの状況 
 営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 
投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期  末  残  高 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円
６０２    
３８７  

百万円
△４１     
△２ 

百万円 
△１８１   
△１３５ 

百万円
     ２，６２３   

２，３５７ 

1 9 年 ３ 月 期 ５８０ △１７２ △２７１ ２，２４４ 

 
 
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 
 
19年３月期 

円 銭
30,000   00

円 銭
40,000   00

円 銭 
70,000   00 

20年３月期（実績） 7,500   00

20年３月期（予想） 7,500   00

 
15,000   00 

 
 
 
３．20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は対前期増減率） 
 営業収益 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 ３，２９０  (7.3) １，２０５  (12.6) １，２７０  (6.9) ７５０  (6.7) 33,112   58
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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原則・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 ・ 無 
② ①以外の変更                有 ・ 無 
〔（注）詳細は、19ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。〕 

 
（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９月中間期 22,650株 18年９月中間期 4,530株 19年３月期 4,530株 
② 期末自己株式数         19年９月中間期       -株 18年９月中間期   -株 19年３月期   -株 

（注）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、31ページ「１株当たり
情報」をご覧ください。 

 

 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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業績 

     当上半期の我が国の経済は、好調な企業業績に牽引され一部に弱さがみられるものの全般的

には回復基調にあります。具体的には個人消費が底堅く推移し設備投資や輸出も引き続き増加

基調にあり雇用所得も緩やかに増加してきました。 

 

一方住宅・不動産業界におきましては分水嶺に差しかかっているという表現に集約されます。 

即ち、昨年久々に新築住宅の着工戸数が過去10年来の 高を記録し今年年初には住宅ブームの

再来が期待されました。然しながら、消費税や金利の引き上げなどの駆け込み需要はなくなり、

改正建築基準法の混乱による建築確認の大幅な遅れが発生し、更に米国のサブプライム問題に

端を発した住宅購入希望者の購買意欲の変化により業界の動向については必ずしも楽観できな

いという意見が多く聞こえるようになって参りました。 

 

上記のような経済・社会環境のもと、当社は中堅規模の不動産会社に対し、センチュリー21と

いう確かなブランド力や経営者、営業マン向けの卓越した教育・研修並びに先進の情報化システ

ムを提供して構造転換への舵取りをして参りました。 

 

 当上半期中に52店舗の新規加盟があり、平成19年９月末時点の加盟店数は796店舗になりまし

た（内訳：首都圏449店、関西圏251店、中部圏52店、九州圏44店）。売買部門は、全国平均で

取扱物件単価、成約件数ともほぼ前年並みでした。また賃貸部門は、成約件数は前年並みでし

たが、取扱単価が前年比109%と増加しました。その結果、サービスフィー収入は前年同期比

4.9%の増加となりました。また、加盟金収入とその他についてはそれぞれ前年同期比18.8%、

24.8%の減少となりました。 

その結果、営業収益は1,477百万円（前年同期比0.1%増）、営業利益は542百万円（同9.3%増）、 

経常利益は586百万円（同7.1%増）、中間純利益は359百万円（同9.0%増）を計上することができ 

ました。 

 

②販売の状況 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）における加盟店数の地域別 

及び営業収益の収入別・地域別内訳を示すと、以下の通りであります。 

  (単位：店) 

地域別 新規加盟店数 退店(解約)数 中間期末加盟店数 前年同期比(％) 

首都圏 ２８ １１ ４２２ １０７．１ 

関西圏 ２１  ５ ２２０ １１７．６ 

中部圏 ６ １ ４０ １２５．０ 

九州圏  ６  ０  ４２ １１６．７ 

合 計 ６１ １７ ７２４ １１１．６ 
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     (単位：千円) 

 地域別 ｻｰﾋﾞｽﾌｨｰ 前年同期比 加盟金 前年同期比 手数料 前年同期比 営業収益合計 前年同期比

首都圏   856,780 109.5%  72,525  83.1%  95,655  136.0% 1,024,961 109.0% 

関西圏   281,430 126.6% 40,833 107.1% 21,702 257.1%  343,966 127.9% 

中部圏   50,157 112.9% 11,200 509.1% 5,530 217.7% 66,888 136.1% 

九州圏    25,092 129.8%   8,250  100.0%   6,094  338.1%    39,436  134.2% 

合計 1,213,460 113.5% 132,808  97.8% 128,983 155.2% 1,475,252  114.6% 

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
2. 上記サービスフィー収入に対する全加盟店の平成18年９月期地区別総取扱高、総取扱件数および総受取 
  手数料は、以下の通りであります。 
 

(単位：千円／件) 

 首都圏 関西圏 中部圏 九州圏 合計 

総取扱高 228,910,235 71,334,019 14,615,965      5,470,370 320,330,589

総取扱件数 108,625 18,435 4,185          3,514 134,759

総受取手数料 14,043,578 4,545,178 804,876         365,377 19,759,009

 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）における加盟店数の地域別 

及び営業収益の収入別・地域別内訳を示すと、以下の通りであります。 

  (単位：店) 

地域別 新規加盟店数 退店(解約)数 中間期末加盟店数 前年同期比(％) 

首都圏 ２８ １０ ４４９ １０６．４ 

関西圏 １９  ７ ２５１ １１４．１ 

中部圏   ４ ０ ５２ １３０．０ 

九州圏  １  ２  ４４ １０４．８ 

合 計 ５２ １９ ７９６ １０９．９ 

 
     (単位：千円) 

 地域別 ｻｰﾋﾞｽﾌｨｰ 前年同期比 加盟金 前年同期比 手数料 前年同期比 営業収益合計 前年同期比

首都圏   883,905 103.2%  64,250  88.6%  66,783   69.8% 1,014,939  99.0% 

関西圏   288,284 102.4% 34,875 85.4% 21,361  98.4%  344,520 100.2% 

中部圏   66,190 132.0%  7,200  64.3% 3,762 68.0%  77,152 115.3% 

九州圏    34,114 136.0%   1,500   18.2%   5,059   83.0%    40,674  103.1% 

合計 1,272,494 104.9% 107,825  81.2%  96,967  75.2% 1,477,286  100.1% 

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
2. 上記サービスフィー収入に対する全加盟店の平成19年９月期地区別総取扱高、総取扱件数および総受取 
  手数料は、以下の通りであります。 
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(単位：千円／件) 

 首都圏 関西圏 中部圏 九州圏 合計 

総取扱高 237,830,482  67,867,645 19,271,100      7,915,290 332,884,518

総取扱件数 100,049 25,063 5,013          6,876 137,001

総受取手数料 14,442,800 4,644,229 1,051,852         521,077 20,659,960

 
 

当下半期につきましては、引き続き企業収益や個人消費が順調に推移し我が国の景気については

緩やかに拡大を続けて行くという見方が大半を占めております。然しながら、サブプライムローン

問題で揺れているアメリカ経済や原油価格の動向が日本経済に与える影響については注意深く見て

ゆく必要があります。 

不動産業界におきましては都心の地価の高騰は漸く小康状態を見せ始めてきたものの、賃貸住宅

の賃料が徐々に下落傾向を示してきております。金融機関による不動産・住宅関連業者への融資締

付けも厳しくなってきております。  

このような経営環境の中、当社といたしましては引き続き質の高い研修やＩＴ、広告関連の充実

した営業支援サービスを間断なく加盟店に提供して行くことにより一層の業務向上を図りたいと存

じます。 

 

かかる状況において通期の業績見通しにつきましては、期初の予想通り、営業収益は3,290百万

円（前期比7.3%増）、営業利益1,205百万円（同12.6%増）経常利益1,270百万円（同6.9%増）並びに

当期純利益は750百万円（同6.7%増）を見込んでおります。   
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（２）財政状態に関する分析 

  ①資産、負債及び純資産の状況 

（イ） 資産 

流動資産は、前事業年度末に比べて10.6%増加し、3,043百万円となりました。これは 

主として現金及び預金と関係会社預け金の合計で379百万円増加したことによります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べて、3.0%減少し、775百万円となりました。 

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて7.5%増加し、3,818百万円となりました。 

（ロ） 負債 

流動負債は、前事業年度末と比べて、21.7%増加し、784百万円となりました。これは 

主として預り金の増加によるものであります。 

 固定負債は、前事業年度末と比べて、6.8%増加し、208百万円となりました。 

この結果、負債合計は前事業年度末に比べて、18.3%増加し、993百万円となりました。 

（ハ） 純資産 

純資産合計は、前事業年度末に比べて、4.2%増加し、2,825百万円となりました。主な 

要因は中間純利益により359百万円増加したこと、期末配当として181百万円の支出をし 

たこと及びその他有価証券評価差額金が64百万円減少したことです。 

②キャッシュ・フローの状況 

   当中間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、高水準であっ 

た税引前中間純利益により、前事業年度末に比べ379百万円増加(16.9%増)し、当中間会計期 

間末には2,623百万円となりました。 

（イ） 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当中間会計期間における営業活動の結果得られた資金は、602百万円（前中間会計期間比 

214百万円増）となりました。これは、主として預り金と税引前中間純利益の増加による 

ものであります。 

（ロ） 投資活動によるキャッシュ・フロー 

  当中間会計期間における投資活動に使用された資金は、41百万円（同38百万円増）となり 

ました。これは、主として固定資産の取得による支出によるものであります。 

（ハ） 財務活動によるキャッシュ・フロー 

  当中間会計期間における財務活動に使用された資金は、181百万円（同45百万円増）とな 

りました。これは、すべて配当金の支出によるものであります。 
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 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 第21期 

平成15年 

９月中間期

第22期 

平成16年 

９月中間期

第23期 

平成17年 

９月中間期

第24期 

平成18年 

９月中間期 

第25期 

平成19年 

９月中間期

自己資本比率（％）   73.0    70.6   69.7    72.0    74.0 

時価ベースの自己資本

比率（％） 
153.1 306.9 293.6 392.7 255.0 

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ（倍） 
3,780.6 3,059.4 2,927.6 967.5 2,817.6 

（注） 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 

    インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

    1.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

    2.営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキ 

ャッシュ・フローを使用しております。利払いについては、キャッシュ・フ 

ロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社の株主の皆様に対する利益配分につきましては、一定の配当性向に基づき、安定的な配

当を継続して実施することを基本方針としております。当社の業務の特性と致しまして有力な

資産は人的資源とブランドエクイティーであり、設備や事業に対しての大きな投資はありませ

ん。完全な Low Risk and Middle Return のビジネスモデルになっております。平成19年11月

に１株につき7,500円の中間配当金を行い、平成20年３月期の１株当たり年間配当は15,000円と

する予定であります。 

 

  （４）事業等のリスク 

当社の経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のよう 

なものがあります。 

  ①業績の変動要因 

当社は収益の源泉である営業収益のほぼ全てを加盟店から受け取る歩合制のサービスフィー

収入と新規加盟時の加盟金並びに５年毎の契約更新時の更新料を含む加盟金に依存しておりま

す。従いまして、当社の営業収益は直接的には加盟店数と１店当たりサービスフィー収入に左

右されることになります。しかしながら、１店当たりサービスフィー収入につきましては中古

住宅流通市場を中心とした不動産市況、地価動向、金利水準、住宅税制、大手不動産仲介業者

との競争など外部環境の影響を受ける可能性があります。 
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②フランチャイズ展開 

現在、首都圏、関西圏、中部圏及び九州圏においてセンチュリー21フランチャイズシステム

を運営しております。基本方針としては、経営者の事業意欲及び適格性、周辺地域の市場性な

どを十分に審査し、加盟を認める厳選主義を採っております。しかし、今後は業績が低水準に

止まっている既存加盟店については新規加盟店と入れ替える政策も促進していく考えでありま

す。上記の地域内においても、また、これら以外の地域においても、センチュリー21フランチ

ャイズシステムの展開運営余地は、未だ多くあるものと考えておりますが、首都圏の一部地域

など既存加盟店との距離制限（400メートルルール）に制約されたり、新規加盟にあたって近

接する既存加盟店との調整が必要な場合もあり、店舗展開が必ずしも当社の計画どおりに進ま

ない可能性があります。 

 

③加盟店が受ける法規制 

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

「建築基準法」などの規制があります。当社の加盟店は不動産仲介業者としてそれらの規制を

受けており、「宅地建物取引業法」に基づく免許を取得して不動産の売買または賃貸の仲介、

受託販売等の業務を行っております。 

   当社では新規加盟にあたって宅地建物取引業法の違反履歴や経営者の風評を含めた適格性を

審査しているほか、当社内に「お客様相談室」を設置して、顧客クレームに直接対応するなど

加盟店の法令遵守及び是正指導に十分留意しております。しかし、一部の加盟店における法令

違反や顧客クレーム等がセンチュリー21グループ全体の信用やイメージを損なうような事態に

発展した場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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2. 企業集団の状況 

（1）企業集団の事業の内容 

 

当社は、アメリカのセンチュ

リー21・リアルエステートＬ

ＬＣとのサブフランチャイ

ズ契約に基づいて、日本国内

の不動産業店舗を加盟店と

してセンチュリー21 フラン

チャイズシステムを運営す

るサブフランチャイザー（日

本本部）であり、加盟店から

加盟金、出来高制のサービス

フィーを受け取っておりま

す。 

当社の具体的な事業体系は

右記のフローチャートの通

りです。なお、当社は、直営

の不動産店舗を一切保有し

ておらず、傘下の加盟店はす 

べて独立・自営の運営形態を

取っております。

  

■広告・広報活動 

テレビ、ラジオをはじめとする

各種媒体を活用して、センチュ

リー21 ブランドの認知度向上

を図っております。また、店舗

用看板、名刺などに統一性を持

たせ、ブランドの信用力を強化

することで、加盟店の業績向上

を支援しております。 

■IT 推進活動 

お客様の使いやすさに重点をお

いたインターネット上の不動産

物件情報サイトの充実をはじめ、

センチュリー21 グループ独自

のエクストラネット「21 net」

の開発など、中堅不動産業者が

個々での対応が難しい IT の展

開をサポートしております。 

■研修・教育活動 

経営者から中間管理職、新入社

員まで、それぞれのニーズに合

わせた 10 数種類のプログラム

を用意しております。法律、税

制、査定など、不動産取引に関

連した専門知識はもちろん、実

務に役立つ研修を実施しており

ます。

 (2)関係会社の状況 

 当社が株式を保有する関係会社はありません。

 

■取引図 

サービスフィーの支払 

加盟金、 
サービスフィーの支払 

サブフランチャイズ契約（永久/日本国内） 

フランチャイズ契約 
（5 年更新） 

拠出金 

広
告
・
広
報
活
動
等
に
支
出 

不動産仲介手数料等の支払 
住宅等の購入代金の支払 

センチュリー21・リアルエステート
ＬＬＣ 

（国際本部） 

当  社
（日本本部） 

広告基金 
（管理者:当社） 

加盟店（不動産業者） 
（19/9 期末 796 店） 

顧 客 

■フィールド・サービス活動 
加盟店の経営者への助言や、 
営業社員への表彰制度など、 
日々のフィールドサービス 
（スーパーバイズ活動）を 
通して加盟店をバックアッ 
プしております。 
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３.  経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

  当社の企業理念は、各地域に深く根付いた多くの加盟店を通じて、不動産仲介業務を世界共通

の“Century 21”というロゴマークの下に、厳しい行動基準と高い倫理観を持って運営し、店

舗数においてもお客様へのサービスの質においても常に業界のリーダーであるという自負と自

覚を持って広く社会に貢献しようとするものであります。過去 24 年間にわたり積み上げてきた

お客様からの厚い信頼と、高い評価を今後とも維持・向上させて行く所存であります。その為

にも私たちは加盟店の全営業社員の研修に磨きをかけ、お客様の声にじっくり耳を傾けること

によって、サービスの原点を常に見つめ直し、時代の変化やお客様の要望に沿ったサービスを

提供することをグループ全体の統一基準としております。 

 

(2) 目標とする経営指標 

営業収益については年率８％、経常利益・当期純利益については年率 10%の伸びにより、総資

産利益率 (ROA) 及び 自己資本利益率(ROE)の一層の向上を目指しております。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

  当社の事業は「センチュリー21 ネットワーク規模の拡大（加盟店募集業務）」と「加盟店業績

向上の為の業務支援サービス（教育・研修など）」に大別され、これらの事業を両輪として業務

拡大に努めて行く所存であります。具体的には、平成 22 年度までに、加盟店ネットワークを

1,000 店舗体制、加盟店営業員数を 10,000 名、加盟店営業員一人当たり年間売上高を 15 百万

円、お客様の利用意向度を 20％にすることを目指しております。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

  当社が今後中長期的戦略を実行して行く為に対処すべき課題としては、下記の事項を考えてお

ります。 

  ① 新規地域進出を含め、更なる加盟店ネットワーク規模の拡大（加盟店の積極的募集活動）。 

  ② 加盟店の業務支援サービス（特に教育・研修）の拡充と向上。 

  ③ お客様の利便性を追及して物件情報開示システム等の IT 化の更なる促進。 

  ④ 各種広告、広報活動を通じたセンチュリー21 ブランドイメージの更なる向上とブランドイ

メージに見合ったお客様の現場での利用意向度向上。 
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４．中間財務諸表等 

①中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

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   2,357,256 173,453  2,244,164

２ 営業未収入金   357,197 386,450  442,414

３ 関係会社預け金   ― 2,450,000  ―

４ その他   112,995 85,391  119,738

 貸倒引当金   △59,037 △51,756  △53,319

流動資産合計   2,768,412 82.8 3,043,538 79.7  2,752,998 77.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１  74,094 2.2 80,971 2.1  76,244 2.1

２ 無形固定資産   44,544 1.3 43,510 1.1  34,860 1.0

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   275,517 437,517  547,317

(2) その他   266,435 303,600  227,533

 貸倒引当金   △84,003 △90,166  △86,726

投資その他の資産 
合計 

  457,949 13.7 650,951 17.1  688,124 19.4

固定資産合計   576,588 17.2 775,433 20.3  799,228 22.5

資産合計   3,345,000 100.0 3,818,971 100.0  3,552,226 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

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 営業未払金   111,591 106,815  121,828

２ 未払法人税等   231,795 259,264  273,632

３ 預り金   235,556 235,511  23,962

４ 賞与引当金   55,000 52,000  52,000

５ その他 ※２  128,438 130,865  172,904

流動負債合計   762,382 22.8 784,456 20.5  644,328 18.1

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金   41,453 48,250  44,895

２ 役員退職慰労引当金   51,766 64,716  59,945

３ リフォーム保障   
引当金 

  81,399 95,941  90,815

固定負債合計   174,619 5.2 208,908 5.5  195,655 5.5

負債合計   937,001 28.0 993,364 26.0  839,984 23.6

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   517,750 15.5 517,750 13.6  517,750 14.6

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金   168,570 168,570  168,570

資本剰余金合計   168,570 5.0 168,570 4.4  168,570 4.7

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金   30,724 30,724  30,724

(2) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金   1,700,997 2,116,520  1,938,374

利益剰余金合計   1,731,721 51.8 2,147,244 56.2  1,969,098 55.5

株主資本合計   2,418,041 72.3 2,833,564 74.2  2,655,418 74.8

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  △10,043 △7,958  56,823

評価・換算差額等 
合計 

  △10,043 △0.3 △7,958 △0.2  56,823 1.6

純資産合計   2,407,998 72.0 2,825,606 74.0  2,712,242 76.4

負債純資産合計   3,345,000 100.0 3,818,971 100.0  3,552,226 100.0
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②中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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 営業収益   1,475,252 100.0 1,477,286 100.0  3,065,685 100.0

Ⅱ 営業原価   419,644 28.4 374,265 25.3  807,293 26.3

営業総利益   1,055,608 71.6 1,103,021 74.7  2,258,392 73.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   559,247 38.0 560,571 38.0  1,187,936 38.8

営業利益   496,360 33.6 542,450 36.7  1,070,456 34.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  52,177 3.6 44,555 3.0  119,563 3.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  416 0.0 222 0.0  2,119 0.0

経常利益   548,121 37.2 586,783 39.7  1,187,900 38.7

税引前中間(当期) 
純利益 

  548,121 37.2 586,783 39.7  1,187,900 38.7

法人税、住民税 
及び事業税 

 205,000 244,000 474,000 

法人税等調整額  13,392 218,392 14.8 △16,562 227,438 15.4 10,894 484,894 15.8

中間(当期)純利益   329,729 22.4 359,345 24.3  703,006 22.9
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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４月１日 至 平成18年９月30日) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 517,750 168,570 168,570

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 ― ― ―

 利益処分による役員賞与 ― ― ―

 中間純利益 ― ― ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― ―

平成18年９月30日残高(千円) 517,750 168,570 168,570

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 
株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 30,724 1,532,167 1,562,892 2,249,212

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 ― △135,900 △135,900 △135,900

 利益処分による役員賞与 ― △25,000 △25,000 △25,000

 中間純利益 ― 329,729 329,729 329,729

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― 168,829 168,829 168,829

平成18年９月30日残高(千円) 30,724 1,700,997 1,731,721 2,418,041

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) △3,317 △3,317 2,245,895

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 ― ― △135,900

 利益処分による役員賞与 ― ― △25,000

 中間純利益 ― ― 329,729

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△6,726 △6,726 △6,726

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△6,726 △6,726 162,103

平成18年９月30日残高(千円) △10,043 △10,043 2,407,998
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当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高(千円) 517,750 168,570 168,570

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 ― ― ―

 中間純利益 ― ― ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― ―

平成19年９月30日残高(千円) 517,750 168,570 168,570

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 
株主資本合計 

平成19年３月31日残高(千円) 30,724 1,938,374 1,969,098 2,655,418

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 ― △181,200 △181,200 △181,200

 中間純利益 ― 359,345 359,345 359,345

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― 178,145 178,145 178,145

平成19年９月30日残高(千円) 30,724 2,116,520 2,147,244 2,833,564

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 56,823 56,823 2,712,242

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 ― ― △181,200

 中間純利益 ― ― 359,345

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△64,781 △64,781 △64,781

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△64,781 △64,781 113,363

平成19年９月30日残高(千円) △7,958 △7,958 2,825,606
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 517,750 168,570 168,570

事業年度中の変動額 

 利益処分による役員賞与 - - -

 剰余金の配当 - - -

 当期純利益 - - -

 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) - - -

平成19年３月31日残高(千円) 517,750 168,570 168,570

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 
株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 30,724 1,532,167 1,562,892 2,249,212

事業年度中の変動額  

 利益処分による役員賞与(注)１ - △25,000 △25,000 △25,000

 剰余金の配当(注)２ - △271,800 △271,800 △271,800

 当期純利益 - 703,006 703,006 703,006

 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) - 406,206 406,206 406,206

平成19年３月31日残高(千円) 30,724 1,938,374 1,969,098 2,655,418

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) △3,317 △3,317 2,245,895

事業年度中の変動額 

 利益処分による役員賞与 - - △25,000

 剰余金の配当 - - △271,800

 当期純利益 - - 703,006

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

60,141 60,141 60,141

事業年度中の変動額合計(千円) 60,141 60,141 466,347

平成19年３月31日残高(千円) 56,823 56,823 2,712,242

（注）１．内訳は以下のとおりであります。 

     平成18年６月22日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

   ２．平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目  135,900千円 

     平成18年10月27日の取締役会決議による中間配当額  135,900千円 
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④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４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31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 

  

１ 税引前中間(当期)純利益  548,121 586,783 1,187,900

２ 減価償却費  21,070 19,526 41,474

３ 賞与引当金の増減額 
(減少：△) 

 △5,000 ― △8,000

４ 退職給付引当金の増減額 
(減少：△) 

 △6,224 3,355 △2,782

５ 役員退職慰労引当金の増 
減額(減少：△) 

 △18,477 4,771 △10,298

６ リフォーム保障引当金の増 
減額(減少：△) 

 11,587 5,126 21,004

７ 貸倒引当金の増減額 
(減少：△) 

 12,678 1,877 9,683

８ 受取利息及び受取配当金  △39,971 △32,276 △94,853

９ 支払利息  400 213 1,330

10 有形固定資産除却損  ― 48 131

11 営業債権の増減額 
(増加：△) 

 66,341 52,089 △35,328

12 前払費用の増減額 
(増加：△) 

 △1,456 980 △3,039

13 その他流動資産の増減額 
(増加：△) 

 △6,100 △3,550 △1,110

14 営業債務の増減額 
(減少：△) 

 △12,163 △15,012 △1,926

15 未払金の増減額 
(減少：△) 

 711 △33,607 32,926

16 未払費用の増減額 
(減少：△) 

 △14,120 1,500 △5,120

17 未払消費税等の増減額 
(減少：△)   

 △4,892 △12,402 3,666

18 預り金の増減額 
(減少：△) 

 ― 215,044 ―

19 その他流動負債の増減額 
(減少：△) 

 101,550 △1,025 △110,352

20 役員賞与の支払額  △25,000 ― △25,000

小計  629,056 793,441 1,000,306

21 利息及び配当金の受取額  39,971 67,199 94,853

22 利息の支払額  △400 △213 △1,330

23 法人税等の支払額  △280,936 △258,368 △513,099

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 387,691 602,059 580,729
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前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31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 

  

１ 貸付金の回収による収入  10,853 870 11,430

２ 有形固定資産の取得 
  による支出 

 △4,123 △15,109 △15,419

３ 無形固定資産の取得 
  による支出 

 △8,900 △17,842 △10,605

４ 投資有価証券の取得 
  による支出 

 ― ― △158,466

５ 差入保証金の支出  △1,003 △9,488 △1,299

６ 差入保証金の回収 
  による収入 

 590 ― 1,545

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △2,583 △41,570 △172,814

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 配当金の支払額  △135,900 △181,200 △271,800

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △135,900 △181,200 △271,800

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
(減少：△) 

 249,207 379,288 136,114

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 2,108,049 2,244,164 2,108,049

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 2,357,256 2,623,453 2,244,164
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間会計期間末日の市場価格

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 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 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 資産の評価基準及び評価方法 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

決算期末日の市場価格に基づ

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 

  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。 

    建物附属設備  ３～18年 

    工具器具備品  ２～20年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(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 

旧定率法によっております。

  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。 

    建物附属設備  ３～18年 

 工具器具備品  ２～20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、当中間会計期間から、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。 

 これによる当中間会計期間の損

益に与える影響は僅少でありま

す。 

（追加情報） 

 当中間会計期間から、平成19年

３月31日以前に取得したものにつ

いては、償却可能限度額まで償却

が終了した翌年から５年で均等償

却する方法によっております。 

 当該変更に伴う損益に与える影

響は、僅少であります。 

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。 

    建物附属設備  ３～18年

工具器具備品  ２～20年
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前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (2) 無形固定資産 

   ソフトウエア(自社利用)につ

いては、社内における見込利用

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 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

実績率による計算額を、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。 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同  左 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同  左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員に対する賞与の支払に

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 

従業員に対する賞与の支払に備

えるため、支給見込額のうち当期

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

め当期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。 

(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

当期末における自己都合要支給額

の100％相当額を計上しておりま 

す。 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく中間期末要支給額の

100％相当額を引当計上しており

ます。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同  左 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく期末要支給額の100％

相当額を引当計上しておりま

す。 

(5) リフォーム保障引当金 

賃貸人の退去リフォーム保障

の費用に備えるため、退去リフ

ォーム保障規程に基づく中間期

末要支給額の100％相当額を引当

計上しております。 

(5) リフォーム保障引当金 

同  左 

(5) リフォーム保障引当金 

賃貸人の退去リフォーム保障

の費用に備えるため、退去リフ

ォーム保障規程に基づく期末要

支給額の100％相当額を引当計上

しております。 
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前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ 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。 

４ リース取引の処理方法 

同  左 

４ リース取引の処理方法 

同  左 

５ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

  中間キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引出し可

能な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなります。 

５ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同  左 

５ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)

は、手許現金、随時引出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなります。 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の処理方法 

  消費税等は、税抜方式により処

理しております。 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

同  左 

 

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

  消費税等の処理方法 

  同  左 
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会計方針の変更 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間会計期間より「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、純資産の部と同額でありま

す。 

―――――――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当事業年度から「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。 

従来の資本の部の合計に相当する金

額は、純資産の部と同額でありま

す。 

なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日) 

（中間貸借対照表） 

  前中間会計期間において独立科目で掲記していた 

長期貸付金（当中間期末残高9,231千円）及び固定化

営業債権（当中間期末残高72,345千円）は、重要性

が乏しいため投資その他の資産の「その他」に含め 

て表示しております。 

 

―――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書） 

 前中間会計期間において、「営業活動によるキャ 

ッシュ・フロー」の「その他流動負債の増減額」に 

含めていた「預り金の増減額」（173,872千円）は、

キャッシュ・フローの状況をより明瞭に表示するた 

め、当中間会計期間から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９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

146,659千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

157,309千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

147,374千円

※２ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、金額的重要性

が乏しいため、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

※２ 消費税等の取扱い 

   同  左 

   ―――――― 

 
 

(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 5,453千円

受取配当金 34,518千円

研修教材販売 
収入 

11,423千円

 
 

受取利息 4,975千円

受取配当金 27,300千円

研修教材販売 
収入 

10,834千円

 
 

受取利息 12,464千円

受取配当金 82,388千円

研修教材販売 
収入 

19,995千円

事務手数料収入 4,076千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 400千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 213千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 1,330千円
 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 8,590千円

無形固定資産 12,356千円
 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 10,333千円

無形固定資産 9,192千円
 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 17,605千円

無形固定資産 23,745千円
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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４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 4,530 ― ― 4,530 
 
 

２ 自己株式に関する事項 
 
該当事項はありません。 
 

３ 新株予約権等に関する事項 
    該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月22日 
定時株主総会 

普通株式 135,900 30,000 平成18年３月31日 平成18年６月23日

 

 (2) 基準日が当中間会計期間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 

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18年10月27日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 135,900 30,000 平成18年９月30日 平成18年12月１日

 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 4,530 18,120 ― 22,650
 
(注)平成19年４月１日付をもって普通株式１株を５株に分割しております。 

２ 自己株式に関する事項 
 
該当事項はありません。 
 

３ 新株予約権等に関する事項 
    該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月21日 
定時株主総会 

普通株式 181,200 40,000 平成19年３月31日 平成19年６月22日

 

 (2) 基準日が当中間会計期間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 

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10月26日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 169,875 7,500 平成19年９月30日 平成19年11月30日
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 4,530 - - 4,530 
 
 

２ 自己株式に関する事項 
該当事項はありません。 
 

３ 新株予約権等に関する事項 
    該当事項はありません。 
 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月22日 
定時株主総会 

普通株式 135,900 30,000 平成18年３月31日 平成18年６月23日

平成18年10月27日 
取締役会 

普通株式 135,900 30,000 平成18年９月30日 平成18年12月１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翌事業年度となるもの 

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6月21日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 181,200 40,000 平成19年３月31日 平成19年６月22日
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(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４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 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９月30日) 

 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９月30日)

 現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

(平成19年３月31日)

現金及び 
預金勘定 

2,357,256千円

現金及び 
現金同等物 

2,357,256千円

  

現金及び 
預金勘定 
関係会社 
預け金 

173,453千円

2,450,000千円

現金及び 
現金同等物 

2,623,453千円

  

現金及び 
預金勘定 

2,244,164千円

現金及び 
現金同等物 

2,244,164千円
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株式会社センチュリー２１・ジャパン（8898）平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

 

(リース取引関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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 

工具器具備品 11,532千円

ソフトウエア 20,950千円

合  計 32,482千円
 

  取得価額相当額 

工具器具備品 3,425千円

ソフトウエア 20,950千円

合  計 24,375千円
 

  取得価額相当額 

工具器具備品 11,957千円

ソフトウエア 20,950千円

合  計 32,907千円
 

  減価償却累計額相当額 

工具器具備品 10,209千円

ソフトウエア 1,745千円

合  計 11,955千円
 

  減価償却累計額相当額 

工具器具備品 970千円

ソフトウエア 5,935千円

合  計 6,906千円
 

  減価償却累計額相当額 

工具器具備品 8,923千円

ソフトウエア 3,840千円

合  計 12,764千円
 

  中間期末残高相当額 

工具器具備品 1,323千円

ソフトウエア 19,204千円

合  計 20,527千円
 

  中間期末残高相当額 

工具器具備品 2,454千円

ソフトウエア 15,014千円

合  計 17,468千円
 

  期末残高相当額 

工具器具備品 3,034千円

ソフトウエア 17,109千円

合  計 20,143千円
 

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 5,421千円

１年超 15,367千円

合計 20,788千円
 

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 4,770千円

１年超 13,127千円

合計 17,897千円
 

 ② 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 4,951千円

１年超 15,533千円

合計 20,485千円
 

 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 3,106千円

減価償却費相当額 2,831千円

支払利息相当額 327千円
 

 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 2,661千円

減価償却費相当額 2,437千円

支払利息相当額 338千円
 

 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 6,474千円

減価償却費相当額 5,890千円

支払利息相当額 768千円
 

 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、

残存価額をゼロとする定額法に

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。 

 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 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

        １．時価のある主な有価証券 

区分 

 

取得原価 

（千円） 

 

中間貸借対照表計上額

（千円） 

 

差額 

（千円） 

その他有価証券 

株式 

 

283,422 

 

266,400 

 

△17,022 

 

    ２．時価評価されていない主な有価証券 

内容 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 

 

9,117 

 

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

        １．時価のある主な有価証券 

区分 

 

取得原価 

（千円） 

 

中間貸借対照表計上額

（千円） 

 

差額 

（千円） 

その他有価証券 

株式 

 

 441,888 

 

428,400 

 

△13,488 

 

    ２．時価評価されていない主な有価証券 

内容 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 

 

9,117 
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前事業年度末(平成19年３月31日) 

        １．時価のある主な有価証券 

区分 

 

取得原価 

（千円） 

 

貸借対照表計上額 

（千円） 

 

差額 

（千円） 

その他有価証券 

株式 

 

441,888 

 

 538,200 

 

96,311  

    ２．時価評価されていない主な有価証券 

内容 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 

 

   9,117 

 

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

(持分法損益等) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当社は関連会社がありませんので、記載をしておりません。 

 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

当社は関連会社がありませんので、記載をしておりません。 

 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

当社は関連会社がありませんので、記載をしておりません。 

 

 

 

 

 

 



― 30 ― 

株式会社センチュリー２１・ジャパン（8898）平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

 

(ストック・オプション等関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

(企業結合等関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

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４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 531,567.03円

 

１株当たり純資産額 124,750.84円

 

１株当たり純資産額 598,729.07円

 

１株当たり中間純利益 72,787.97円

 

１株当たり中間純利益 15,865.16円

 

１株当たり当期純利益 155,189.07円

 

 

 当社は、平成19年４月１日付で株式

１株につき５株の株式分割を行ってお

ります。当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情報

については、以下の通りであります。

 
前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産

額 

106,313円41銭

 

１株当たり当期純

利益 

14,557円59銭

１株当たり純資産

額 

119,745円81銭

 

１株当たり当期純

利益 

31,037円81銭

 

 

 

 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

２ 算定上の基礎 

     (1)１株当たり純資産額 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間貸借対照表の純資産の部の合計額 2,407,998千円 2,825,606千円 2,712,242千円

普通株式に係る純資産額 2,407,998千円 2,825,606千円 2,712,242千円

普通株式の発行済株式数 4,530株 22,650株 4,530株

１株当たり純資産の算定に用いられた

普通株式の数 
4,530株 22,650株 4,530株

 (2) １株当たり中間(当期)純利益金額 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間損益計算書上の中間(当期)純利益 329,729千円 359,345千円 703,006千円

普通株式に係る中間(当期)純利益 329,729千円 359,345千円 703,006千円

普通株式の期中平均株式数 4,530株 22,650株 4,530株
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(重要な後発事象) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 

 

 

 

当社は、平成19年２月26日開催の

取締役会において株式分割による新 

株式の発行を行う旨の決議をしており

ます。 

 当該株式分割の内容は、下記のとお

りであります。 

 １ 平成19年４月１日をもって平成

19年３月31日（ただし、当日は株主名

簿管理人の休日であるため、実質上は

平成19年３月30日）最終の株主名簿及

び実質株主名簿に記載又は記録された

株主の所有株式数を１株に付き５株の

割合をもって分割する。 

 ２ 分割により増加する株式数普通

株式18,120株  

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

の各数値はそれぞれ以下のとおりであ

ります。 

 

 

項目 

前事業年度 

(自 平成17年 

４月１日  至 

平成18年３月 

31日) 

当事業年度 

(自 平成18年

４月１日 至

平成19年３月

31日) 

1株当た

り純資 

産額 

 

1株当た

り当期 

純利益 

 

98,052円77銭 

 

 

 

24,458円40銭 

 

119,745円81銭

 

 

 

31,037円81銭

（注）潜在株式調整後1株当たり当期

純利益については、転換社債等潜在

株式が存在しないため、記載してお

りません。 
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