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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

（注）当中間連結会計期間は連結初年度にあたるため、平成18年９月中間期の数値及び対前年中間期増減率については記

載しておりません。

(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９月中間期 14,476 － 1,100 － 1,073 － 669 －

18年９月中間期 － － － － － － － －

19年３月期 5,216 － 282 － 125 － 157 －

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９月中間期 11.25 11.22

18年９月中間期 － －

19年３月期 3.49 3.47

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３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９月中間期 32,788 10,387 31.6 174.05

18年９月中間期 － － － －

19年３月期 24,168 9,819 40.6 164.79

（参考）自己資本 19年９月中間期 10,354百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 9,803百万円

(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９月中間期 △9,629 △270 10,893 2,810

18年９月中間期 － － － －

19年３月期 △11,718 △81 11,596 1,815

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３月期 － 2 　　00 2 　　00

20年３月期 － －
2 　　00

20年３月期（予想） － 2 　　00

３．平成20年３月期の連結業績予想（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）

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 24,350 366.8 1,500 432.3 1,200 857.2 800 411.1 13.45
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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　　　無

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９月中間期 59,486,462株 18年９月中間期 37,488,526株 19年３月期 59,487,662株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 9,724株 18年９月中間期 7,660株 19年３月期 8,524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、23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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 9,606 294.4 986 618.1 1,071 － 658 651.1

18年９月中間期 2,435 25.2 137 △67.4 86 △79.2 88 △71.3

19年３月期 5,135 － 275 － 136 － 167 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 11.06

18年９月中間期 2.34

19年３月期 3.72

(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９月中間期 17,883 10,387 57.9 174.04

18年９月中間期 9,545 5,269 55.2 140.54

19年３月期 15,497 9,830 63.3 164.97

（参考）　自己資本 19年９月中間期 10,353百万円 18年９月中間期 5,269百万円 19年３月期 9,814百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（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）

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 16,650 224.2 1,300 373.2 1,250 819.9 850 408.5 14.29

※　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、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。

なお、本日開示いたしました業績予想は、連結・個別ともに営業利益を修正いたしております。

上記業績予想に関連する事項につきましては、添付資料の３ページ「１．経営成績（1）経営成績の分析」をご参照

ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（当中間期の経営成績） 

当中間期の当社グループの経営成績は、売上高14,476百万円、営業利益1,100百万、経常利益1,073百万円、中間純

利益669百万円となりました。前年同期は非連結の決算でしたので、比較が可能な個別経営成績でその伸長を測りま

すと、売上高が3.9倍、営業利益が7.2倍、経常利益が12.5倍、純利益が7.5倍となっております。

セグメント別成績につきましては、売上高は、不動産事業が14,250百万円（総売上の98.4％）、生活関連事業が

225百万円（同1.6％）となりました。営業利益は、不動産事業が1,106百万円、生活関連事業が△5百万円でございま

す。

不動産関連事業の営業成績の内訳は次の通りでございます。

販売事業が、売上高13,473百万円（前年同期比580.8％増）、売上総利益1,435百万円（同564.3％増）となりまし

た。賃貸事業が、売上高656百万円（前年同期比412.5％増）、売上総利益241百万円（同249.3％増）となりました。

その他流動化事業等が、売上高121百万円（前年同期比51.3％増）、売上総利益121百万円（同51.3％増）となりまし

た。

当中間期の業績に好影響をもたらしたと判断される要因は、「当社の上場ポストの不動産業への移動」、「子会社

の設立による営業エリアの拡大」、「資本増強の成功」、「大型開発の着手」、「新社長就任に伴う開発業を収益の

柱としていく経営方針の発表」、「中期経営計画の発表」、など前期から講じてきた様々な施策により、当社の認知

度と信頼感が飛躍的に向上し、仕入と販売の両面において好循環をもたらし在庫の回転率の向上につながったことで

ある、と判断いたしております。一方、悪影響をもたらしたと判断される要因は、いわゆるサブプライムローン問題

に端を発した金融情勢の変化の中で、買主の資金調達環境が悪化しつつあることである、と判断いたしております。

実際に販売計画に見直しを迫られた事例が発生いたしましたが、違約金等で回収し予定の利益は確保いたしました。

（当期の見通し）

当中間期経過時点における年間計画に対する進捗率は、すでに、売上高が年間計画の59.4％、営業利益が64.7％、

経常利益が83.6％、税引後純利益が83.6％となっております。これは、市場環境の変化を予想して、下半期販売予定

物件を繰り上げ売却し、当期利益の確定を前倒しさせたことによります。

通期見通しとしては、「計画のボリュームアップによる来期以降への販売計画の先送り」「資金回収の早期化を目

的とした匿名組合出資の売却」「買主都合による解約」などを原因とした減少要素と、「来期販売予定分の前倒し売

却」「計画外の期中購入・期中売却の成功」などを原因とした増加要素とが、ほぼ同額となる見通しで、最終的には

計画通りに推移するものと予想いたしております。ただし、一部の回収利益が営業外利益として計上されため、営業

利益は見直しをいたしますが、最終利益は予定通りです。

（中期経営計画の進捗状況）

当社の中期経営計画の目的は、現状の「既存物件を仕入れてそれに付加価値をつけて販売する」という収益の柱に、

「土地を仕入れて物件を企画・開発して販売する」という、もうひとつの収益の柱を育て、販売事業の利益率をさら

に高めていくことを目的としております。

設定期間は当期より３年間で、目標とする経営指標は、再来期の平成22年3月期に、1株当り純利益を23.6円以上に

して、ROEを10％以上とすることでございます。

来期の平成21年3月期の売上高目標は270億円です。当中間期経過時点で、このうちの200億円の開発に着手いたし

ております。再来期の平成22年3月期の売上高目標は450億円です。当中間期経過時点で、このうちの300億円の開発

に着手いたしております。非開発型の販売額が当期と同水準で推移すれば、計画は充分に達成可能であると判断いた

しております。

なお、当社グループは、物件の保有を目的にSPCやTMKを活用いたします。この連結の有無の判定次第では、売上高

が変動する可能性がございますが、利益計画には影響を及ぼしません。

(2）財政状態に関する分析

 当中間連結会計年度の総資産は、グループ全社で32,788百万円となり前年度末より8,620百万円増加しました。

 その主な内訳は、販売用信託受益権16,150百万円、販売用不動産6,822百万円、仕掛販売用不動産2,181百万円、営

 業投資有価証券1,680百万円等となっております。

 負債の総額は、22,400百万円となっております。その主な内訳は、短期借入金8,970百万円、長期借入金11,930百

万円等です。 

 また純資産は、10,387百万円となり前年度末より568百万円増加しました。これは当中間連結純利益の増加による

 ものであります。

当期の見通しにつきましては、新規連結による資産及び負債の増加を除き、不動産物件の期中購入と期中売却がほ

ぼ同額となる計画でありますので、財政状態に与える影響は軽微であると判断しております。
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 キャッシュ・フローの状況

 当中間連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、995百万円の増加と

 なりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりでした。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 営業活動によるキャッシュ・フローは、9,629百万円のマイナスとなりました。その主な要因は、販売用信託受

 益権の取得のための支出10,662百万円,販売用不動産の取得による支出780百万円,前渡金の増加による支出404百万

 円、支払利息の支払298百万円等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）

 投資活動によるキャッシュ・フローは270百万円のマイナスとなりました。その主な要因は、子会社の売却によ

 る支出181百万円、無形固定資産の取得による支出100百万円等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）

 財務活動によるキャッシュ・フローは、10,893百万円の増加となりました。その主な要因は、短期借入金の増加

 により14,540百万円、長期借入金の増加により3,627百万円増加いたしましたが、短期借入金の返済2,370百万円や

 長期借入金の返済4,793百万円の減少によるものであります。

当社のキャッシュ・フローのトレンドは下記のとおりであります。

 平成20年３月中間期 平成19年３月期

 自己資本比率（％） 31.6 40.6

 時価ベースの自己資本比率（％） 31.6 55.1

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ － －

 なお当社グループは、前会計年度の中間決算期においては、連結決算を行っておりません。

 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

 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います。

 （注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式総数をベースに計算しています。

 （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。なお営業キャッシュ・フローがマイナス

となっておりますので、キャッシュフロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは表示して

おりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主の皆様に対する利益配分を最重要課題のひとつと考えております。今後は健全な財務体質の維持・

向上を基本としながら、安定的配当を維持するため、利益の蓄積に努めてまいります。

　また当社は、役員及び従業員に対してストックオプション（新株予約権）を付与しており、スタッフの志気向上

や優秀な人材を確保することが業績向上に寄与し、それが株主様への利益の拡大に繋がるという考えで制度を導入

しております。

当連結会計年度における配当金につきましては、純資産の充実を図るため中間配当はこれを行わず、期末配当 

 金につきましては、1株当たり2円を予定しております。
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２．企業集団の状況
 当社企業集団は、当社及び100％子会社2社、当社が保有する不動産物件における特別目的会社（ＳＰＣ)9社で構成され、

不動産の賃貸、売買、開発事業を主な内容とする事業活動を展開しております。

　なお、特別目的別会社はいずれも連結子会社であります。

 （１）不動産関連事業

 　当社が賃貸事業、売買事業、また、将来の賃貸・売買・流動化を目的とした開発事業を行っております。

 　①不動産賃貸事業　　　…　事務所用ビル、マンション等の賃貸・運営をしております。

 　②不動産売買事業　　　…　事務所用ビル、マンション等の売買をしております。

 　③不動産流動化事業　　…　将来の証券化を目的として信託受益権を保有するSPCに対して、匿名組合出資を行ってお

ります。

 　④不動産開発事業　　　…　不動産市場や用地等の幅広い情報収集、調査、企画分析を行い、更に価値ある土地に活用

できるよう最良のプランをプロデュースしております。

 （２）生活関連事業

 　①繊維事業　　　　　　…　絹撚糸・合繊撚糸の加工販売等をしております。

 　②セキュリティ事業　　…　建物等侵入防止用ウインドウフィルムの輸入販売・施工等をしております。

 　③保険事業　　　　　　…　㈱損保ジャパン及びアメリカンファミリー生命保険商品の販売を行っております。
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 　事業の系図は次のとおりであります。　　

 

賃貸 販売 開発 

販売 

代理店 
販売 

販売 

販売 

得

意

先 

販売 

出資 

 
不 動 産 関 連 事 業 

株式会社 上毛 

不動産賃貸 

不動産売買 

不動産流動化 

不動産開発 

生 活 関 連 事 業 

（セキュリティ事業） 

防犯フィルム 

浄水器 

（保険事業） 

生命保険販売 

損害保険販売 

（繊維事業） 

絹撚糸 

合繊撚糸 

繊維製品 

株式会社プラネット投資 

有限会社ティオマン 

（受益権保有） 

有限会社ローランド 

（マスターレッシー） 

合同会社エイチ 

       ピーティ・ワン 

（受益権保有） 

合同会社エイチ 

       ピーティ・エム 

（マスターレッシー） 

有限責任中間法人 

エイチピーティ・ワン 

有限責任中間法人 

ティオマン 

出資 

拠出 出資 

出資 

（北堀江プロジェクト） 

（札幌プロジェクト） 
賃貸 

有限責任中間法人 

J M 

合同会社ＪＭインベストメント 

（南堀江開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 

合同会社ＪＭ２インベストメント 

（望星ビル賃貸） 

出資 

株式会社北海道上毛 

開発 

企画 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

平成19年３月期決算短信（平成19年５月15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

略します。

(2）目標とする経営指標

平成19年３月期決算短信（平成19年５月15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

略します。

(3）中長期的な会社の経営戦略

平成19年３月期決算短信（平成19年５月15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

略します。

(4）会社の対処すべき課題

平成19年３月期決算短信（平成19年５月15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

略します。

上記の（1）～（4）の当該決算短信は、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.jyomo.co.jp/asp/ir03.asp

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
当中間連結会計期間末

（平成19年9月30日）

前連結会計年度の要約連結貸借対照表

（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

（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 ※１  3,090,560   2,107,591  

２．受取手形及び売掛金   66,870   82,759  

３．有価証券   277   276  

４．たな卸資産   49,384   58,542  

５．販売用不動産 ※１  6,822,173   6,042,238  

６．仕掛販売用不動産 ※１  2,181,423   3,063,576  

７．販売用不動産信託受益権 ※１  16,149,550   9,438,478  

８．営業投資有価証券   1,680,121   984,186  

９．その他   1,656,592   1,135,862  

貸倒引当金   △11,362   △11,489  

流動資産合計   31,685,588 96.6  22,902,020 94.8

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※１ 396,662   415,274   

(2）機械及び運搬具  5,723   4,357   

(3）工具器具備品  8,483   9,709   

(4）土地 ※１ 171,293 582,160  171,293 600,633  

２．無形固定資産        

(1）のれん  154,593   88,213   

(2）その他  5,716 160,308  6,852 95,064  

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  203,746   329,053   

(2）長期前払費用  91,264   181,113   

(3）その他  107,981   103,677   

　　貸倒引当金  △42,945 360,046  △43,245 570,597  

固定資産合計   1,102,514 3.4  1,266,294 5.2

資産合計   32,788,102 100.0  24,168,314 100.0
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当中間連結会計期間末

（平成19年9月30日）

前連結会計年度の要約連結貸借対照表

（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

（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   146,403   149,558  

２．短期借入金 ※１  8,970,000   100,000  

３．一年以内返済予定長期借入金 ※１  454,560   300,104  

４．未払法人税等   414,323   22,663  

５．賞与引当金   9,418   3,133  

６．役員賞与引当金   24,500   －  

７．その他   240,089   119,142  

流動負債合計   10,259,293 31.3  694,602 2.9

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※１  11,475,558   12,796,356  

２．預り敷金・保証金   479,459   596,131  

３．退職給付引当金   27,861   25,523  

４．役員退職慰労引当金   64,222   142,246  

５．再評価に係る繰延税金負債   88,360   88,360  

６．繰延税金負債   5,948   5,661  

固定負債合計   12,141,409 37.0  13,654,277 56.5

負債合計   22,400,702 68.3  14,348,879 59.4

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   5,487,759 16.7  5,487,759 22.7

２．資本剰余金   3,829,147 11.7  3,829,147 15.8

３．利益剰余金   908,499 2.8  358,013 1.5

４．自己株式   △2,620 △0.0  △2,362 △0.0

株主資本合計   10,222,785 31.2  9,672,558 40.0

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金   762 0.0  340 0.0

２．土地再評価差額金   130,353 0.4  130,353 0.5

評価・換算差額等合計   131,116 0.4  130,693 0.5

Ⅲ　新株予約権   33,499 0.1  16,184 0.1

純資産合計   10,387,400 31.7  9,819,435 40.6

負債純資産合計   32,788,102 100.0  24,168,314 100.0

        

（注）当中間連結会計期間は連結初年度にあたるため、前中間連結会計期間の数値及び増減金額は記載しておりません。
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(2) 中間連結損益計算書

  

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の

要約連結損益計算書

（自　平成18年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

（％）

Ⅰ　売上高   14,475,911 100.0  5,216,035 100.0

Ⅱ　売上原価   12,606,781 87.1  4,207,266 80.7

売上総利益   1,869,131 12.9  1,008,768 19.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  768,857 5.3  726,979 13.9

営業利益   1,100,273 7.6  281,789 5.4

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  939   1,634   

２．受取配当金  1,079   2,418   

３．違約金収入  222,977   －   

４．その他  22,990 247,985 1.7 1,395 5,447 0.1

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  206,504   110,580   

２．支払手数料  65,455   15,661   

３．その他  3,284 275,243 1.9 35,624 161,865 3.1

経常利益   1,073,015 7.4  125,371 2.4

Ⅵ　特別利益        

１．投資有価証券売却益  12,000   －   

２．違約金収入  －   25,000   

３．投資有価証券評価損戻入益  －   18,699   

４．その他  1,079 13,079 0.1 1,000 44,699 0.8

Ⅶ　特別損失        

１．投資有価証券評価損  28,020   －   

２．固定資産除去損  8,753   30   

３．減損損失  － 36,773 0.3 7,102 7,132 0.1

税金等調整前中間（当期）純利益   1,049,321 7.2  162,938 3.1

法人税、住民税及び事業税   396,162 2.7  6,419 0.1

少数株主損失   16,302 0.1  － －

中間（当期）純利益   669,461 4.6  156,519 3.0

        

（注）当中間連結会計期間は連結初年度にあたるため、前中間連結会計期間の数値及び増減金額は記載しておりません。
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高（千円） 5,487,759 3,829,147 358,013 △2,362 9,672,558

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △118,975  △118,975

中間純利益   669,461  669,461

自己株式の取得    △258 △258

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）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

  550,485 △258 550,228

平成19年９月30日　残高（千円） 5,487,759 3,829,147 908,499 △2,620 10,222,785

評価・換算差額等

　　新株予約権 　　純資産合計
　その他有価証券
　　評価差額金

土地再評価差額金
　　評価・換算
　　差額等合計

平成19年３月31日　残高（千円） 340 130,353 130,693 16,184 9,819,435

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △118,975

中間純利益     669,461

自己株式の取得     △258

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）

422 － 422 17,315 17,737

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

422 － 422 17,315 567,965

平成19年９月30日　残高（千円） 762 130,353 131,116 33,499 10,387,400
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年４月１日　残高（千円） 3,243,759 1,607,147 288,473 △2,027 5,137,352

連結会計年度中の変動額

新株の発行 2,244,000 2,222,000   4,466,000

剰余金の配当　（注）   △74,978  △74,978

役員賞与　（注）   △12,000  △12,000

当期純利益   156,519  156,519

自己株式の取得    △335 △335

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

2,244,000 2,222,000 69,541 △335 4,535,206

平成19年３月31日　残高（千円） 5,487,759 3,829,147 358,013 △2,362 9,672,558

評価・換算差額等

　　新株予約権 　　純資産合計
　その他有価証券
　　評価差額金

土地再評価差額金
　　評価・換算
　　差額等合計

平成18年４月１日　残高（千円） 267 130,353 130,621 ― 5,267,973

連結会計年度中の変動額

新株の発行     4,466,000

剰余金の配当　（注）     △74,978

役員賞与　（注）     △12,000

当期純利益     156,519

自己株式の取得     △335

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

72 － 72 16,184 16,256

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

72 － 72 16,184 4,551,462

平成19年３月31日　残高（千円） 340 130,353 130,693 16,184 9,819,435

 　（注）平成18年6月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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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
当中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結キャッ

シュ・フロー計算書

（自 平成18年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）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前中間（当期）純利益  1,049,321 162,938

減価償却費  19,903 32,917

のれん償却額  33,620 21,561

役員退職慰労引当金の増減額（減少額:△）  △78,024 25,973

受取利息及び受取配当金  △2,018 △4,052

支払利息  206,504 110,580

売上債権の増減額（増加額:△）  15,889 △447

販売用不動産の増減額（増加額:△）  △779,935 △1,557,449

仕掛販売用不動産の増減額（増加額:△）  882,153 △3,063,576

販売用不動産信託受益権の増減額（増加額:△）  △10,661,732 △4,202,667

営業投資有価証券の増減額（増加額:△）  △217,964 △2,644,536

前渡金の増減額（増加額:△）  △404,000 △334,910

仕入債務の増減額（減少額:△）  △3,156 65,169

預り敷金・保証金の増減額（減少額:△）  △116,671 499,176

その他  727,599 △461,336

小計  △9,328,510 △11,350,657

利息及び配当金の受取額  2,024 4,227

利息の支払額  △297,716 △391,969

違約金収入  ― 25,000

不正事故損失金の回収による収入  ― 1,000

法人税等の支払額  △4,734 △5,802

営業活動によるキャッシュ・フロー  △9,628,936 △11,718,201

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △8,761 △23,766

無形固定資産の取得による支出  △100,000 △778

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による

支出
※２ △180,765 －

敷金及び保証金の差入による支出  △20,099 △8,617

敷金及び保証金の戻入による収入  15,514 187

その他  24,465 △48,394

投資活動によるキャッシュ・フロー  △269,646 △81,348
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当中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結キャッ

シュ・フロー計算書

（自 平成18年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）

    

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  14,540,000 1,020,000

短期借入金の返済による支出  △2,370,000 △5,840,000

長期借入れによる収入  3,627,000 13,156,000

長期借入金の返済による支出  △4,793,342 △1,111,209

株式の発行による収入  ― 4,445,130

自己株式の取得による支出  △258 △335

配当金の支払額  △110,086 △73,192

財務活動によるキャッシュ・フロー  10,893,313 11,596,394

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少額:△）  994,732 △203,156

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,815,267 1,999,408

Ⅵ　新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高  － 19,014

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※１ 2,809,998 1,815,267

    

（注）当中間連結会計期間は連結初年度にあたるため、前中間連結会計期間に係る中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。前

中間会計期間に係る中間キャッシュ・フロー計算書については、31、32ページを参照下さい。
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(5）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
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数　　11社

主要な連結子会社の名称

株式会社北海道上毛

株式会社プラネット投資

有限責任中間法人ティオマン

有限会社ティオマン

有限会社ローランド

有限責任中間法人エイチピー

ティ・ワン

合同会社エイチピーティ・ワン

合同会社エイチピーティ・エム

有限責任中間法人ＪＭ 

合同会社JMインベストメント 

合同会社JM2インメストメント 

株式会社北海道上毛他３社につい

ては、新規設立のため連結子会社

に含めております。

なお、有限責任中間法人四谷４

丁目開発、合同会社四谷４丁目開

発及び合同会社四谷４丁目キャピ

タルにつきましては、当中間連結

会計期間に新規設立された会社で

ありますが、持分を売却したため、

連結子会社から除外しております。

（1）連結子会社の数　　7社

主要な連結子会社の名称

株式会社プラネット投資

有限責任中間法人ティオマン

有限会社ティオマン

有限会社ローランド

有限責任中間法人エイチピー

ティ・ワン

合同会社エイチピーティ・ワン

合同会社エイチピーティ・エム

上記の連結子会社は、全て当連結

会計年度から連結の範囲に含めて

おります。 

（2）主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社はありません。

（2）主要な非連結子会社の名称等

　　　　　同左

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 該当事項はありません。

３．連結子会社の中間決算日（決

算日）等に関する事項

連結子会社の決算日は以下のとおりで

あります。

３月末日　　　　　　４社

８月末日　　　　　　１社

１月末日　　　　　　６社

８月末日を決算日とする㈱プラネッ

ト投資については、中間連結決算日現

在で実施した仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。

また、１月末日を決算日とする子会

社については、１月末日現在の財務諸

表を使用しております。ただし、中間

連結決算日までの期間に発生した重要

な取引については、連結上必要な調整

を行っております。

連結子会社の決算日は以下のとおりで

あります。

８月末日　　　　　　１社

１月末日　　　　　　６社

８月末日を決算日とする㈱プラネット

投資については、連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使用して

おります。

また、１月末日を決算日とする子会社

については、１月末日現在の財務諸表を

使用しております。ただし、連結決算日

までの期間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っておりま

す。

㈱上毛（3010）平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 15 －



項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法

①　有価証券

（イ）売買目的有価証券

時価法(売却原価は移動平均法に

より算定)を採用しております。

 

①　有価証券

（イ）売買目的有価証券

　　　　　同左

（ロ）満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用してお

ります。

 

（ロ）満期保有目的の債券

　　　　　同左

（ハ）その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は部分純資産

直入法により処理し、売却原価は総

平均法により算定）を採用しており

ます。

（ハ）その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は部分純資産直入

法により処理し、売却原価は総平均

法により算定）を採用しております。

時価のないもの

総平均法による原価法を採用して

おります。また、投資事業有限責任

組合出資金については当該投資事業

有限責任組合の直近の決算書の当社

持分割合で評価しております。

時価のないもの

　　　　　同左

 

 

 

 

②　たな卸資産 ②　たな卸資産

（イ）商品、製品、原材料、仕掛品

移動平均法による原価法を採用し

ております。

（イ）商品、製品、原材料、仕掛品

　　　　　同左

（ロ）販売用不動産、仕掛販売用不動産、

販売用不動産信託受益権

個別法による原価法を採用してお

ります。

（ロ）販売用不動産、仕掛販売用不動産、

販売用不動産信託受益権

　　　　　同左

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

①　有形固定資産

定率法を採用しております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物　　　　15～50年

機械装置　　５～14年

車両運搬具　２～５年

ただし、平成10年４月１日以降取得

の建物（附属設備を除く）については

定額法を採用しております。

①　有形固定資産

　　　　　同左

 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

 ③　長期前払費用

均等償却によっております。

③　長期前払費用

　　　　　同左
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

債権の貸倒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勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

①　貸倒引当金

　　　　　同左

②　賞与引当金

従業員の賞与金の支払に備えるため、

賞与支給見込額の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

従業員の賞与金の支払に備えるため、

賞与支給見込額の当連結会計年度負担

額を計上しております。

③　役員賞与引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるた

め内規に基づく当連結会計年度末要支

給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。

③　役員賞与引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるた

め内規に基づく当連結会計年度末要支

給額を計上しております。

④　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

の見込額に基づき当中間連結会計期間

末に発生していると認められる額を計

上しております。

④　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

の見込額に基づき計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に充てるた

め内規に基づく当中間連結会計期間末

要支給額を計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるた

め内規に基づく当連結会計年度末要支

給額を計上しております。

(4）その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための重要な事項

①　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっており、控除対象外消

費税及び地方消費税は、当中間連結会

計期間の費用として処理しております。

①　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっており、控除対象外消

費税及び地方消費税は、当連結会計年

度の費用として処理しております。

②　匿名組合出資金

匿名組合出資金のうち、証券取引法

第２条第２項により有価証券とみなさ

れるものについては「投資有価証券」

としております。このうち、営業に係

る投資有価証券については「営業投資

有価証券」として流動資産の部に計上

し、個別法によっております。

なお、営業投資有価証券については

分配された損益について営業損益に計

上するとともに同額を営業投資有価証

券に加減算することにより評価し、投

資有価証券については分配された損益

について営業外損益に計上するととも

に同額を投資有価証券に加減算するこ

とにより評価しております。

②　匿名組合出資金

　　　　　同左
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

③　不動産開発プロジェクトに係る借入

金利息の原価算入

不動産開発事業のプロジェクト毎に

個別に発生した借入金利息を原価に算

入することとしております。

a.対象開発プロジェクト

　開発の着工から工事完了までの期間

が２年以上かつ総事業費が10億円以上

のプロジェクト

b.利率

　個別の借入利率

c.借入期間

  借入期間は、正常な開発期間に及ぶ

ものであること。

d.当期算入額　 　 172,590千円

③　不動産開発プロジェクトに係る借入

金利息の原価算入

不動産開発事業のプロジェクト毎に

個別に発生した借入金利息を原価に算

入することとしております。

a.対象開発プロジェクト

　開発の着工から工事完了までの期間

が２年以上かつ総事業費が10億円以上

のプロジェクト

b.利率

　個別の借入利率

c.借入期間

  借入期間は、正常な開発期間に及ぶ

ものであること。

d.当期算入額　 　 37,878千円

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。

　　　　　同左

６．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項

のれん及び負ののれんの償却について

は、その効果の発現する期間を個別に見

積もり、償却期間を決定した上で均等償

却することとしております。

　　　　　同左

７．中間連結キャッシュ・フロー

計算書（連結キャッシュ・

フロー計算書）における資

金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。

　　　　　同左

追加情報

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（減価償却に関する当面の監査上の取扱い）

当中間連結会計期間から、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降取得の資産については、改正法人税法に

規定する償却方法により、減価償却費を計上しております。

これによる営業利益、経常利益および税金等調整前中間純利益への影響は軽微であります。

また、平成19年３月31日以前取得の資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得

価額の５％に到達した連結会計年度から、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しております。

これによる営業利益、経常利益および税金等調整前中間純利益への影響は軽微であります。
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(6）中間連結財務諸表に関する注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計期間末
（平成19年３月31日）

※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産   千円

 預金 51,000 

 販売用不動産 5,799,115 

 仕掛販売用不動産 1,917,670 

 販売用不動産信託受益権 16,149,550 

 建物 8,342 

 土地 125,968 

 計 24,051,644 

 担保付債務   

 短期借入金 8,970,000 

 長期借入金 11,442,226 

 一年以内返済予定の長期借

入金

437,892 

 計 20,850,119 

 担保に供している資産   千円

 預金 51,000 

 販売用不動産 4,756,828 

 仕掛販売用不動産 1,510,031 

 販売用不動産信託受益権 9,438,478 

 建物 8,534 

 土地 125,968 

 計 15,890,839 

 担保付債務   

 短期借入金 100,000 

 長期借入金 12,796,356 

 一年以内返済予定の長期借

入金

300,104 

 計 13,196,461 

（中間連結損益計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費及び金額は次

のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費及び金額は次

のとおりであります。

 給与手当 109,700 千円

 支払手数料 88,922 

 租税公課 88,523 

 役員退職慰労引当金繰入額 50,123 

 役員賞与引当金繰入額 24,500 

 賞与引当金繰入額 9,418 

 退職給付引当金繰入額 2,419 

 給与手当 137,307 千円

 役員賞与 97,041 

 租税公課 75,563 

 のれん償却額 21,561 

 貸倒引当金繰入額 14,750 

 賞与引当金繰入額 3,133 

 退職給付費用 3,622 

 役員退職慰労引当金繰入額 25,973 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

前連結会計年度末株

式数　　　　 （株）

当中間連結会計期間増

加株式数　 （株）

当中間連結会計期間減

少株式数　 （株）

当中間連結会計期間

末株式数 （株）

発行済株式     

普通株式 59,496,186 － － 59,496,186

合計 59,496,186 － － 59,496,186

自己株式     

普通株式（注） 8,524 1,200 － 9,724

合計 8,524 1,200 － 9,724

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,200株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２．新株予約権等に関する事項  

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間連結

会計期間末

残高

（千円）

前連結会計

年度末

当中間連結

会計期間

増加

当中間連結

会計期間

減少

当中間連結

会計期間末

提出会社
平成18年ストック・オプショ

ンとしての新株予約権 － 1,203,000 － 2,000 1,201,000 33,499

合計 － 1,203,000 － 2,000 1,201,000 33,499

３．配当に関する事項

 

（1）配当金支払額  

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)

１株当たり配当金

(円)
基準日 効力発生日

平成19年6月28日

定時株主総会
普通株式 118,975 2.00 平成19年3月31日 平成19年6月29日

㈱上毛（3010）平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 20 －



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の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

現金及び預金勘定 3,090,560 千円

信託預金 △223,561 

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △57,000 

現金及び現金同等物 2,809,998 

現金及び預金勘定 2,107,591千円

信託預金 △235,325 

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △57,000 

現金及び現金同等物 1,815,267 

※２　持分の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内容

持分の売却により連結子会社でなくなった有限責任中間

法人四谷４丁目開発、合同会社四谷４丁目開発、合同会社

四谷４丁目キャピタルの資産及び負債の内訳並びに持分の

売却価額と売却による支出との関係は次の通りであります。

流動資産 4,135,425千円

固定資産 832,485 

流動負債 △3,300,724 

固定負債 △1,664,153 

営業出資金売却益 968 

連結除外子会社持分の売却価額 4,000 

連結除外子会社の現金及び現金同等物の

残高
△184,765 

連結範囲の変更を伴う営業出資金の売却

による支出
180,765 

――――

（開示の省略）

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

する注記事項については、上記を除き中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略して

おります。
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（有価証券関係）

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日現在)

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）国債・地方債等 14,971 15,081 108

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 14,971 15,081 108

  ２．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 138,345 96,074 △42,271

(2）債権    

(3）その他 4,288 5,567 1,279

合計 142,633 101,641 △40,992

  ３．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  

ＭＭＦ 277

非上場株式 10,725

営業投資有価証券 1,680,121

その他 76,407

（開示の省略）

「リース取引関係」「有価証券関係（前連結会計年度末に関するもの）」「デリバティブ取引関係」「ストック・オプ

ション等関係」「企業結合等関係」に関する注記事項については中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考え

られるため開示を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

不動産関連事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

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

ｃ．海外売上高

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（１株当たり情報）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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株当たり純資産額

174円　05銭 164円　79銭

１株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純利益金額

11円　25銭 3円　49銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

11円　22銭 3円　47銭

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

下のとおりであります。

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

１株当たり中間(当期)純利益(千円)   

中間(当期)純利益(千円) 669,461 156,519

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) 669,461 156,519

普通株式の期中平均株式数(千株) 59,487 44,902

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額   

中間(当期)純利益調整額(千円) － －

普通株式増加数(千株) 166 212

うち新株予約権 (166) (212)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り中間(当期)純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式の概要

平成17年６月29日定時株主総

会決議新株予約権1,225個。

平成17年６月29日定時株主総

会決議新株予約権1,225個。
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（重要な後発事象）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当社は、平成19年９月12日開催の取締役会決議により下

記のとおり子会社の設立を決定いたしました。

＜子会社の概要＞

① 商号　　　        株式会社ジェイ・エイチ・エム

② 設立年月日　 　　 平成19年10月４日

③ 本店所在地　      東京都中央区銀座五丁目１番15号　

第一御幸ビル７階

④ 代表者　　　      柳森　利宣

⑤ 資本金　          1,000万円

⑥ 主な事業内容　    ホテル、飲食店、スポーツ施設の

経営並びに経営の受託

　当社は、平成19年４月２日開催の取締役会決議により下

記のとおり子会社の設立を決定いたしました。

＜子会社の概要＞

① 商号　　　   株式会社北海道上毛

② 設立年月日　 平成19年４月４日

③ 本店所在地　 札幌市中央区大通西七丁目1番1号

札幌パークフロントビル９階

④ 代表者名     代表取締役社長　阿部　裕二

代表取締役専務　木下　秀夫

⑤ 資本金　     1,000万円

⑥ 会社の目的　・不動産（宅地建物取引）業全般

・建設業全般

・前各号に付帯する一切の事業

当社は、平成19年９月12日開催の取締役会決議により、

アーライドマネジメント株式会社が第三者割当増資の形で

発行する新株を引受し、子会社化を決議いたしました。

＜子会社の概要＞

① 商号　　　        アーライドマネジメント株式会社

② 代表者　　　      小林　孝次

③ 本店所在地　      東京都中央区銀座八丁目14番14号

④ 主な事業内容　    オフィスビル・賃貸住宅の運営・

管理

⑤ 引受株式数　      200株

⑥ 引受価額の総額　  1,000万円

⑦ 払込期日　　　　  平成19年10月１日

⑧ 取得後の発行済株式総数

400株（取得後持分比率50％）

――――

当社は、平成19年11月１日開催の取締役会決議により、

株式会社快適計画の株式を取得し、子会社化することを決

定いたしました。

＜子会社の概要＞

① 商号　　　        株式会社快適計画

② 代表者　　　      田原　司

③ 本店所在地　      福岡県福岡市博多区中洲中島町４

番12号

④ 株式取得年月日　  平成19年11月１日

⑤ 主な事業内容　    不動産の売買、マンションの分譲

⑥ 資本金　          1,000万円

⑦ 発行済株式総数　  200株

⑧ 取得する株式の数　200株

⑨ 取得価額　　　　　7億2千万円

⑩ 取得後の持分比率  100％

――――
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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９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

対前中間期

比

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19年３月31日)

区分 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 803,095   2,074,929    1,687,636   

２　受取手形 23,552   14,501    16,695   

３　売掛金 59,306   52,334    66,064   

４　有価証券 26,485   277    276   

５　販売用不動産 5,203,204   6,822,173    6,042,238   

６　仕掛販売用不動産 －   2,181,423    3,063,576   

７　たな卸資産 819,814   49,384    58,542   

８　前渡金 －   1,158,910    754,910   

９　未収入金 501,581   133,659    3,047   

10　営業投資有価証券 736,759   4,003,295    2,290,449   

11　その他 288,323   337,535    407,279   

貸倒引当金 △35,762   △11,362    △11,489   

流動資産合計  8,426,357 88.3  16,817,058 94.0 8,390,701  14,379,224 92.8

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1) 建物 414,479   393,056    415,262   

(2) 機械装置 3,198   2,878    3,198   

(3) 土地 176,641   171,293    171,293   

(4) その他 6,846   10,316    10,881   

有形固定資産合計 601,164   577,543   △23,621 600,633   

２　無形固定資産           

(1) のれん 31,342   112,387    26,864   

(2) 営業権 ―   ―    ―   

(3) その他 7,641   5,716    6,852   

無形固定資産合計 38,983   118,103   79,120 33,716   

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 340,093   203,746    329,053   

(2) 破産債権、更生債
権その他これらに
準ずる債権

33,511   42,695    42,995   

(3) 敷金保証金 41,434   44,507    59,921   

(4) 長期前払費用 86,625   81,663    84,000   

(5) その他 10,707   40,779    10,760   

貸倒引当金 △33,761   △42,945    △43,245   

投資その他の資産合
計

478,608   370,444   △108,164 483,484   

固定資産合計  1,118,755 11.7  1,066,090 6.0 △52,665  1,117,833 7.2

資産合計  9,545,112 100.0  17,883,148 100.0 8,338,036  15,497,056 100.0
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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)

対前中間期

比

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19年３月31日)

区分 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 95,036   146,386    149,558   

２　短期借入金 200,000   1,870,000    100,000   

３　１年以内返済予定の
長期借入金

1,071,515   454,560    300,104   

４　賞与引当金 4,006   9,418    3,133   

５　役員賞与引当金 7,100   24,500    ―   

６　その他 146,466   505,420    93,433   

流動負債合計  1,524,123 16.0  3,010,283 16.8 1,486,160  646,230 4.2

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 2,393,330   3,933,558    4,361,356   

２　退職給付引当金 25,101   27,861    25,523   

３　役員退職慰労引当金 129,010   64,222    142,246   

４　預り敷金 115,689   371,544    403,026   

５　その他 88,553   88,877    88,590   

固定負債合計  2,751,683 28.8  4,486,062 25.1 1,734,379  5,020,742 32.4

負債合計  4,275,806 44.8  7,496,345 41.9 3,220,539  5,666,972 36.6

（純資産の部）           

 Ⅰ　株主資本           

 １　資本金  3,243,759 34.0  5,487,759 30.7 2,244,000  5,487,759 35.4

 ２　資本剰余金           

（1）資本準備金 1,607,147   3,829,147    3,829,147   

 資本剰余金合計  1,607,147 16.8  3,829,147 21.4 2,222,000  3,829,147 24.7

 ３　利益剰余金           

（1）利益準備金 11,300   11,300    11,300   

（2）その他利益剰余金 ―   ―    ―   

繰越利益剰余金 277,825   896,601    357,363   

 利益剰余金合計  289,125 3.0  907,901 5.1 618,776  368,663 2.4

 ４　自己株式  △2,146 △0.0  △2,620 △0.0 △474  △2,362 △0.0

 株主資本合計  5,137,885 53.8  10,222,188 57.2 5,084,302  9,683,208 62.5

 Ⅱ　評価・換算差額等           

 １　その他有価証券評価
差額金

 285 0.0  762 0.0 478  340 0.0

 ２　土地再評価差額金  130,353 1.4  130,353 0.7 0  130,353 0.8

 評価・換算差額等合計  130,638 1.4  131,116 0.7 478  130,693 0.8

 Ⅲ　新株予約権  782 0.0  33,499 0.2 32,717  16,184 0.1

 純資産合計  5,269,305 55.2  10,386,802 58.1 5,117,497  9,830,085 63.4

 負債純資産合計  9,545,112 100.0  17,883,148 100.0 8,338,036  15,497,056 100.0
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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)

対前中間

期比

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 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  2,435,343 100.0  9,605,908 100.0 7,170,565  5,135,014 100.0

Ⅱ　売上原価  1,982,044 81.4  8,057,035 83.9 6,074,991  4,199,434 81.8

売上総利益  453,299 18.6  1,548,873 16.1 1,095,574  935,580 18.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費  316,043 13.0  563,276 5.8 247,233  660,872 12.9

営業利益  137,256 5.6  985,597 10.3 848,341  274,708 5.3

Ⅳ　営業外収益  3,962 0.2  248,079 2.6 244,117  6,972 0.1

Ⅴ　営業外費用  55,477 2.3  162,426 1.7 106,949  145,796 2.8

経常利益  85,741 3.5  1,071,250 11.2 985,509  135,884 2.6

Ⅵ　特別利益  4,376 0.2  12,428 0.1 8,052  44,699 0.9

Ⅶ　特別損失  30 0.0  36,773 0.4 36,743  7,132 0.1

税引前中間(当期)純
利益

 90,087 3.7  1,046,904 10.9 956,817  173,451 3.4

法人税、住民税
及び事業税

 2,457 0.1  388,691 4.0   6,282 0.1

中間(当期)純利益  87,630 3.6  658,213 6.9 570,583  167,169 3.3
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
3,243,759 1,607,147 1,607,147 2,500 285,972 288,472 △2,027 5,137,352

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 （注）    8,800 △83,778 △74,978  △74,978

役員賞与 （注）     △12,000 △12,000  △12,000

中間純利益     87,630 87,630  87,630

自己株式の取得       △119 △119

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）
－ － － 8,800 △8,148 652 △119 533

平成18年９月30日　残高

（千円）
3,243,759 1,607,147 1,607,147 11,300 277,825 289,125 △2,146 5,137,885

  

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
267 130,353 130,621 － 5,267,973

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 （注）     △74,978

役員賞与 （注）     △12,000

中間純利益     87,630

自己株式の取得     △119

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額(純額)
17 － 17 782 799

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
17 － 17 782 1,332

平成18年９月30日　残高

（千円）
285 130,353 130,638 782 5,269,305

（注）平成18年６月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４月１日　至平成19年９月30日）  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰
余金

平成19年３月31日　残高

（千円）
5,487,759 3,829,147 3,829,147 11,300 357,363 368,663 △2,362 9,683,208

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当     △118,975 △118,975  △118,975

中間純利益     658,213 658,213  658,213

自己株式の取得       △258 △258

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）
－ － － － 539,238 539,238 △258 538,980

平成19年９月30日　残高

（千円）
5,487,759 3,829,147 3,829,147 11,300 896,601 907,901 △2,620 10,222,188

  

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
340 130,353 130,693 16,184 9,830,085

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当     △118,975

中間純利益     658,213

自己株式の取得     △258

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額(純額)
422 － 422 17,315 17,737

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
422 － 422 17,315 556,717

平成19年９月30日　残高

（千円）
762 130,353 131,116 33,499 10,386,802
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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４月１日　至　平成19年３月31日）  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

3,243,759 1,607,147 1,607,147 2,500 285,972 288,472 △2,027 5,137,352

事業年度中の変動額

新株の発行 2,244,000 2,222,000 2,222,000     4,466,000

利益準備金の積立（注）    8,800 △8,800 －  －

剰余金の配当（注）     △74,978 △74,978  △74,978

役員賞与（注）     △12,000 △12,000  △12,000

当期純利益     167,169 167,169  167,169

自己株式の取得       △335 △335

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）

2,244,000 2,222,000 2,222,000 8,800 71,391 80,191 △335 4,545,856

平成19年３月31日　残高
（千円）

5,487,759 3,829,147 3,829,147 11,300 357,363 368,663 △2,362 9,683,208

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

267 130,353 130,621 － 5,267,973

事業年度中の変動額

新株の発行     4,466,000

利益準備金の積立（注）     －

剰余金の配当（注）     △74,978

役員賞与（注）     △12,000

当期純利益     167,169

自己株式の取得     △335

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

72 － 72 16,184 16,256

事業年度中の変動額合計
（千円）

72 － 72 16,184 4,562,112

平成19年３月31日　残高
（千円）

340 130,353 130,693 16,184 9,830,085

（注）平成18年６月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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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

　※当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、前中間会計期間に係る中間

キャッシュ・フロー計算書のみを記載しております。当中間連結会計期間に係る中間連結キャッ

シュ・フロー計算書については、13、14ページをご参照下さい。

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)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益  90,087

減価償却費  19,185

貸倒引当金の増加額  29,538

賞与引当金の減少額  △101

役員賞与引当金の増加額  7,100

退職給付引当金の減少額  △1,609

役員退職慰労引当金の増加額  12,736

受取利息及び受取配当金  △2,155

有価証券運用損  9,776

事業組合投資損失  6,336

支払利息  38,276

投資有価証券評価損戻入益  △2,556

売上債権の増加額  △545

 販売用不動産の増加額  △718,415

たな卸資産の増加額  △749,299

前渡金の減少額  174,200

未収消費税等の減少額  26,390

預り敷金の増加額  18,735

預り予約金の増加額  100,000

未収入金の増加額  △499,819

営業出資金の増加額  △34,672

仕入債務の増加額  10,646

役員賞与の支払額  △12,000

その他  △44,321

小計  △1,522,488

利息及び配当金の受取額  1,992

利息の支払額  △39,103

不正事故損失金の回収による収入  1,000

法人税等の支払額  △4,360

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,562,958
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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)

区分
注記
番号

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  △51,000

定期預金の解約による収入  51,000

有価証券の取得による支出  △30,156

有価証券の売却による収入  20,143

有形固定資産の取得による支出  △833

無形固定資産の取得による支出  △500

投資有価証券の取得による支出  △612

投資事業組合への出資による支出  △100,000

投資事業組合からの分配による収入  639

貸付金の回収による収入  336

その他  97

投資活動によるキャッシュ・フロー  △110,886

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  270,000

短期借入金の返済による支出  △2,190,000

長期借入れによる収入  2,458,000

長期借入金の返済による支出  △44,825

自己株式の取得による支出  △119

配当金の支払額  △72,525

財務活動によるキャッシュ・フロー  420,531

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  △1,253,313

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,999,408

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１ 746,095

   

６．その他

当社は、本日、平成20年３月期中間決算短信を開示いたしましたが、開示のあと中間決算説明会を開催いたします。

その時に使用いたします資料は、当社ホームページ（http://www.jyomo.co.jp）に掲載しております。
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