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 半期報告書提出予定日 平成 19 年 12 月 18 日  配当支払開始予定日 平成 ― 年 ― 月 ― 日

 
（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） 
 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 2,782 (28.7) 397 (137.6) 368 (162.5) 108  (38.7)
18 年９月中間期 2,162 (21.1) 167 ( 27.7) 140 ( 15.3)  77  ( 6.3)

19 年３月期 5,109 ― 264 ― 196 ― 105   ― 
 
 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 8,791 64 ― 

18 年９月中間期 6,344 60 6,252 72 

19 年３月期 8,605 69 8,509 46 

 

（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）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 5,896 1,761 29.9 143,230 27 
18 年９月中間期 4,603 1,679 36.4 136,648 00 
19 年３月期 6,560 1,708 26.0 138,940 17 

（参考）自己資本 19 年９月中間期 1,761 百万円   18 年９月中間期 1,679 百万円  19 年３月期 1,708 百万円 
 

 （3）キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による 
ｷ ｬ ｯ ｼ ｭ ･ ﾌ ﾛ ｰ 

投資活動による 
ｷ ｬ ｯ ｼ ｭ ･ ﾌ ﾛ ｰ 

財務活動による 
ｷ ｬ ｯ ｼ ｭ ･ ﾌ ﾛ ｰ 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

       百万円       百万円       百万円       百万円 

19 年９月中間期   959 △686 △812 327 

18 年９月中間期  △783  △93  236 335 

19 年３月期 △1,454 △690 2,036 867 

 

 ２．配当状況 
 １株当たり配当金（円） 

（基準日） 中 間 期 末 期   末 年   間 

        円  銭        円  銭        円  銭 
19 年３月期   ―   4,500.00   4,500.00 

20 年３月期   ―   ― 

20 年３月期（予想）   ―   4,500.00 
  4,500.00 

 

 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） 

 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 6,000  17.4 590  122.9 500  154.1 200   89.1 16,260  16 

http://www.seed-kyoto.co.jp/
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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 

② ①以外の変更               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の変更」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 19 年９月中間期 12,300 株 18 年９月中間期 12,290 株 19 年３月期 12,300 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、27 頁「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 

   前頁に記載いたしました予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであ 

ります。実際の業績は、今後の市場動向、社内外諸事情の変化により不確実性を含有しております 

ので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があり得ることをご承知おきください。 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

①当中間期の業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益が高水準で推移したことに伴う設備投資も増加

基調で推移したほか、雇用情勢の改善、個人消費の持ち直しなどにより、景気は緩やかに拡大して

いると認識しています。 

一方、米国サブプライムローン問題等を背景とした株価低迷や、原油価格が高止まりの様相を見

せており、市場の動向について引き続き注視していく必要があります。 

当業界におきましては、本年６月に施行された改正建築基準法による建築確認手続きの厳格化で

審査期間が長期化し、建物の着工や受注にも影響を及ぼし、同業者間競争が熾烈を極め、受注獲得

競争が一段と激化しております。 

このような状況のもとで、京都市内の当中間会計期間における貸家新設着工件数は、前年同期に

比べて激減しており、総じて厳しい市場での営業を強いられております。 

そのようななか、一層のコストの削減、業務の効率化を図るなど、全力を挙げて業績の確保に努

めてまいりました。 

こうした結果、当中間会計期間の業績は、全体の売上高のうち、完成工事高が前年中間期に比べ

て 1,017 百万円の減収（前年中間期比 65.7％減）となったものの、不動産事業等売上高が 1,637 百

万円の増収（前年中間期比 267.3％増）と大きく寄与したことにより、全体の売上高としては、2,782

百万円（前年中間期比 28.7％増）となりました。 

一方、利益面におきましては、営業利益 397 百万円（前年中間期比 137.6％増）、経常利益 368 百

万円（前年中間期比 162.5％増）、中間純利益 108 百万円（前年中間期比 38.7％増）となり、いずれ

も増益となりました。 

各部門別の概況は次のとおりであります。 

建設請負部門は、集合住宅を中心に幅広く受注活動を推進いたしましたが、受注高は前年中間期比

34.6％減の 837 百万円となり、完成工事高は前年中間期比 65.7％減の 532 百万円、受注残高は前年

中間期比 17.8％減の 2,507 百万円となりました。 

兼業事業における不動産事業部門は、京都市内を中心に地域に密着した営業活動を展開いたしま

して、売上高は前年中間期比 352.5％増の 1,864 百万円となりました。その他事業部門においては、

前年中間期比 92.4％増の 386 百万円となりました。 

 

②通期の見通し 
   通期の業績予想につきましては、役員退職慰労金および元代表取締役社長の逝去による社葬費用

が確定したことに伴い、特別損失が発生することから、平成 19 年８月 10 日に当初予想の当期純利

益 290 百万円から 90 百万円を減額して、当期純利益 200 百万円と修正させていただきました。 
先行きに不確定な要素も多々あり、現時点では平成 19 年８月 10 日に公表させていただきました

通期業績予想数値の変更はいたしません。今後、見通しがより確実となり修正が必要となった場合

には、速やかに開示いたします。なお、今後の市場動向、社内外諸事情の変化により、不確実性を

含有しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。 
 
   通期の業績見通し（ご参考）                       （単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
業績予想 
（平成 20 年３月 31 日） 6,000 590 500 200 

前期実績 
（平成 19 年３月 31 日） 5,109 264 196 105 
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（２）財政状態に関する分析 

  ①資産、負債および純資産の状況 
   当中間会計期間末の総資産は 5,896 百万円で、前中間会計期間末と比較して、1,292 百万円の増加

となりました。 

   主な変動としましては、せいかガーデンシティ（祝園商業施設）事業の設備投資に建物が 966 百

万円増加したことがあげられます。 

   純資産は 1,761 百万円で、前中間会計期間末と比較して、82 百万円増加となり、自己資本比率は

29.9％となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

   当中間会計期間末における現金および現金同等物は、327 百万円と前年同期に比べてマイナス７百

万円の減少（2.4％減）となりました。 

   営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、税引前中間純利益が 209 百万円で、前年同期に

比べて 72 百万円（53.2％増）となりましたが、トータルではたな卸資産の減少および仕入債務の減

少の影響によりまして、プラス 959 百万円（前年中間期マイナス 783 百万円）となりました。 

   投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出および預入期間が３ヶ月超

となる定期預金の預入があったため、マイナス 686 百万円(前年中間期マイナス 93 百万円）となり

ました。 

   財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金および長期借入金の純減による影響で、マイ

ナス 812 百万円（前年中間期プラス 236 百万円）となりました。 

 

   キャッシュ・フロー指標 

 平成 18 年９月 
中 間 

平成 19 年９月 
中 間 

平成 19 年３月 
期 末 

自己資本比率（％） 36.4 29.9 26.0 

時価ベースの自己 
資本比率（％） 

44.8 29.6 85.4 

債務償却年数（年） ―  3.0 ― 

インタレスト・カバレッ
ジ・レシオ 

― 32.6 ― 

 
 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 ※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る。 
 ※有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

いる。 
 ※平成 18 年９月期、平成 19 年３月期の債務償却年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオにつ

いては営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 
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（３）利益配分に関する基本方針および当期の配当 

   当社は、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、業績に対応し

安定した株主配当を継続していくことを、基本方針としております。 

   このようなことから、経営環境や収益の状況を勘案した上で、引き続き積極的な利益還元を図っ

てまいりたいと考えております。 

   なお、当事業年度の配当につきましては、上記の基本方針のもと、期末配当として１株当たり 4,500

円を予定しております。 

 

（４）事業等のリスク 

   投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、以下のようなものがあります。 

なお、本項に記載した事項は、将来の想定に関する事項で不確実性を内在しており、実際の結果

と大きく異なる可能性もあります。 

   

①当社の事業の内容について 

   当社は、主として京都市および滋賀県を事業基盤として、土地の有効利用を考える地主に対して、

税金・資金問題・経営・管理等に関する不安を解消するための相談、ならびに賃貸マンション等の

建設についての企画立案およびノウハウの提供を行い、設計・施工を一貫して請負うとともに、融

資機関の紹介、入居者募集・管理運営についての管理会社等の斡旋を行うことを主たる事業として

おります。 

   このため、当社の受注活動は、地主の需要動向に左右される傾向があることから、一般景気動向、

金利動向、住宅・土地税制、地価動向等の変化により影響を受ける可能性があります。 

   また、新規事業（ウィークリーマンション・岩盤浴）においては、周辺地域市場等を調査し、採

算性を吟味した上で事業化を図っておりますが、今後同業他社の出店や顧客動向の変化などによっ

ては、当初見込んでいる事業計画通りにはならない可能性を含んでおります。 

 

  ②完成工事高の偏りについて 

   当社では、年間完成工事高に対する一件当たりの受注額が比較的大きく、また、売上の計上基準

として長期大型工事（工期１年超かつ請負金額５億円以上）を除き、工事完成基準を採用している

ため、工事の完成時期によって上半期・下半期の完成工事高に偏りが生じる傾向があります。 

 

  ③特定の取引先に対する依存度について 

   当社では、京都市農業協同組合（以下ＪＡ）と業務委託契約を締結しており、その紹介による顧

客への販売額が、完成工事高に対して、平成 18 年３月期 20.2％、平成 19 年３月期 14.5％を占めて

おります。 

   ＪＡとは独占契約ではないため、他業者が新規に同組合と契約することにより、当社の業績が影

響を受ける可能性があります。 

 

  ④不動産売上について 

   不動産取引は、一般景気動向・金利動向・地価動向等の変化に影響を受けますが、当社は不動産

売上が売上高に占める割合が高いこともあり、業績に影響する可能性があります。 
 
  ⑤保有資産の価格変動について 
   当社保有資産のうち、販売用不動産の時価が著しく下落した場合には、業績および財政状態に影

響を受ける可能性があります。 
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  ⑥法的規制について 
   当社は、建設事業および不動産事業を行うにあたり、「建設業法」に基づく建築業の許可、「建築

士法」に基づく一級建築士事務所の登録、「宅地建物取引業法」に基づく宅地建物取引業の免許を受

けています。 
また、「建築基準法」、「国土利用計画法」、「都市計画法」、「借地借家法」、「住宅品質確保促進法」、

「宅地造成等規制法」、「農地法」、「消費者契約法」等の建設業ならびに不動産業に関する法令によ

る規制を受けております。 
これらの他、岩盤浴事業等を行うにあたり、「公衆浴場法」、「食品衛生法」等の法令による規制を

受けております。 
 
  ⑦シンジケートローン契約の財務上の特約におけるリスク 
   当社はシンジケートローン契約を締結しており、金銭消費貸借契約書の中で財務制限条項を設け

ております。 
貸借対照表の純資産の部の金額を、各決算日の末日および中間決算の日における貸借対照表の純

資産の部の金額の 80％および直前の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の 80％の、

いずれか高い方の金額以上に維持すること。また、損益計算書上の経常損益につき、２期連続して

損失を計上しないこと。 

   以上の財務制限条項に抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済しなければなら

ない場合があります。これにより一時に資金が減少し、業績および財政状態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）当社は単独の事業活動を行っており、親会社・子会社・関連会社およびその他の関係会社はござ

いません。 

 当社の事業は、主として建物賃貸事業によって土地活用を考える地主に対して、税金・資金問題・

経営・管理等への不安を解消するため、所有者（オーナー）の土地を合理的に運用していただくた

めのノウハウ提供まで、トータルにバックアップする提案営業を推進しており、設計・施工・管理

までを一貫して行っております。このため当社は建設業法により、特定建設業者として国土交通大

臣登録をし、設計・施工を行っております。 

 また、当社は宅地建物取引業法により宅地建物取引業者として、国土交通大臣免許（国土交通大

臣(２)第５９３９号）を受け、不動産販売・不動産賃貸等に関する事業を行っております。 

そのような中で、不動産賃貸事業の一つとして、かねてより京都府下において複合商業施設の運

営・管理を企画・立案し、「せいかガーデンシティ」（平成 19 年５月 18 日オープン）を開業し、運

営しております。 

   そして、ゆとり社会に関するサービス事業として、一環とし「癒し」をキャッチフレーズにした

宿泊施設（ウィークリーマンション）・入浴施設（岩盤浴）に着手し、事業として行っております。 

 

（２）事業の系統図は次のとおりであります。 

 

得     意     先  （ 施 主 オ ー ナ ー ） 
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                                         の 

                                         運 

                                         営 

                                         ・ 

                                         管 

                                         理 

ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン･

岩
盤
浴
事
業
の
運
営 

 

 

 

 

 

 

当             社 

建 設 事 業  不 動 産 事 業  そ の 他 事 業 



㈱ＳＥＥＤ（1739）平成 20 年３月期 中間決算短信 

 8

３．経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針 

 

①当社は、人々のライフスタイル・ライフステージに合った、自由かつ自然な営みができる生活

空間の提案と供給ができる企業を目指して、安全性・耐久性・機能性を高める建造物を提供する

ことを通じて、優れた社会資本の整備に役立つことにより、広く社会に貢献することを経営理念

としています。 

 

②当社は、健全な財務体質と、低採算の時代においても収益性を重視した堅実な経営により、経

営の独自性を維持してまいりました。今後とも環境の変化に挑戦し、地道かつ前向きに顧客に感

動を与えるサービスの提供に努め、業績の向上を図るとともに、顧客・株主の皆様に対して満足

度の高い会社となることを目指して経営努力を続けることを経営の指針といたしております。 

 

（２）目標とする経営指標 

 

目標とする経営指標としては、本業の収益性が明確に表われる、売上高営業利益率を重視してお

り、売上高に対応した経費のコントロールによって、中期的には売上高営業利益率 10％以上の達成

を目標としております。 

さらに、財務面では、財務内容の健全化を図り、資金効率を高めるとともに、ＲＯＥ・ＲＯＡの

指標を向上させることに注視してまいります。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

 

当社の営業地域である京滋エリアを中心として、土地活用を考える土地所有者（オーナー）の土

地を合理的に運用していただくためのノウハウの提供まで、トータルバックアップする提案営業を

推進しており、設計・施工・管理までを一貫して行っております。 

これらの事業活動により、事業展開を積極的に図ってまいります。その重点施策としては、次の

とおりであります。 

 

①事業基盤の強化………………営業スタッフの増員を図り、機動力に富んだ新営業体制を構築す

ることで、営業力の強化と受注の拡大を図ってまいります。 

 

②財務基盤の強化………………有利子負債比率の減少に努め、自己資本比率の向上を図ってまい

ります。 

 

③経営体質の強化………………利益重視の経営を基本としており、引き続き安定した収益の確保

と業績拡大に努め、株主価値の向上を目指してまいります。 

 

④人材育成の育成・強化………部門別にマンツーマン教育を実施することにより、業務効率を向

上させ、知識のレベルアップを図ってまいります。 
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（４）会社の対処すべき課題 

 

   本年９月より、京都市の「眺望景観創生条例」が導入されることになり、古都としての景観保全

の必要性から、新景観政策が動き出しました。 

当社の京都地区エリアを中心とする賃貸マンション市場にも建築物の高さ規制強化に伴い、新築

物件の収益性が低下することで、営業展開上に先行き逆風として厳しいものが予想されます。 

さらに、本年、多角的に進出した新規事業（商業施設の運営、岩盤浴事業等）は、全体利益の安

定成長に期することで推進しておりますが、開業後の事業環境の変化等により、一部の部門におい

て売上鈍化の傾向にあります。 

いずれにおきましても、十分な市場調査を行い、ニーズを捉えて適切な営業展開を図ってまいり

ます。 

   一方、「環境問題」につきましては、あらゆる場面で意識的に取組むことが重要であると考えてお

りますが、その一つとして、「ＫＥＳ・環境マネジメントシステム」の取組を開始しました。早期認

証取得ができるよう積極的に取組んでまいります。 

なお、管理体制面では、内部統制推進委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の

強化を図り、今後ますますコーポレートガバナンスの充実・強化に努めてまいります。 
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４．中間財務諸表等 

(1)中間財務諸表 

①中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成18年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 
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  358,855 419,699 907,449 

２ 受取手形  18,139 ― ― 

３ 完成工事未収入金  263,293 35,683 325,602 

４ 不動産事業等 
  未収入金 

 3,058 2,032 2,308 

５ 販売用不動産 ※２ 314,952 1,508,650 1,454,878 

６ 未成工事支出金  188,515 305,703 93,970 

７ 仕掛販売用不動産 ※２ 1,983,318 1,044,193 1,558,567 

８ その他たな卸資産  ― 656 597 

９ その他 ※３ 46,830 84,246 82,208 

  貸倒引当金  ― △3,122 △3,391 

流動資産合計   3,176,964 69.0 3,397,743 57.6  4,422,191 67.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1,2   

 (1) 建物  661,617 1,767,202 721,033 

 (2) 土地  365,551 365,551 365,551 

 (3) その他  106,860 118,352 753,979 

有形固定資産合計  1,134,030 2,251,107 1,840,564 

２ 無形固定資産  4,306 8,180 8,120 

３ 投資その他の資産  299,092 249,180 300,074 

  貸倒引当金  △10,632 △9,918 △10,198 

  投資その他の資産 
  合計 

 288,459 239,261 289,875 

固定資産合計   1,426,796 31.0 2,498,549 42.4  2,138,560 32.6

資産合計   4,603,760 100.0 5,896,293 100.0  6,560,751 100.0
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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 
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 工事未払金  409,035 190,034 513,736 

２ 不動産事業等未払金  20,539 11,119 22,025 

３ 短期借入金 ※２ 1,354,622 763,932 1,835,792 

４ １年内償還予定社債 ※２ ― 60,000 60,000 

５ 未払法人税等  63,552 118,775 5,794 

６ 未成工事受入金  276,641 274,530 71,992 

７ 不動産事業等受入金  7,850 4,170 1,500 

８ 賞与引当金  32,000 33,200 30,700 

９ その他 ※３ 71,424 77,971 235,455 

流動負債合計   2,235,665 48.6 1,533,733 26.0  2,776,997 42.4

Ⅱ 固定負債    

１ 社債 ※２ 200,000 1,010,000 1,040,000 

２ 長期借入金 ※２ 322,752 1,068,820 723,826 

３ 退職給付引当金  23,580 25,957 25,289 

４ 預り保証金  ― 416,459 ― 

５ その他  142,358 79,590 285,675 

固定負債合計   688,690 15.0 2,600,827 44.1  2,074,790 31.6

負債合計   2,924,356 63.6 4,134,560 70.1  4,851,787 74.0

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   259,867 5.6 260,782 4.4  260,782 4.0

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  225,367 226,282 226,282 

資本剰余金合計   225,367 4.9 226,282 3.9  226,282 3.4

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  13,000 13,000 13,000 

(2) その他利益剰余金    

    別途積立金  1,097,600 1,147,600 1,097,600 

    繰越利益剰余金  82,914 113,503 110,715 

   利益剰余金合計   1,193,514 25.9 1,274,103 21.6  1,221,315 18.6

株主資本合計   1,678,748 36.4 1,761,167 29.9  1,708,379 26.0

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
   評価差額金 

  655 0.0 565 0.0  584 0.0

  評価・換算差額等 
合計 

  655 0.0 565 0.0  584 0.0

純資産合計   1,679,403 36.4 1,761,732 29.9  1,708,964 26.0

負債・純資産合計   4,603,760 100.0 5,896,293 100.0  6,560,751 100.0
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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 
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 売上高    

完成工事高  1,549,372 532,141 3,145,358 

不動産事業等売上高  612,834 2,250,695 1,963,733 

 売上高計 ※５  2,162,206 100.0 2,782,836 100.0  5,109,092 100.0

Ⅱ 売上原価    

完成工事原価  1,248,975 479,799 2,593,504 

不動産事業等 
売上原価 

 415,665 1,472,362 1,585,504 

 売上原価計   1,664,640 77.0 1,952,162 70.1  4,179,009 81.8

  売上総利益    

完成工事総利益  300,396 52,341 551,854 

不動産事業等総利益  197,168 778,332 378,228 

 売上総利益計   497,565 23.0 830,674 29.9  930,083 18.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   330,112 15.3 432,757 15.6  665,432 13.0

営業利益   167,453 7.7 397,916 14.3  264,651 5.2

Ⅳ 営業外収益 ※１  435 0.0 3,183 0.1  1,450 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  27,445 1.2 32,457 1.2  69,318 1.3

経常利益   140,443 6.5 368,643 13.2  196,782  3.9

Ⅵ 特別利益 ※３  401 0.0 58,866 2.1  835 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４  3,736 0.2 217,513 7.8  5,906 0.1

税引前中間(当期) 
純利益 

  137,109 6.3 209,996 7.5  191,712 3.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 61,561 114,839 89,486 

法人税等調整額  △2,423 59,138 2.7 △12,980 101,859 3.6 △3,546 85,939 1.7

中間(当期)純利益   77,970 3.6 108,137 3.9  105,772 2.1
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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） 

（単位：千円） 

株 主 資 本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資 本 金 
資本準備金 利益準備金

別途積立金
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本 

合計 

平成 18 年３月 31 日残高 259,318 224,818 13,000 897,600 266,521 1,177,121 1,661,257

中間会計期間中の変動額    

新株の発行 549 549 ― ― ― ― 1,098

剰余金の配当（注） ― ― ― ― △55,278 △55,278 △55,278

役員賞与（注） ― ― ― ― △6,300 △6,300 △6,300

別途積立金の積立（注） ― ― ― 200,000 △200,000 ― ―

中間純利益 ― ― ― ― 77,970 77,970 77,970

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 549 549 ― 200,000 △183,607 16,392 17,490

平成 18 年９月 30 日残高 259,867 225,367 13,000 1,097,600 82,914 1,193,514 1,678,748

 
 

評価・換算 
差額等 

 

その他有価 
証券評価差 
額金 

純資産合計

平成 18 年３月 31 日残高 572 1,661,829

中間会計期間中の変動額  

新株の発行 ― 1,098

剰余金の配当（注） ― △55,278

役員賞与（注） ― △6,300

別途積立金の積立（注） ― ―

中間純利益 ― 77,970

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 
83 83

中間会計期間中の 

変動額合計 83 17,574

平成 18 年９月 30 日残高 655 1,679,403

（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） 

（単位：千円） 

株 主 資 本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資 本 金 
資本準備金 利益準備金

別途積立金
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本 

合計 

平成 19 年３月 31 日残高 260,782 226,282 13,000 1,097,600 110,715 1,221,315 1,708,379

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当 ― ― ― ― △55,350 △55,350 △55,350

別途積立金の積立 ― ― ― 50,000 △50,000 ― ―

中間純利益 ― ― ― ― 108,137 108,137 108,137

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 ― ― ― 50,000 2,787 52,787 52,787

平成 19 年９月 30 日残高 260,782 226,282 13,000 1,147,600 113,503 1,274,103 1,761,167

 
 

評価・換算 
差額等 

 

その他有価 
証券評価差 
額金 

純資産合計

平成 19 年３月 31 日残高 584 1,708,964

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当 ― △55,350

別途積立金の積立 ― ―

中間純利益 ― 108,137

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 
△19 △19

中間会計期間中の 

変動額合計 △19 52,768

平成 19 年９月 30 日残高 565 1,761,732
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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） 

（単位：千円） 

株 主 資 本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資 本 金 
資本準備金 利益準備金

別途積立金
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本 

合計 

平成 18 年３月 31 日残高 259,318 224,818 13,000 897,600 266,521 1,177,121 1,661,257

事業年度中の変動額    

新株の発行 1,464 1,464 ― ― ― ― 2,928

剰余金の配当（注） ― ― ― ― △55,278 △55,278 △55,278

役員賞与（注） ― ― ― ― △6,300 △6,300 △6,300

別途積立金の積立（注） ― ― ― 200,000 △200,000 ― ―

当期純利益 ― ― ― ― 105,772 105,772 105,772

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 1,464 1,464 ― 200,000 △155,805 44,194 47,122

平成 19 年３月 31 日残高 260,782 226,282 13,000 1,097,600 110,715 1,221,315 1,708,379

 
 

評価・換算 
差額等 

 

その他有価 
証券評価差 
額金 

純資産合計

平成 18 年３月 31 日残高 572 1,661,829

事業年度中の変動額  

新株の発行 ― 2,928

剰余金の配当（注） ― △55,278

役員賞与（注） ― △6,300

別途積立金の積立（注） ― ―

当期純利益 ― 105,772

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額） 11 11

事業年度中の変動額合計 11 47,134

平成 19 年３月 31 日残高 584 1,708,964

（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 

 

  
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) 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  137,109 209,996 191,712

２ 減価償却費  17,097 88,792 60,520

３ 貸倒引当金の増減額(減少：△)  △401 △550 2,556

４ 賞与引当金の増加額  8,000 2,500 6,700

５ 退職給付引当金の増加額  72 667 1,781

６ 受取利息及び受取配当金  △24 △442 △172

７ 支払利息  11,042 29,428 26,816

８ 支払手数料  16,000 ― ―

９ 固定資産除却損  ― 168 168

10 役員退職慰労金  ― 206,737 ―

11 受取保険金  ― △58,315 ―

12 売上債権の増減額(増加：△)  △44,666 290,194 △88,085

13 たな卸資産の増減額(増加：△)  △918,410 240,603 △1,547,300

14 未収消費税の増加額  ― 1,953 △29,632

15 差入保証金の増減額(増加：△)  △5,096 △7,375 1,259

16 仕入債務の減少額  △251,623 △334,607 △145,436

17 未払消費税の減少額  △2,362 ― △6,706

18 未成工事等受入金の増加額  255,723 205,207 44,462

19 預り保証金の増加額  83,340 146,662 219,880

20 その他  9,969 34,982 8,009

21 役員賞与の支払額  △6,300 ― △6,300

小計  △690,530 1,056,604 △1,259,768

22 利息及び配当金の受取額  32 419 127

23 利息の支払額  △10,508 △25,163 △26,623

24 役員退職慰労金の支払  ― △170,155 ―

25 保険金の受取  ― 100,000 ―

26 法人税等の支払額  △82,379 △2,197 △167,969

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △783,385 959,508 △1,454,234

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 有形固定資産の取得 
  による支出 

 △87,149 △655,159 △661,006

２ 無形固定資産の取得 
による支出 

 ― ― △6,664

３ 定期預金の預入による支出  △24,502 △34,330 △15,005

４ 定期預金の払戻による収入  20,000 6,000 ―

５ その他  △1,572 △3,427 △7,725

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △93,225 △686,917 △690,401
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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) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
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) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入れによる収入  2,100,000 2,650,000 3,900,000

２ 短期借入金の返済 
  による支出 

 △1,830,000 △3,850,000 △3,400,000

３ 長期借入れによる収入  64,000 520,000 780,000

４ 長期借入金の返済 
  による支出 

 △43,516 △46,866 △91,272

５ 社債の償還による支出  ― △30,000 ―

６ 社債の発行による収入  ― ― 900,000

７ 株式の発行による収入  1,098 ― 2,928

８ 配当金の支払額  △55,022 △55,505 △55,179

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 236,559 △812,371 2,036,476

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  減少額 

 △640,050 △539,780 △108,159

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 975,319 867,159 975,319

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

※１ 335,268 327,379 867,159
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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 

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 資産の評価基準および評価方 

 法 

(1)たな卸資産 

①販売用不動産 

個別法による原価法 

（ただし、賃貸に供してい

る販売用不動産については

定率法(平成 10 年４月１日

以降に取得した建物につい

ては定額法)により減価償

却を実施しております。） 

②未成工事支出金 

個別法による原価法 

③仕掛販売用不動産 

個別法による原価法 

④その他たな卸資産 

   商品 

   個別法による原価法 

１ 資産の評価基準および評価方

 法 

(1)たな卸資産 

①販売用不動産 

同左 

 

 

 

 

 

 

②未成工事支出金 

同左 

③仕掛販売用不動産 

同左 

④その他たな卸資産 

   原材料 

   最終仕入原価法 

   商品 

   個別法による原価法 

１ 資産の評価基準および評価方

 法 

(1)たな卸資産 

①販売用不動産 

同左 

 

 

 

 

 

 

②未成工事支出金 

同左 

③仕掛販売用不動産 

同左 

④その他たな卸資産 

原材料 

   同左 

   商品 

   同左 

(2)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算末日の市場価格等

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、売却原価は移動平均法に

より算定） 

(2)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

(2)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末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、

売却原価は移動平均法により

算定） 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

定率法 

（ただし、平成 10 年４月１日

以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法） 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物 34～47 年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

建物（建物附属設備は除く）

  ①平成 10 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10年４月１日から平成

19 年３月 31 日までに取得

したもの 

旧定額法によっております。

  ③平成19年４月１日以降に取

得したもの 

定額法によっております。
 
  建物以外 

  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 15～47 年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

定率法 

（ただし、平成 10 年４月１日

以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法）

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物 15～47 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） 

 また、事業用定期借地権が設

定されている借地権上の建物に

ついては、当該契約期間に基づ

く定額法によっております。 

 

 （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)および

(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。 

これに伴い、前中間会計期間

と同一の方法によった場合と比

べ、売上総利益が 6,402 千円、

営業利益が 7,283 千円、税引前

中間純利益が 7,283 千円、中間

純利益が 4,369 千円それぞれ減

少しております。 

 

(2)無形固定資産 

定額法 

なお、ソフトウェア（自社

利用分）については社内にお

ける見込利用期間（５年間）

に基づく定額法 

 (3)長期前払費用 

均等償却 

(2)無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(3)長期前払費用 

   同左 

(2)無形固定資産 

   同左 

 

 

 

 

(3)長期前払費用 

   同左 

３ 繰延資産の処理方法 

― 

３ 繰延資産の処理方法 

― 

３ 繰延資産の処理方法 

(1)社債発行費 

   支出時に全額費用としてお

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。 

(2)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、当中間会計期間に負

担すべき支給見込額を計上し

ております。 

４ 引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

同左 

４ 引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、当期に負担すべき支

給見込額を計上しておりま

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） 

(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、当期末における退職給

付債務の見込額に基づき、計

上しております。 

①採用している退職給付制度

の概要 

  当社は、退職一時金制度

を採用しております。 

②退職給付債務の額 

  当期末において従業員が

自己都合により退職した場

合の要支給額の 100％を退

職給付債務として計上して

おります。 

③退職給付費用の額 

退職給付費用  4,370千円

その他     1,649 千円

計       6,019千円

④割引率、その他の退職給付

債務等の基礎に関する事項

  当社は、簡便な方法を用

いて退職給付債務等を計算

しております。 

５ 完成工事高の計上基準 

  完成工事高の計上基準は、原

則として工事完成基準によって

おりますが、長期大型工事（工

期１年超かつ請負金額５億円以

上）については、工事進行基準

を適用しております。 

なお、当中間会計期間におい

て工事進行基準による完成工事

高はありません。 

５ 完成工事高の計上基準 

  同左 

５ 完成工事高の計上基準 

完成工事高の計上基準は、原

則として工事完成基準によって

おりますが、長期大型工事（工

期１年超かつ請負金額５億円以

上）については、工事進行基準

を適用しております。 

なお、当事業年度において工

事進行基準による完成工事高は

ありません。 

６ リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

６ リース取引の処理方法 

同左 

６ リース取引の処理方法 

同左 

７（キャッシュ・フロー計算書） 

  中間キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、随時引出可能な預

金およ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。 

７（キャッシュ・フロー計算書）

中間キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

同左 

７（キャッシュ・フロー計算書）

期末キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

同左 
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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） 

８ 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 

消費税等の会計処理 

税抜き方式によっており、

控除対象外消費税等について

は費用処理しております。 

８ 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 

消費税等の会計処理 

同左 

８ その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

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」（企業会計基準第５号 平

成 17 年 12 月９日）および「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。 

 これまでの資本の部の合計に相

当する金額は、1,679,403 千円であ

ります。 

 なお、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、中間財務諸表等規則の改

正に伴い、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」（企業会計基準第５号 平成 17

年 12 月９日）および「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。 

 これまでの資本の部の合計に相

当する金額は、1,708,964 千円であ

ります。 

 なお、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、

財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の財務諸表等規則により作成

しております。 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間会計期間から「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基

準第４号 平成 17 年 11 月 29 日）

を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益

および税引前中間純利益は、それ

ぞれ3,000千円減少しております。 

―― （役員賞与に関する会計基準） 

 当事業年度から「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準第

４号 平成 17 年 11 月 29 日）を適

用しております。 

 これにより営業利益、経常利益

および税引前当期純利益は、それ

ぞれ6,300千円減少しております。
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表示方法の変更 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年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） 

 前中間会計期間において、固定

負債の「その他」に含めて表示し

ておりました「預り保証金」（前中

間会計期間 142,358 千円）につい

ては、資産総額の 100 分の５超と

なったため、当中間会計期間より

区分掲記しております。 

―― 

 
 

追加情報 

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） 

（販売用不動産の保有目的の変

更） 

 販売用不動産等を、保有目的の

変更により、有形固定資産（建物

492,034 千円、土地 144,987 千円） 

に振り替えました。 

平成 19 年６月 22 日の定時株主

総会の日をもって、役員退職慰労

金制度を廃止しました。支給額に

ついては、株主総会決議に従い、

内規に基づく金額を上限とした金

額を取締役会および監査役の協議

により、平成 19 年７月３日に決定

しております。決定した役員退職

慰労金要支給額については、前期

までに対応する金額相当額を特別

損失として、当期に対応する金額

相当額を販売費及び一般管理費と

して計上し、未払額については固

定負債の「その他」として計上し

ております。 

（販売用不動産の保有目的の変

更） 

 販売用不動産等を、保有目的の

変更により、有形固定資産（建物

492,034 千円、土地 144,987 千円）

に振り替えました。 
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中間財務諸表に関する注記事項 
（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成 18 年９月 30 日現在） 

当中間会計期間末 
（平成 19 年９月 30 日現在） 

前事業年度末 
（平成 19 年３月 31 日現在） 

※１ 有形固定資産の 
   減価償却累計額 220,286千円 

※１ 有形固定資産の 
   減価償却累計額 328,399千円

※１ 有形固定資産の 
   減価償却累計額 252,003千円

※２ 担保に供している資産およ
びこれに対応する債務は次の
とおりであります。 

※２ 同左 
 
 

※２ 同左 
 
 

(1)担保に供している資産 (1)担保に供している資産 (1)担保に供している資産 

 仕掛販売用不動産 466,550千円  販売用不動産  803,655千円  販売用不動産   796,680千円

 建     物  339,771千円  仕掛販売用不動産 241,249千円  仕掛販売用不動産 709,911千円

 土     地  280,652千円  建     物 1,417,360千円  建     物  360,245千円

 その他有形固定資産(構築物)   790千円  土     地  280,652千円  土     地  280,652千円
 ―――――――――――――― 
 計       1,087,764千円 

 その他有形固定資産(構築物)  2,706千円
――――――――――――――

 計       2,745,625千円

 その他有形固定資産(構築物)  2,981千円
 ――――――――――――――
 計       2,150,472千円

(2)上記に対応する債務 (2)上記に対応する債務 (2)上記に対応する債務 

 短期借入金   450,400千円  短期借入金   380,600千円  短期借入金   667,900千円

 長期借入金   902,150千円 長期借入金   192,750千円 
 ―――――――――――――― 
 計        643,150千円 

 社    債   570,000千円
――――――――――――――

 計       1,852,750千円

 長期借入金   245,050千円
 社 債   600,000千円
 ――――――――――――――
 計       1,512,950千円

※３ 消費税等の取扱い 
仮払消費税等および仮受消
費税等は相殺のうえ、流動負債
の「その他」に含めて表示して
おります。 

※３ 消費税等の取扱い 
仮払消費税等および仮受消
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。 

※３     ― 
 
 
 
 

４ 資金効率の向上、金融費用の
削減および財務関連業務コスト
の削減を図るため、取引銀行６
行と分割実行可能期間付シンジ
ケートローン契約を締結してお
ります。当中間会計期間末にお
ける借入金未実行残高等は、そ
れぞれ次のとおりであります。 
  分割実行可能期間付  
  シンジケートローンの総額 800,000千円 
借入実行額    80,000千円 

 ―――――――――――――― 
  差引残高     720,000千円 
  なお、当該契約には、平成 19
年３月の決算以降の決算につ
き、決算期の末日において、以
下の各号の財務制限条項が付さ
れております。これに抵触した
場合、借入先の要求に基づき借
入金を一括返済しなければなら
ない場合があります。 
① 貸借対照表の純資産の部の
金額を平成18年３月決算期末
日における貸借対照表の純資
産の部の金額の 80％および直
前の決算期末日における貸借
対照表の純資産の部の金額の
80％のいずれか高い方の金額
以上に維持すること。 
② 損益計算書上の経常損益に
つき、２期連続して損失を計
上しないこと。  
また、祝園の商業施設が完成
次第担保とされる予定です。 

４ 資金効率の向上、金融費用の
削減および財務関連業務コスト
の削減を図るため、取引銀行６
行と分割実行可能期間付シンジ
ケートローン契約を締結してお
ります。当中間会計期間末にお
ける借入金残高は、それぞれ次
のとおりであります。 

  シンジケートローンの残高 800,000千円
  1 年以内返済予定の 
シンジケートローン 115,200千円

 
 
  なお、当該契約には、平成 19
年９月の決算以降の決算につ
き、決算期の末日において、以
下の各号の財務制限条項が付さ
れております。これに抵触した
場合、借入先の要求に基づき借
入金を一括返済しなければなら
ない場合があります。 
① 貸借対照表の純資産の部の
金額を平成18年３月決算期末
日における貸借対照表の純資
産の部の金額の 80％および直
前の決算期末日における貸借
対照表の純資産の部の金額の
80％のいずれか高い方の金額
以上に維持すること。 
② 損益計算書上の経常損益に
つき、２期連続して損失を計
上しないこと。 

４ 資金効率の向上、金融費用の
削減および財務関連業務コスト
の削減を図るため、取引銀行６
行と分割実行可能期間付シンジ
ケートローン契約を締結してお
ります。当事業年度末における
借入金未実行残高等は、それぞ
れ次のとおりであります。 
  分割実行可能期間付  
  シンジケートローンの総額 800,000千円
借入実行額    480,000千円

 ――――――――――――――
  差引残高     320,000千円

なお、当該契約には、平成 19
年３月の決算以降の決算につ
き、決算期の末日において、以
下の各号の財務制限条項が付さ
れております。これに抵触した
場合、借入先の要求に基づき借
入金を一括返済しなければなら
ない場合があります。 
① 貸借対照表の純資産の部の
金額を平成 18 年３月決算期
末日における貸借対照表の純
資産の部の金額の 80％および
直前の決算期末日における貸
借対照表の純資産の部の金額
の 80％のいずれか高い方の金
額以上に維持すること。 
② 損益計算書上の経常損益に
つき、２期連続して損失を計
上しないこと。  
また、祝園の商業施設が完成
次第担保とされる予定です。 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成 18 年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 営業外収益の主なもの ※１ 営業外収益の主なもの ※１ 営業外収益の主なもの 

   国債利子      180千円 
就業支援 

特別奨励金収入   700千円
国債利子      360千円

※２ 営業外費用の主なもの ※２ 営業外費用の主なもの ※２ 営業外費用の主なもの 

   支払利息     9,795千円 

支払手数料   16,000千円 

 

 

 

   支払利息    24,453千円

   社債利息     4,975千円

 

 

 

支払利息    23,569千円

   社債利息     3,246千円

   支払保証料    1,138千円

   支払手数料   16,663千円

   社債発行費   24,670千円

※３ 特別利益の主なもの ※３ 特別利益の主なもの ※３ 特別利益の主なもの 

   貸倒引当金戻入益  401千円    受取保険金    58,315千円 貸倒引当金戻入益  835千円

※４ 特別損失の主なもの ※４ 特別損失の主なもの ※４ 特別損失の主なもの 

役員退職慰労金  3,736千円 

 

役員退職慰労金 202,624千円

社葬費用    14,224千円

   建物除却損     117千円

   工具器具備品除却損   50千円

前期減価償却不足額 2,002千円

   役員退職金    3,736千円
※５ 当社の売上高は、通常の営業
の形態として、事業年度の上半
期の売上高と下半期の売上高
との間に著しい相違がありま
す。 

   当中間期末に至る一年間の
売上高は次のとおりでありま
す。 

※５ 同左 ※５     ― 

  前事業年度の 
下期の売上高 3,263,516千円 

  前事業年度の 
下期の売上高 2,946,886千円

 

  当中間会計期間 
  の売上高   2,162,206千円 
  ――――――――――――― 
 合計     5,425,722千円 

  当中間会計期間 
  の売上高   2,782,836千円
  ―――――――――――――
  合計     5,729,722千円

 

 

 

６ 減価償却実施額 ６ 減価償却実施額 ６ 減価償却実施額 

  有形固定資産   13,449千円   有形固定資産   78,881千円 有形固定資産   45,834千円

  無形固定資産     534千円   無形固定資産    1,037千円 無形固定資産    1,510千円

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

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） 12,300 ― ― 12,300

 

 ２．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22日 

定時株主総会 
普通株式 55,350 4,500 平成 19 年３月 31 日 平成 19 年６月 25 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 

該当事項はありません。 
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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) 

※１ 現金及び現金同等物の当中

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 

※１ 現金及び現金同等物の当中

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 

※１ 現金及び現金同等物の期末

残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 

（平成 18 年９月 30 日現在） （平成 19 年９月 30 日現在） （平成 19 年３月 31 日現在） 

現金預金勘定   358,855千円 現金預金勘定    419,699千円  現金預金勘定   907,449千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金   △23,586千円 
―――――――――――――― 
現金及び現金同等物   335,268千円 

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金  △92,319千円
――――――――――――――
現金及び現金同等物   327,379千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金  △40,289千円
――――――――――――――
現金及び現金同等物   867,159千円

２ 重要な非資金取引の内容 ２ 重要な非資金取引の内容 ２ 重要な非資金取引の内容 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 
５．受注工事高および施工高の状況 
（１）受注工事高・完成工事高・繰越工事高および施工高              （単位：千円） 

工事別 期  首 期  中 期  中 期末繰越工事高 項目 

 

期別  区分 繰越工事高 受注工事高
計 

完成工事高 手持工事高 うち施工高 

期 中 

施工高 

% 

集合住宅 2,525,286 694,522 3,219,808 1,200,571 2,019,238 5.8 116,504 871,612建 

 

 

築 その他 795,139 585,711 1,380,850 348,800 1,032,050 12.2 126,166 449,896

前上半期 
 
自 至 
平 平 
成 成 
18 18 
年 年 
４ ９ 
月 月 
１ 30 
日 日 

合 計 3,320,426 1,280,234 4,600,660 1,549,372 3,051,288 8.0 242,670 1,321,509

集合住宅 1,356,800 881,904 2,238,704 90,476 2,148,228 11.5 247,240 331,747建 

 

 

築 その他 845,557 △44,347 801,210 441,664 359,545 15.8 56,858 404,895

当上半期
 
自 至 
平 平 
成 成 
19 19 
年 年 
４ ９ 
月 月 
１ 30 
日 日 

合 計 2,202,357 837,557 3,039,914 532,141 2,507,773 12.1 304,098 736,643

集合住宅 2,525,286 952,249 3,477,535 2,217,105 1,356,800 0.4 5,968 1,681,241建 

 

 

築 その他 795,139 1,075,040 1,870,179 928,253 845,557 11.1 93,628 1,093,180

前 期 
 

自 至 
平 平 
成 成 
18 19 
年 年 
４ ３ 
月 月 
１ 31 
日 日  

合 計 3,320,426 2,027,289 5,347,714 3,145,358 2,202,357 4.5 99,596 2,774,421

（注）1．期末繰越工事高の「うち施工高」は、工事の進捗部分であり、未成工事支出金により手持工事 
    高の施工高を推定したものであります。 
   2．期中施工高は、「期中完成工事高＋期末繰越工事高の施工高－期首繰越工事高の施工高」に一 
    致しております。 
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（２）販売の状況 

   品目別売上高                               （単位：千円） 

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）

 

期別 

 

科目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

 ％ ％ ％

 完成工事高 1,549,372 71.7 532,141 19.1 3,145,358 61.6

 

 不動産事業等売上高 612,834 28.3 2,250,695 80.9 1,963,733 38.4

（不動産売上高） (411,982) (1,864,355) (1,519,492)

（不動産賃貸収入） (186,175) (346,267) (399,170)

（その他売上高） (14,675) (40,071) (45,070)

合  計 2,162,206 100.0 2,782,836 100.0 5,109,092 100.0

 

６．有 価 証 券 

（１）（有価証券関係） 

   （前中間会計期間末）（平成 18 年９月 30 日現在） 
 

有 価 証 券 

   その他有価証券で時価のあるもの                      （単位：千円） 

種  類 取得原価 中間貸借対照表計上額 差  額 

(1)国債・地方債等 39,112 40,212 1,100 

(2)社     債 ― ― ― 

(3)そ  の  他 ― ― ― 

合  計 39,112 40,212 1,100 

(注)時価の算定方法 

  上場有価証券……………主に日本証券業協会公社債市場によっております。 

 

（２）（有価証券関係） 

   （当中間会計期間末）（平成 19 年９月 30 日現在） 
 

有 価 証 券 

   その他有価証券で時価のあるもの                      （単位：千円） 

区  分 取得原価 中間貸借対照表計上額 差  額 

(1)国債・地方債等 39,112 40,060 948 

(2)社     債 ― ― ― 

(3)そ  の  他 ― ― ― 

合  計 39,112 40,060 948 

(注)時価の算定方法 

  上場有価証券……………主に日本証券業協会公社債市場によっております。 
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（３）（有価証券関係） 

   （前事業年度末）（平成 19 年３月 31 日現在） 
 

有 価 証 券 

   その他有価証券で時価のあるもの                      （単位：千円） 

区  分 取得原価 貸借対照表計上額 差  額 

(1)国債・地方債等 39,112 40,092 980 

(2)社     債 ― ― ― 

(3)そ  の  他 ― ― ― 

合  計 39,112 40,092 980 

(注)時価の算定方法 

  上場有価証券……………主に日本証券業協会公社債市場によっております。 

 

７．デリバティブ取引 

  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）および前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月

31 日） 

 デリバティブ取引を利用しておりませんので該当事項はありません。 

 

（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 136,648.00 円 

１株当たり中間純利益  6,344.60 円 

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益金額    6,252.72 円 

 

 当社は平成17年 11月 22日付で

株式１株につき２株の株式分割を

行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の前中間

会計期間における１株当たり情報

については以下のとおりとなりま

す。 

１株当たり純資産額 119,179.92 円 

１株当たり中間純利益  6,119.30 円 

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益金額    5,984.43 円 

１株当たり純資産額 143,230.27 円

１株当たり中間純利益  8,791.64 円

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益金額     ―  円

 

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。 

１株当たり純資産額 138,940.17 円

１株当たり当期純利益  8,605.69 円

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額    8,509.46 円
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（注）１株当たり中間（当期）純利益および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は

以下のとおりです。 

 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株当たり中間（当期）純利益    

 中間（当期）純利益（千円） 77,970 108,137 105,772

 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）（千円） 
(―) (―) (―)

 普通株式に係る中間（当期） 

 純利益（千円） 
77,970 108,137 105,772

 期中平均株式数（株） 12,289 12,300 12,291

潜在株式調整後１株当たり中間 

（当期）純利益 
 

 中間（当期）純利益調整額 

（千円） 
― ― ―

（うち支払利息（税額相当額控除

後））（千円） 
― ― ―

 普通株式増加数（株） 180 ― 139

（うち新株予約権）（株） (180) (―) (139)

 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 

― 784 個 ―
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