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（百万円未満切捨て）

１．平成19年10月中間期の連結業績（平成19年５月１日～平成19年10月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年10月中間期 17,627 33.5 1,264 △18.3 622 △38.6 333 △44.1

18年10月中間期 13,207 74.9 1,546 174.2 1,012 253.3 596 352.9

19年４月期 36,222 － 3,474 － 2,301 － 1,342 －

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10月中間期 20 98 20 87

18年10月中間期 87 79 86 96

19年４月期 190 99 189 07

（参考）　持分法投資損益　19年10月中間期－百万円　18年10月中間期－百万円　19年４月期－百万円

（注）平成19年５月１日付で１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

(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10月中間期 62,734 5,563 8.9 349 88

18年10月中間期 55,715 2,759 5.0 405 79

19年４月期 53,122 5,305 10.0 667 34

（参考）　自己資本　19年10月中間期5,563百万円　18年10月中間期2,759百万円　19年４月期5,305百万円

（注）平成19年５月１日付で１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

(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10月中間期 △6,877 △4,753 10,430 2,556

18年10月中間期 △7,319 △4,876 14,881 6,963

19年４月期 △3,784 △6,779 10,043 3,756

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年４月期 － 7 50 － 7 50 15 00

20年４月期 － 12 50 － －

20年４月期（予想） － － － 12 50 25 00

３．平成20年４月期の連結業績予想（平成19年５月１日～平成20年４月30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 42,000 16.0 3,870 11.4 2,700 17.3 1,566 16.7 98 49
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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10月中間期 15,900,000株 18年10月中間期 6,800,000株 19年４月期 7,950,000株

②　期末自己株式数 19年10月中間期 －株 18年10月中間期 －株 19年４月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29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10月中間期の個別業績（平成19年５月１日～平成19年10月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年10月中間期 17,565 33.9 1,254 △18.1 599 △39.9 317 △46.1

18年10月中間期 13,115 76.0 1,532 207.1 997 300.4 588 467.1

19年４月期 36,044 － 3,434 － 2,257 － 1,318 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年10月中間期 19 96

18年10月中間期 86 59

19年４月期 187 57

 （注）平成19年５月１日付で１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

(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10月中間期 62,938 5,638 9.0 354 62

18年10月中間期 55,928 2,866 5.1 421 59

19年４月期 53,331 5,396 10.1 678 87

（参考）自己資本 19年10月中間期 5,638百万円 18年10月中間期 2,866百万円 19年４月期 5,396百万円

 （注）平成19年５月１日付で１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

２．平成20年４月期の個別業績予想（平成19年５月１日～平成20年４月30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 41,800 16.0 3,850 12.1 2,682 18.8 1,556 18.1 97 86

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の上昇、サブプライムローン問題による米国景気の減速懸

念等不安要因もありましたが、堅調な企業業績を背景とした設備投資の増加等により景気は、引き続き、回復基調

で推移いたしました。

当社グループが属する不動産業界におきましては、地価や建築資材が上昇し、同業他社との販売競争も激化いた

しております。

  このような事業環境のなか、当社グループは、引き続き、お客様が満足する安心安全で良質な商品の提供、きめ

細かなアフターサービスの実施、販売活動の強化に全社一丸となって取り組んでまいりました。

 その結果、当中間連結会計期間における売上高は176億27百万円（前年同期比33.5％増）、経常利益は6億22百万円

（前年同期比38.6％減）、当期純利益は3億33百万円（前年同期比44.1％減）となりました。

セグメント別業績は次のとおりであります。

[不動産販売事業]

不動産販売事業につきましては、マンション1棟販売が好調に推移したことから、売上高157億円93百万円（前年

同期比39.2％増）となりました。

[請負工事事業]

請負工事事業につきましては、マンション、注文住宅等の建築請負により、売上高6億6百万円（前年同期比

22.2％減）となりました。

[不動産賃貸事業]

不動産賃貸事業につきましては、前期取得の物件のフル稼働及び新規取得物件の貢献により、賃料収入の総額は

10億91百万円（前年同期比23.9％増）となりました。

[その他事業]

その他事業につきましては、不動産管理、人材派遣・紹介、動物病院の運営等で構成されており、売上高１億35

百万円（前年同期比32.3％減）となりました。

通期の連結業績の見通しにつきましては、業界全体で建築確認取得が遅れている等懸念材料がありますが、売上

高420億円（前年同期比16.0％増）、営業利益38億70百万円（前年同期比11.4％増）、経常利益27億円（前年同期比

17.3％増）、当期純利益15億66百万円（前年同期比16.7％増）を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析

　当中間連結会計期間末の資産につきましては、流動資産374億45百万円（前年同期比9.8％増）、固定資産252億89

百万円（前年同期比16.9％増）となりました。販売用不動産の仕入に伴う、たな卸資産の増加と、賃貸用不動産の

取得による有形固定資産の増加、匿名組合出資による投資有価証券の増加が主な要因となっております。

　負債につきましては、流動負債300億68百万円（前年同期比1.9％減）、固定負債271億3百万円（前年同期比

21.6％増）となりました。マンション用地の取得及び賃貸用不動産の取得による長期借入金の増加が主な要因となっ

ております。

　純資産につきましては、純資産合計55億63百万円（前年同期比101.6％増）となりました。前年の当期純利益の積

み上げ及び平成19年２月14日の公募増資並びに平成19年３月14日の第三者割当による増加が主な要因となっており

ます。

当中間連結会計期間中のキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、使用した資金は68億77百万円（前年同期比４億42百万円支出減）となりました。これは主とし

て、たな卸資産の増加額が53億17百万円、売上債権の増加額が11億10百万円となり資金が流出したことによるもの

であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、使用した資金は47億53百万円（前年同期比１億23百万円支出減）となりました。これは主とし

て、有形固定資産の取得による支出42億98百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、得られた資金は104億30百万円（前年同期比44億51百万円収入減）となりました。これは主とし

て、長短借入金の収支の純額が109億73百万円となったことによるものであります。
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以上の結果、当中間会計期間末の現金及び現金同等物は、前中間会計期間末に比べ、44億６百万円減少の25億56百

万円となりました。

（参考）キャッシュ・フロー関係指標の推移

平成18年４月期 平成19年４月期 平成20年４月

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 6.8 6.0 5.0 10.0 8.9

時価ベースの自己資本比率（％） 20.0 16.7 21.0 19.3 13.1

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

（倍）
－ － － － －

（注）１．指標の算出方法

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／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

２．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

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

４．営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、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・レシオは算出しておりません。

(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還元を経営の重要課題の一つと考えており、継続的かつ安定的な配当を実施

することを基本とし、各期の業績や財務バランス等を総合的に勘案して利益配分を検討してまいります。

　このような基本方針のもと、平成20年４月期の中間配当は１株につき12円50銭とし、期末配当につきましても12

円50銭として年間25円を予定しております。

(4）事業等のリスク

　以下において、当社グループの事業及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考

えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社グルー

プはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努める方針であり

ますが、当社の有価証券に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上

で行なわれる必要があると考えております。なお、将来に関する事項につきましては、決算発表日現在で判断した

ものであります。

1.不動産販売事業について

①経済環境の変化

　当社グループの不動産販売事業は、戸建分譲、マンション分譲及びマンションの１棟販売であり、景気・金利・

地価の動向ならびに将来予測及び住宅税制等の影響を受けやすい傾向にあります。これらの諸要因の動向に大きな

変化があった場合は、住宅購入予定者及び不動産業者等の購入意欲を減退させる可能性があり、当社グループの業

績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

②価格競争

　当社グループは、良質の住宅を安価で提供することを目標としておりますが、需給バランスの悪化による価格競

争の激化等で、販売が計画通り進まない場合は、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。

③用地仕入

　当社グループは、独自のネットワークに基づく十分な不動産情報と迅速な意思決定により、良質の土地仕入に努

めておりますが、今後、土地取得に係る競争激化や価格の高騰により、用地仕入が計画通り進まない場合は、当社

グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
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④外注先への依存

　当社グループは、戸建住宅及びマンションについて、コストの抑制と効率的な運営を狙いに、基本設計及び一部

の施工監理を除いて請負業者に外注委託しております。事業の拡大に伴い、新規の外注先確保に努めておりますが、

今後、当社グループの選定基準に合致する外注先を十分に確保できなくなったり、外注先の経営が悪化した場合、

または外注単価が上昇してコストが増加した場合、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。

⑤引渡時期による業績の変動

　不動産販売事業の売上は、顧客への物件引渡をもって計上されます。そのため、四半期毎に当社グループの業績

を見た場合、物件の竣工や引渡のタイミングにより売上高及び利益が変動するため、ある四半期の業績が必ずしも

他の四半期や年次の業績を示唆するものではありません。

　天災その他予想し得ない事態による建設工事の遅延等不測の事態により引渡時期が期末を越えて遅延した場合、

また、期末近くに竣工・引渡を計画している物件について、契約は順調に進んでいても顧客への引渡が次期にずれ

込む事態が生じた場合、当該期の当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥業績の下期偏重傾向

　戸建分譲住宅の契約率が高まるのは、一般的に例年２～３月となっております。当社グループにおいてもその傾

向がみられ、直近の連結会計年度においても売上高が下半期に偏重しております。当社としては、土地仕入、建築

施工、販売時期の年間平準化に努めておりますが、上記住宅需要の動向の影響を受けるため、今後も売上が下半期

に偏重する可能性があります。

⑦SPCの活用について

　平成19年10月31日現在において、当社が匿名組合契約により出資しているSPCは６社、当該SPCへの匿名組合出資

の合計額は７億79百万円、当該SPCが保有する信託受益権の合計額は172億18百万円であります。また、当該SPCにお

ける信託受益権購入資金については、当社からの匿名組合出資の他、金融機関等からのノンリコースローンにより

調達しており、当社が出資している匿名組合出資の元金及び配当の支払順位は、ノンリコースローンの元利金の支

払順位に劣後しております。

　当社グループでは今後も物件の特性と市場の状況を見極めながら、SPCを活用した資産の流動化を行う方針であり

ます。したがって、今後SPCに関する連結範囲が拡大され、従来非連結であったSPCが連結対象となった場合には、

当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

2.財政状態、経営成績について

①借入金への依存

　当社グループは、不動産事業に係る必要資金を主に金融機関からの借入金により調達しており、事業拡大に伴い、

その残高も増加傾向にあり、平成19年10月31日現在、総資産に占める有利子負債の割合も76.5％と高くなっており

ます。機動的かつ安定的な資金調達に努めておりますが、今後、何らかの要因により当社が必要としている資金調

達に支障が生じた場合、または金利が上昇・高止まりした場合、事業計画の変更・支払利息の増加等により、当社

グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

3.法的規制等について

①法的規制

　当社は、土地の仕入から建築物の企画設計、施工、販売まで幅広く事業活動を行っており、宅地建物取引業法、

建設業法、建築士法、建築基準法、都市計画法、農地法、宅地造成等規制法、国土利用計画法、住宅品質確保促進

法、リサイクル法その他地方自治体の条例等により、法的規制を受けております。また、その他事業として、人材

派遣・紹介業、動物病院運営業、不動産管理業等があります。動物病院運営業は獣医師法、獣医療法、薬事法等、

不動産管理業はマンション管理法等、人材派遣・紹介業は労働者派遣法、職業安定法等、法的規制を受けておりま

す。当社グループは、全社員にコンプライアンスの徹底を図るなど法令遵守に努めておりますが、今後、これらの

規制を遵守できなかった場合には、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

②区条例等によるマンション規制

　東京都の一部の自治体等において、一定面積以上の住宅設置を義務付けるなどマンションについて規制を行う条

例等が導入されております。当社では、これら条例等に沿って商品開発を行っており、現時点において直接の影響

がありませんが、今後さらに各自治体による規制強化が行われた場合は、当社グループの業績及び財務状況に悪影

響を及ぼす可能性があります。
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③住宅の瑕疵保証

　住宅供給者は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、10年間の瑕疵担保保証が義務付けられており

ます。当社は、財団法人住宅保証機構に登録しており、また、主力商品の木造３階建住宅については、ISO（国際標

準化機構）の9001：2000「品質マネジメントシステム」の認証を取得しており、品質の確保に万全を期するととも

に、販売後のクレーム等についてもアフターサービス担当を設置し、適切な対応に努めております。さらにクレー

ム等の分析結果を基に材料、工法の改善等を行っております。しかしながら、販売件数の増加に伴い、当社グルー

プの品質管理に不備が生じた場合や当社グループの販売した住宅に重大な瑕疵があるとされた場合など、当社の責

任の有無や実際の瑕疵の有無にかかわらず、また根拠のない誤認であっても、当社グループの信用ならびに業績・

財務状況に悪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
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社Ｈｕｍａｎ２１）及び100％子会社である株式会社Ｈｕ

ｍａｎ管理（不動産管理事業）、株式会社Ｈｕｍａｎキャリアサービス（人材派遣・紹介業）の２社、計３社により構

成されており、不動産販売事業を主な事業としております。

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

 （1）不動産販売事業

不動産販売事業は、戸建住宅及び建築条件付宅地の分譲とマンションの１棟販売を主たる事業としております。

当社の戸建分譲及び建築条件付宅地分譲事業は、東京都の城東・城北地区、神奈川県・千葉県の東京寄りエリア

を中心に最寄駅から徒歩10分圏内、木造３階建を中心に、１プロジェクト平均８～10戸程度の開発分譲を行ってお

ります。

マンション事業はワンルームタイプの１棟売りに特化し、戸建及び建築条件付宅地分譲事業と同様のエリアで駅

近で利便性の高い物件を開発販売しております。

 （2）請負工事事業

請負工事事業は、金融機関等からの紹介・一般営業による、中高層集合住宅、店舗、オフィス等の建築請負及び

建築条件付宅地の分譲に伴う住宅の建築請負を行っております。

 （3）不動産賃貸事業

当社の不動産賃貸事業は、最寄駅から徒歩圏内の利便性の高い地域で、ワンルームマンションを中心とした中高

層住宅の賃貸を行っております。住居系の賃貸物件は景気に左右されにくく、空室補充が容易であり、安定した収

入が見込めるものであります。

 （4）その他事業

当社グループは、不動産管理、人材派遣・紹介、動物病院の運営等を行っております。連結子会社である株式会

社Ｈｕｍａｎ管理は、不動産管理業務を、連結子会社である株式会社Ｈｕｍａｎキャリアサービスは、人材派遣・

紹介業務を行っております。

[事業系統図]

主たる事業の系統図は次のとおりであります。

 お 客 様 

連結子会社 
株式会社Human管理 

連結子会社 
株式会社Humanキャリアサービス 

株式会社Human21 

不動産販売事業 請負工事事業 不動産賃貸事業 

木材等販売 

その他事業 

人材派遣等 動物病院運営 不動産管理 

不動産管理委託 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社グループは企業理念として、「住宅産業とサービスを通じて、お客様とともに豊かな暮らしとヒューマンな

未来を創造し続けます。」を掲げ、「顧客満足と取引先の発展、社員の生きがい」を創造し、「企画力、技術力、

行動力」により、企業の成長を図ることを基本方針に事業を展開してまいりました。今後もお客様、株主の皆様の

ご期待に応えるべく業務に邁進してまいります。

（2）目標とする経営指標

　当社グループは、収益性、成長性及び安定性の観点より、売上高経常利益率の向上を図ることを第一と考えてお

ります。

（3）中期的な会社の経営戦略

　当社グループは不動産業のなかにあって、１つの事業に偏ることなく、「戸建分譲」「マンション１棟販売」「不

動産賃貸」の３つの事業をバランス良く組み合わせ、収益性、成長性及び安定性を高めていくことを基本戦略とし

ております。すなわち「戸建分譲」「マンション１棟販売」をフロービジネス、「不動産賃貸」をストックビジネ

スと位置付け、事業環境が変化していくなかで常に安定的な成長を目指すものであります。

　中長期的な不動産マーケットの動向につきましては、当社の地盤としております首都圏への人口流入は今後も続

　くものと予想されるうえ、住宅に対する需要は今後も底堅いと予想されますが、一方で競合他社との価格面を含

めた競争も厳しくなってきております。

　当社グループといたしましては、独自のネットワークによる情報収集力をさらに強化し、安定的な用地仕入に努

めるとともに、木造３階建・２階建、デザイン、間取り、敷地等、各地域のお客様のニーズに的確に対応した高品

質な商品をスピーディに提供してまいります。東京・神奈川・千葉・埼玉の首都圏４拠点体制が確立されるのを機

に、同圏における確固たる営業基盤を構築してまいります。

　また、住居を中心とした不動産賃貸事業を、景気に左右されにくい安定収益基盤として主力事業のひとつに位置

付けており、既存物件の高稼働の維持・管理の強化、収益性の高い物件の厳選取得を行ってまいります。

　さらに価格競争力の維持に向け、引き続き、原価の低減、経費の削減等コストダウンに注力してまいります。

（4）会社の対処すべき課題

 不動産業においては優良な用地を低価格で取得し、マーケットニーズに合った安心安全な物件を速やかに建築完成

させ、完売することが収益性・成長性を高める最良の手段と考えております。また、賃貸事業においては、入居率

を高め高利回りをいかに維持するかが重要と考えております。このことから、事業の成長に伴い「仕入力」「設計

企画力」「工事力」「販売力」「賃貸管理力」の更なる強化向上が重要な課題であると位置づけております。

（5）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年10月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年10月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年４月30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 ※１  7,230,471   3,024,170   4,023,437  

２．受取手形及び売掛金   133,393   1,879,465   768,737  

３．たな卸資産 ※１  26,014,164   31,741,840   26,424,808  

４．その他   722,558   840,906   959,237  

貸倒引当金   △12,640   △40,887   △25,901  

流動資産合計   34,087,947 61.2  37,445,495 59.7  32,150,319 60.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

（1）建物及び構築物 ※１ 7,863,735   10,519,850   8,264,103   

 減価償却累計額  391,373 7,472,361  610,972 9,908,878  478,886 7,785,217  

（2）土地 ※１  13,222,563   13,671,572   11,729,207  

（3）その他  29,885   45,011   31,665   

減価償却累計額  14,618 15,267  16,908 28,103  15,989 15,676  

有形固定資産合計   20,710,192   23,608,554   19,530,101  

２．無形固定資産 ※１  285,660   281,833   283,586  

３．投資その他の資産 ※１  633,031   1,403,874   1,160,131  

貸倒引当金   △1,281   △5,076   △1,357  

投資その他の資産合計   631,749   1,398,798   1,158,773  

固定資産合計   21,627,602 38.8  25,289,186 40.3  20,972,462 39.5

資産合計   55,715,550 100.0  62,734,682 100.0  53,122,781 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年10月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年10月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年４月30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．支払手形及び買掛金 ※２  6,293,077   6,979,791   7,689,155  

２．短期借入金 ※１  10,602,750   8,555,750   6,535,850  

３．一年内償還予定の社債   320,000   170,000   270,000  

４．一年内返済予定の長期借
入金

※１  12,110,929   13,371,174   10,404,917  

５．賞与引当金   30,524   38,246   33,066  

６．その他   1,304,386   953,233   1,444,051  

流動負債合計   30,661,667 55.0  30,068,195 47.9  26,377,041 49.6

Ⅱ　固定負債           

１．社債   1,665,000   1,145,000   1,530,000  

２．長期借入金 ※１  19,445,641   24,749,937   18,762,785  

３．退職給付引当金   32,491   38,967   35,516  

４．役員退職慰労引当金   44,597   49,437   45,199  

５．その他   1,106,806   1,120,006   1,066,871  

固定負債合計   22,294,536 40.0  27,103,349 43.2  21,440,372 40.4

負債合計   52,956,204 95.0  57,171,544 91.1  47,817,413 90.0

           

 （純資産の部）           

 Ⅰ　株主資本           

 　１．資本金   500,000 0.9  1,436,445 2.3  1,436,445 2.7

 　２．資本剰余金   321,667 0.6  1,258,112 2.0  1,258,112 2.4

 　３．利益剰余金   1,877,571 3.4  2,845,712 4.5  2,571,818 4.8

 　　株主資本合計   2,699,239 4.9  5,540,270 8.8  5,266,376 9.9

 Ⅱ　評価・換算差額等           

 　１．その他有価証券評価差額金   60,106 0.1  22,866 0.1  38,991 0.1

 　　評価・換算差額等合計   60,106 0.1  22,866 0.1  38,991 0.1

 　　純資産合計   2,759,345 5.0  5,563,137 8.9  5,305,368 10.0

 　　負債純資産合計   55,715,550 100.0  62,734,682 100.0  53,122,781 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30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   13,207,464 100.0  17,627,127 100.0  36,222,212 100.0

Ⅱ　売上原価   10,646,116 80.6  15,074,488 85.5  30,527,266 84.3

売上総利益   2,561,348 19.4  2,552,638 14.5  5,694,945 15.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,015,003 7.7  1,288,594 7.3  2,220,496 6.1

営業利益   1,546,344 11.7  1,264,044 7.2  3,474,449 9.6

Ⅳ　営業外収益           

１．受取配当金  －   8,942   －   

２．匿名組合出資配当金  28,943   9,477   29,001   

３．受取保険金  －   20,637   6,160   

４．その他  10,264 39,208 0.3 20,458 59,516 0.3 26,475 61,637 0.2

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  497,445   652,153   1,127,012   

２．その他  75,719 573,165 4.3 49,304 701,458 4.0 107,930 1,234,942 3.4

経常利益   1,012,387 7.7  622,102 3.5  2,301,144 6.4

Ⅵ　特別利益           

　投資有価証券売却益  12,380 12,380 0.1 － － － 12,380 12,380 0.0

税金等調整前中間（当
期）純利益

  1,024,767 7.8  622,102 3.5  2,313,524 6.4

法人税、住民税及び事業
税

 447,416   243,392   1,043,144   

法人税等調整額  △19,643 427,772 3.3 45,191 288,583 1.6 △71,861 971,282 2.7

中間（当期）純利益   596,994 4.5  333,519 1.9  1,342,242 3.7
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10月31日）

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価証券評
価差額金

平成18年４月30日　残高（千円） 500,000 321,667 1,408,576 2,230,244 72,831 2,303,076

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △102,000 △102,000  △102,000

役員賞与（注）   △26,000 △26,000  △26,000

中間純利益   596,994 596,994  596,994

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）

    △12,725 △12,725

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 468,994 468,994 △12,725 456,269

平成18年10月31日　残高（千円） 500,000 321,667 1,877,571 2,699,239 60,106 2,759,345

       

（注）平成18年７月21日定時株主総会決議に基づく利益処分によるものであります。

当中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価証券評
価差額金

平成19年４月30日　残高（千円） 1,436,445 1,258,112 2,571,818 5,266,376 38,991 5,305,368

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △59,625 △59,625  △59,625

中間純利益   333,519 333,519  333,519

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）

    △16,124 △16,124

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 273,894 273,894 △16,124 257,769

平成19年10月31日　残高（千円） 1,436,445 1,258,112 2,845,712 5,540,270 22,866 5,563,137

       

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５月１日　至　平成19年４月30日）

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価証券評
価差額金

平成18年４月30日　残高（千円） 500,000 321,667 1,408,576 2,230,244 72,831 2,303,076

連結会計年度中の変動額

新株の発行 936,445 936,445  1,872,890  1,872,890

剰余金の配当（注）   △102,000 △102,000  △102,000

剰余金の配当   △51,000 △51,000  △51,000

役員賞与（注）   △26,000 △26,000  △26,000

当期純利益   1,342,242 1,342,242  1,342,242

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    △33,840 △33,840

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

936,445 936,445 1,163,242 3,036,132 △33,840 3,002,291

平成19年４月30日　残高（千円） 1,436,445 1,258,112 2,571,818 5,266,376 38,991 5,305,368

       

（注）平成18年７月21日定時株主総会決議に基づく利益処分によるものであります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31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５月１日
至　平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  1,024,767 622,102 2,313,524

減価償却費  106,834 133,910 225,792

支払利息  497,445 652,153 1,127,012

売上債権の減少額（△増加額）  550,272 △1,110,727 △85,072

たな卸資産の増加額  △10,204,135 △5,317,031 △8,203,762

仕入債務の増加額（△減少額）  1,282,714 △628,397 2,597,825

その他流動資産の減少額（△増加
額）

 △191,625 109,858 △152,662

その他流動負債の増加額  482,999 127,622 221,134

その他  99,474 44,423 △103,138

小計  △6,351,253 △5,366,084 △2,059,348

利息の支払額  △551,809 △707,131 △1,116,917

法人税等の支払額  △418,177 △827,493 △634,637

その他  1,525 23,687 26,108

営業活動によるキャッシュ・フロー  △7,319,715 △6,877,021 △3,784,794

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  － △200,032 －

有形固定資産の取得による支出  △5,027,028 △4,298,041 △6,313,827

有形固定資産の売却による収入  136,261 － 136,261

投資有価証券の取得による支出  △107,908 △230,563 △646,862

投資有価証券の売却による収入  128,715 － 128,728

その他  △6,154 △24,366 △83,628

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,876,114 △4,753,004 △6,779,327

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  10,807,500 12,522,000 18,433,000

短期借入金の返済による支出  △7,616,750 △10,502,100 △19,309,150

長期借入れによる収入  16,144,000 16,950,500 26,525,000

長期借入金の返済による支出  △4,215,326 △7,997,090 △16,985,194

株式の発行による収入  － － 1,861,986

社債の償還による支出  △135,000 △483,561 △320,000

配当金の支払額  △102,000 △59,020 △153,000

その他  △498 － △9,462

財務活動によるキャッシュ・フロー  14,881,925 10,430,727 10,043,180

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少
額）

 2,686,096 △1,199,298 △520,942

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  4,276,992 3,756,049 4,276,992

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高

 6,963,088 2,556,750 3,756,049
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１．連結の範囲に関する事項  子会社は全て連結されております。

当該連結子会社は、㈱Human管理と

㈱Humanキャリアサービスの２社で

あります。

同左 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。 同左 同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。

同左 　連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しており

ます。

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

　時価法

②　　　――――― ②　　　―――――

③　たな卸資産

イ　販売用不動産、仕掛販売用

不動産及び未成工事支出金

　個別法による原価法

③　たな卸資産

イ　販売用不動産、仕掛販売用

不動産及び未成工事支出金

同左

③　たな卸資産

イ　販売用不動産、仕掛販売用

不動産及び未成工事支出金

同左

ロ　商品及び貯蔵品

　最終仕入原価法

ロ　貯蔵品

同左

ロ　貯蔵品

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

　但し、平成10年４月以降に取

得した建物（附属設備を除く）

については定額法を採用してお

ります。

(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

　但し、平成10年４月以降に取

得した建物（附属設備を除く）

については定額法を採用してお

ります。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

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

計年度の翌連結会計年度より、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。これによる損益に与え

る影響は軽微であります。

　なお、セグメント情報に与える

影響も軽微であります。

(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

　但し、平成10年４月以降に取

得した建物（附属設備を除く）

については定額法を採用してお

ります。

②　無形固定資産

自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法に

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)       ───── (3)       ───── (3）重要な繰延資産の処理方法

　株式交付費

　支出時に全額費用として処理

しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

(4）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

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当中間

連結会計期間に負担すべき金額

を計上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当連結

会計年度に負担すべき金額を計

上しております。

③      ───── ③　役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間連

結会計期間に負担すべき金額を

計上しております。

　なお、当中間連結会計期間に

おいては、計上しておりません。

③　役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当連結会

計年度に負担すべき金額を計上

しております。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基

準第４号　平成17年11月29日）を

適用しております。

　この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益が、28,000千円減

少しております。

　なお、セグメント情報に与える

影響は、該当箇所に記載しており

ます。

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、中間連結会計期間末自己都

合要支給額に基づき、当中間連

結会計期間負担額を計上してお

ります（簡便法）。

④　退職給付引当金

同左

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、期末自己都合要支給額に基

づき計上しております（簡便

法）。

⑤　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく中間連

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

同左

⑤　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

(5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(6）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。ただし、

固定資産に係る控除対象外消費

税等は投資その他の資産に計上

し、５年間で均等償却を行って

おります。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　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 同左

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
前中間連結会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は2,759,345千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しており

ます。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は5,305,368千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部については、

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の連結財務諸表規則により作成して

おります。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

 （中間連結損益計算書）

　営業外収益の「金利スワップ評価益」は、前中間連結会

計期間において区分掲記しておりましたが、営業外収益の

100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に

含めて表示しております。なお、当中間連結会計期間の

「その他」に含まれている「金利スワップ評価益」は1,593

千円であります。

　営業外収益の「匿名組合出資配当金」は、前中間連結会

計期間は「その他」に含めて表示しておりましたが、営業

外収益の100分の10を超えたため区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「匿名組合出資配当金」は58千円であります。

 （中間連結損益計算書）

　営業外収益の「受取配当金」は、前中間連結会計期間に

おいて「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外

収益の100分の10を超えたため区分掲記しております。な

お、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「受

取配当金」は1,233千円であります。

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　投資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金の預入

による支出」は、前中間連結会計期間において区分掲記し

ておりましたが、金額的重要性が低下したため「その他」

に含めて表示しております。なお、当中間連結会計期間に

おける「定期預金の預入による支出」は△12千円でありま

す。

　投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の

取得による支出」は、前中間連結会計期間において「その

他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増し

たため区分掲記しております。なお、前中間連結会計期間

の「その他」に含まれている「投資有価証券の取得による

支出」は△60,288千円であります。

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　投資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金の預入

による支出」は、前中間連結会計期間において「その他」

に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したた

め区分掲記しております。なお、前中間連結会計期間の

「その他」に含まれている「定期預金の預入による支出」

は△12千円であります。

　投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産の

売却による収入」は、前中間連結会計期間において区分掲

記しておりましたが、金額的重要性が低下したため「その

他」に含めて表示しております。なお、当中間連結会計期

間における「有形固定資産の売却による収入」は757千円

であります。

追加情報
前中間連結会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

───── ───── （固定資産の保有目的の変更）

　保有目的の変更により、建物から販

売用不動産へ419,638千円及び、土地

から販売用不動産へ1,991,379千円振

替えております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年10月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年10月31日）

前連結会計年度末
（平成19年４月30日）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

預金      449,292千円

販売用不動産 3,917,404

仕掛販売用不動産 13,684,798

建物 7,131,163

土地 13,057,680

借地権 278,513

投資有価証券 124,600

合計 38,643,452

預金  679,544千円

販売用不動産 3,663,257

仕掛販売用不動産 16,820,358

建物 9,819,016

土地 13,671,572

借地権 278,513

投資有価証券 163,100

合計 45,095,363

預金 462,393千円

販売用不動産 5,769,571

仕掛販売用不動産 11,526,687

建物 7,690,810

土地 11,729,207

借地権 278,513

投資有価証券 194,800

合計 37,651,984

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金   10,434,750千円

一年内返済予定の

長期借入金
11,971,861

長期借入金 17,622,033

合計 40,028,644

短期借入金 8,555,750千円

一年内返済予定の

長期借入金
13,361,178

長期借入金 24,743,253

合計 46,660,182

短期借入金 6,385,850千円

一年内返済予定の

長期借入金
10,394,088

長期借入金 18,751,103

合計 35,531,041

※２　　　　　─────

 

※２　　　　　─────

 

※２  連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処

理しております。なお当連結会計年度の

末日が金融機関の休日であったため、次

の連結会計年度末日満期手形が連結会計

年度末残高に含まれております。 

  支払手形 875,340千円

　３　当社グループにおいて、運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行４行と当座

貸越契約を締結しております。

　この契約に基づく当中間連結会計期間末

の借入未実行残高は次のとおりであります。

　

　３　当社グループにおいて、運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行５行と当座

貸越契約を締結しております。

　この契約に基づく当中間連結会計期間末

の借入未実行残高は次のとおりであります。

　

　３　当社グループにおいて、運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行５行と当座

貸越契約を締結しております。

　この契約に基づく当連結会計年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。　

当座貸越契約の総額    1,880,000千円

借入実行残高 500,000

差引額 1,380,000

当座貸越契約の総額    2,340,000千円

借入実行残高 1,440,000

差引額 900,000

当座貸越契約の総額 2,880,000千円

借入実行残高 500,000

差引額 2,380,000
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目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

費目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

費目及び金額は次のとおりであります。

給与手当      257,182千円

賞与引当金繰入額 15,097

支払手数料 91,968

租税公課　 144,760

貸倒引当金繰入額 16,103千円

給与手当 273,121

賞与引当金繰入額 20,284

支払手数料 127,702

租税公課 228,759

給与手当 522,450千円

賞与引当金繰入額 17,932

租税公課 302,314
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 6,800 － － 6,800

合計 6,800 － － 6,800

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　該当事項はありません。

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
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年７月21日

定時株主総会
普通株式 102,000 15 平成18年４月30日 平成18年７月21日

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力が中間期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年12月15日

取締役会
普通株式 51,000 利益剰余金 7.5  平成18年10月31日  平成19年１月19日
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当中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式（注） 7,950 7,950 － 15,900

合計 7,950 7,950 － 15,900

（注）普通株式の発行済株式総数の増加7,950千株は、平成19年５月１日付で、１株を２株に株式分割したことによる

ものであります。

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　該当事項はありません。

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
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月18日

取締役会
普通株式 59,625 7.5 平成19年４月30日 平成19年７月30日

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力が中間期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成19年12月17日

取締役会
普通株式 198,750 利益剰余金 12.5  平成19年10月31日  平成20年１月21日
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前連結会計年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式（注） 6,800 1,150 － 7,950

合計 6,800 1,150 － 7,950

（注）普通株式の発行済株式数の増加1,150千株は、公募増資による新株発行1,000千株及び第三者割当増資による

新株発行150千株によるものであります。

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　該当事項はありません。

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
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年７月21日

定時株主総会
普通株式 102,000 15 平成18年４月30日 平成18年７月21日

平成18年12月15日

取締役会
普通株式 51,000 7.5 平成18年10月31日 平成19年１月19日

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力が期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月18日

取締役会
普通株式 59,625 利益剰余金 7.5  平成19年４月30日  平成19年７月30日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成18年10月31日現在） （平成19年10月31日現在） （平成19年４月30日現在）

現金及び預金勘定 7,230,471千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△267,382

現金及び現金同等物 6,963,088

現金及び預金勘定 3,024,170千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△467,419

現金及び現金同等物 2,556,750

現金及び預金勘定 4,023,437千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△267,387

現金及び現金同等物 3,756,049

（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30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.リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

　①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

車両運搬具 6,360 212 6,148

工具器具及び
備品

69,057 31,775 37,282

ソフトウェア 4,608 1,459 3,148

合計 80,025 33,446 46,578

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

車両運搬具 6,360 1,484 4,876

工具器具及び
備品

84,777 47,571 37,206

ソフトウェア 19,710 4,394 15,315

合計 110,847 53,449 57,398

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

車輌運搬具 6,360 848 5,512

工具器具及び
備品

77,103 39,505 37,597

ソフトウェア 4,608 1,920 2,688

合計 88,071 42,273 45,797

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

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

１年内       15,691千円

１年超       30,887千円

合計       46,578千円

１年内           21,547千円

１年超           35,851千円

合計           57,398千円

１年内           17,300千円

１年超        28,496千円

合計           45,797千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。

　③支払リース料及び減価償却費相当額 　③支払リース料及び減価償却費相当額 　③支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料      7,471千円

減価償却費相当額      7,471千円

支払リース料       11,175千円

減価償却費相当額       11,175千円

支払リース料       15,579千円

減価償却費相当額       15,579千円

　④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

　④減価償却費相当額の算定方法

同左

　④減価償却費相当額の算定方法

同左

2.オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年内      3,933千円

１年超      6,471千円

合計      10,405千円

2.オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年内           6,302千円

１年超           7,937千円

合計           14,239千円

2.オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年内           3,933千円

１年超           4,504千円

合計           8,438千円
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（有価証券関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間末（平成18年10月31日）

1．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 150,851 248,162 97,311

(2）債券 － － －

(3）その他 8,333 12,365 4,031

合計 159,185 260,528 101,343

2．時価評価されていない主な有価証券

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

その他有価証券  

　　　匿名組合出資金 198,500

合計 198,500

Ⅱ　当中間連結会計期間末（平成19年10月31日）

1．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 205,134 240,408 35,274

(2）債券 － － －

(3）その他 142,868 146,149 3,280

合計 348,002 386,557 38,555

2．時価評価されていない主な有価証券

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

その他有価証券  

　　　匿名組合出資金 779,200

合計 779,200

Ⅲ　前連結会計年度末（平成19年４月30日）

1．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 152,965 216,371 63,406

(2）債券　 － － －

(3）その他 142,673 145,009 2,335

合計 295,638 361,380 65,741
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2．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

129,000 12,380 －

3．時価評価されていない主な有価証券

連結貸借対照表計上額
（千円）

その他有価証券  

　　　匿名組合出資金 601,000

合計 601,000

（デリバティブ取引関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間末（平成18年10月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利 スワップ取引 200,000 △1,324 △1,324

 キャップ取引 30,000 0 △790

合計 230,000 △1,324 △2,114

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

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

Ⅲ　前連結会計年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

期末残高がないため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自平成18年５月１日　至平成18年10月31日）、当中間連結会計期間（自平成19年５月１日　

至平成19年10月31日）及び前連結会計年度（自平成18年５月１日　至平成19年４月30日）

該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10月31日）

 
不動産販売事
業（千円）

請負工事事業
（千円）

不動産賃貸事
業（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上

高
11,346,889 780,055 880,797 199,721 13,207,464 － 13,207,464

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － 342 248,154 248,497 (248,497) －

計 11,346,889 780,055 881,140 447,876 13,455,961 (248,497) 13,207,464

営業費用 10,227,691 742,857 453,589 486,995 11,911,133 (250,013) 11,661,119

営業利益（△は損失） 1,119,198 37,198 427,550 △39,119 1,544,828 1,516 1,546,344

　（注）１．事業区分は、事業活動における業務の種類を勘案して決定しております。

２．各事業の主な内容

不動産販売事業…………戸建住宅及び中高層住宅（マンション）の分譲販売

請負工事事業……………一般住宅、中高層住宅、店舗、オフィス等の注文建築の請負

不動産賃貸事業…………中高層住宅及び事業用不動産の賃貸

その他事業………………不動産管理、木材等の販売、人材派遣業、人材紹介業、動物病院の運営

当中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

 
不動産販売事
業（千円）

請負工事事業
（千円）

不動産賃貸事
業（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上

高
15,793,669 606,920 1,091,338 135,198 17,627,127 － 17,627,127

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － 720 57,571 58,291 (58,291) －

計 15,793,669 606,920 1,092,058 192,769 17,685,418 (58,291) 17,627,127

営業費用 15,075,508 592,619 562,987 192,497 16,423,612 (60,529) 16,363,083

営業利益 718,161 14,300 529,070 272 1,261,805 2,238 1,264,044

　（注）１．事業区分は、事業活動における業務の種類を勘案して決定しております。

２．各事業の主な内容

不動産販売事業…………戸建住宅及び中高層住宅（マンション）の分譲販売

請負工事事業……………一般住宅、中高層住宅、店舗、オフィス等の注文建築の請負

不動産賃貸事業…………中高層住宅及び事業用不動産の賃貸

その他事業………………不動産管理、人材派遣業、人材紹介業、動物病院の運営
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前連結会計年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

 
不動産販売事
業（千円）

請負工事事業
（千円）

不動産賃貸事
業（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上

高
32,037,620 1,882,034 1,887,167 415,390 36,222,212 － 36,222,212

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － 882 546,631 547,514 (547,514) －

計 32,037,620 1,882,034 1,888,050 962,021 36,769,726 (547,514) 36,222,212

営業費用 29,653,125 1,774,820 912,817 955,631 33,296,395 (548,631) 32,747,763

営業利益 2,384,495 107,213 975,232 6,390 3,473,331 1,117 3,474,449

　（注）１．事業区分は、事業活動における業務の種類を勘案して決定しております。

２．各事業の主な内容

不動産販売事業…………戸建住宅及び中高層住宅（マンション）の分譲販売

請負工事事業……………一般住宅、中高層住宅、店舗、オフィス等の注文建築の請負

不動産賃貸事業…………事業用不動産及び中高層住宅の賃貸

その他事業………………不動産管理、木材等の販売、人材派遣業、人材紹介業、動物病院の運営

３．会計方針の変更

（役員賞与に関する会計基準）

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（４）③に記載のとおり、当連結会計年度より

「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「不動産販売事業」で24,887千円、「請負工事事業」で1,461千

円、「不動産賃貸事業」で1,466千円、「その他事業」で184千円それぞれ営業費用が増加し、営業利益がそ

れぞれ同額減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年５月１日　至平成18年10月31日）、当中間連結会計期間（自平成19年５月１

日　至平成19年10月31日）及び前連結会計年度（自平成18年５月１日　至平成19年４月30日）

　当社グループは、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店を有していないため、該当事項

はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成18年５月１日　至平成18年10月31日）、当中間連結会計期間（自平成19年５月１

日　至平成19年10月31日）及び前連結会計年度（自平成18年５月１日　至平成19年４月30日）

　当社グループは、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

　　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１株当たり純資産額    405円79銭

１株当たり中間純利益

金額
87円79銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
86円96銭

１株当たり純資産額 349円88銭

１株当たり中間純利益

金額
20円98銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
20円87銭

１株当たり純資産額    667円34銭

１株当たり当期純利益

金額
   190円99銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
   189円07銭

　当社は、平成19年５月１日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。当該株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、それぞれ以下のとおりと

なります。

前中間連結

会計期間
前連結会計年度

１株当たり純資産

額

１株当たり純資産

額

202円89銭 333円67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

43円90銭 95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

43円48銭 94円53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。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

　中間（当期）純利益（千円） 596,994 333,519 1,342,242

　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）
596,994 333,519 1,342,242

　普通株式の期中平均株式数（千株） 6,800 15,900 7,027

    

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） 65 84 71
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

────── ────── 　平成19年１月25日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のように株式分

割による新株式を発行しております。

１.平成19年５月１日付をもって普通

株式１株につき２株に分割します。

（１）分割により増加する株式数

　　　普通株式　7,950,000株

（２）分割方法

平成19年４月30日最終の株

主名簿及び実質株主株主名簿

に記載または記録された株主

の所有株式数を、１株につき

２株の割合をもって分割しま

す。

２.配当起算日

　　平成19年５月１日

３.発行可能株式総数の増加

　上記株式分割に伴い、会社法第

184条第２項の規定に基づき、平成

19年５月１日付をもって定款第６

条を変更し、発行可能株式総数

26,000,000株を増加し、

52,000,000株としております。

　当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前連結会計年

度における１株当たり情報及び当

期首に行われたと仮定した場合の

当連結会計年度における１株当た

り情報は、それぞれ以下のとおり

となります。

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり

純資産額

１株当たり

純資産額

167円43銭 333円67銭

１株当たり

当期純利益金額

１株当たり

当期純利益金額

39円40銭 95円49銭

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額については

、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。

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額

94円53銭
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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10月31日）
当中間会計期間末

（平成19年10月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年４月30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 ※１  7,203,014   3,005,048   3,997,157  

２．受取手形   774   1,505,000   130,963  

３．売掛金   121,971   363,823   627,048  

４．たな卸資産 ※１  26,014,164   31,741,840   26,424,808  

５．その他 ※３  725,797   858,101   957,415  

貸倒引当金   △12,640   △53,887   △25,901  

流動資産合計   34,053,081 60.9  37,419,926 59.5  32,111,492 60.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

（1）建物 ※１ 8,045,277   10,701,392   8,445,645   

 減価償却累計額  397,766 7,647,511  620,876 10,080,515  487,002 7,958,643  

（2）土地 ※１  13,243,307   13,692,316   11,749,951  

（3）その他  42,759   57,885   44,539   

 減価償却累計額  19,253 23,506  22,509 35,376  21,139 23,399  

有形固定資産合計   20,914,325   23,808,209   19,731,995  

２．無形固定資産 ※１  300,823   300,949   300,726  

３．投資その他の資産 ※１  660,563   1,413,755   1,187,293  

 貸倒引当金   △356   △4,076   △322  

投資その他の資産合計   660,206   1,409,679   1,186,970  

固定資産合計   21,875,355 39.1  25,518,838 40.5  21,219,691 39.8

資産合計   55,928,437 100.0  62,938,765 100.0  53,331,183 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年10月31日）
当中間会計期間末

（平成19年10月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年４月30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．支払手形 ※２  3,632,312   3,964,514   5,097,128  

２．買掛金   2,601,026   2,974,316   2,538,831  

３．短期借入金 ※１  10,602,750   8,555,750   6,535,850  

４．一年内償還予定の社債   320,000   170,000   270,000  

５．一年内返済予定の長期借入
金

※１  12,110,929   13,371,174   10,404,917  

６．賞与引当金   30,524   38,246   33,066  

７．その他   1,390,144   1,052,361   1,535,699  

流動負債合計   30,687,687 54.9  30,126,362 47.8  26,415,493 49.5

Ⅱ　固定負債           

１．社債   1,665,000   1,145,000   1,530,000  

２．長期借入金 ※１  19,445,641   24,749,937   18,762,785  

３．退職給付引当金   32,491   38,967   35,516  

４．役員退職慰労引当金   44,597   49,437   45,199  

５．その他   1,186,225   1,190,526   1,145,206  

固定負債合計   22,373,955 40.0  27,173,868 43.2  21,518,707 40.4

負債合計   53,061,643 94.9  57,300,231 91.0  47,934,200 89.9

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

　１．資本金   500,000 0.9  1,436,445 2.3  1,436,445 2.7

　２．資本剰余金           

 　　（1）資本準備金  321,667   1,258,112   1,258,112   

　　　資本剰余金合計   321,667 0.6  1,258,112 2.0  1,258,112 2.3

　３．利益剰余金           

 　　（1）利益準備金  24,200   24,200   24,200   

 　　（2）その他利益剰余金           

 　　　　 買換資産圧縮積立金  783,353   761,701   772,527   

 　　　　 別途積立金  20,000   20,000   20,000   

 　　　　 繰越利益剰余金  1,157,466   2,115,207   1,846,707   

　　　利益剰余金合計   1,985,019 3.5  2,921,109 4.6  2,663,434 5.0

    株主資本合計   2,806,687 5.0  5,615,666 8.9  5,357,991 10.0

Ⅱ　評価・換算差額等           

　１．その他有価証券評価差額金   60,106 0.1  22,866 0.1  38,991 0.1

    評価・換算差額等合計   60,106 0.1  22,866 0.1  38,991 0.1

    純資産合計   2,866,794 5.1  5,638,533 9.0  5,396,983 10.1

    負債純資産合計   55,928,437 100.0  62,938,765 100.0  53,331,183 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30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   13,115,150 100.0  17,565,840 100.0  36,044,763 100.0

Ⅱ　売上原価   10,597,757 80.8  15,061,169 85.7  30,440,126 84.5

売上総利益   2,517,393 19.2  2,504,670 14.3  5,604,637 15.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   984,721 7.5  1,250,004 7.2  2,170,160 6.0

営業利益   1,532,671 11.7  1,254,665 7.1  3,434,476 9.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  39,055 0.3  59,456 0.3  61,578 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  573,874 4.4  714,458 4.0  1,238,289 3.4

経常利益   997,852 7.6  599,664 3.4  2,257,766 6.3

Ⅵ　特別利益 ※３  12,380 0.1  － －  12,380 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  － －  17,300 0.1  － －

税引前中間（当期）純利
益

  1,010,232 7.7  582,364 3.3  2,270,146 6.3

法人税、住民税及び事業
税

 439,300   233,200   1,025,000   

法人税等調整額  △17,860 421,439 3.2 31,864 265,064 1.5 △73,060 951,939 2.6

中間（当期）純利益   588,792 4.5  317,299 1.8  1,318,206 3.7
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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５月１日　至　平成18年10月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計買換資産　

圧縮積立金
圧縮未決算
積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年４月30日　残高
（千円）

500,000 321,667 24,200 215,764 592,731 20,000 671,531 1,524,227 2,345,895

中間会計期間中の変動額

買換資産圧縮積立金の積立(注)    592,731   △592,731 － －

買換資産圧縮積立金の取崩(注)    △14,317   14,317 － －

買換資産圧縮積立金の取崩    △10,825   10,825 － －

圧縮未決算積立金の取崩(注)     △592,731  592,731 － －

剰余金の配当(注)       △102,000 △102,000 △102,000

役員賞与(注)       △26,000 △26,000 △26,000

中間純利益       588,792 588,792 588,792

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）

－ － － 567,588 △592,731 － 485,935 460,792 460,792

平成18年10月31日　残高
（千円）

500,000 321,667 24,200 783,353 － 20,000 1,157,466 1,985,019 2,806,687

          

評価・換算
差額等

純資産合計
その他有
価証券評
価差額金

平成18年４月30日　残高
（千円）

72,831 2,418,727

中間会計期間中の変動額

買換資産圧縮積立金の積立(注)  －

買換資産圧縮積立金の取崩(注)  －

買換資産圧縮積立金の取崩  －

圧縮未決算積立金の取崩(注)  －

剰余金の配当(注)  △102,000

役員賞与(注)  △26,000

中間純利益  588,792

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

△12,725 △12,725

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△12,725 448,067

平成18年10月31日　残高
（千円）

60,106 2,866,794

   

　（注）平成18年７月21日定時株主総会決議に基づく利益処分によるものであります。
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当中間会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計買換資産　

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成19年４月30日　残高
（千円）

1,436,445 1,258,112 24,200 772,527 20,000 1,846,707 2,663,434 5,357,991

中間会計期間中の変動額

買換資産圧縮積立金の取崩    △10,825  10,825 － －

剰余金の配当      △59,625 △59,625 △59,625

中間純利益      317,299 317,299 317,299

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）

－ － － △10,825 － 268,500 257,674 257,674

平成19年10月31日　残高
（千円）

1,436,445 1,258,112 24,200 761,701 20,000 2,115,207 2,921,109 5,615,666

         

評価・換算
差額等

純資産合計
その他有
価証券評
価差額金

平成19年４月30日　残高
（千円）

38,991 5,396,983

中間会計期間中の変動額

買換資産圧縮積立金の取崩  －

剰余金の配当  △59,625

中間純利益  317,299

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

△16,124 △16,124

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△16,124 241,550

平成19年10月31日　残高
（千円）

22,866 5,638,533
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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５月１日　至　平成19年４月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計買換資産　

圧縮積立金
圧縮未決算
積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年４月30日　残高
（千円）

500,000 321,667 24,200 215,764 592,731 20,000 671,531 1,524,227 2,345,895

事業年度中の変動額

新株の発行 936,445 936,445       1,872,890

買換資産圧縮積立金の積立(注)    592,731   △592,731 － －

買換資産圧縮積立金の取崩(注)    △14,317   14,317 － －

買換資産圧縮積立金の取崩    △21,651   21,651 － －

圧縮未決算積立金の取崩(注)     △592,731  592,731 － －

剰余金の配当(注)       △102,000 △102,000 △102,000

剰余金の配当       △51,000 △51,000 △51,000

役員賞与(注)       △26,000 △26,000 △26,000

当期純利益       1,318,206 1,318,206 1,318,206

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）

936,445 936,445 － 556,762 △592,731 － 1,175,175 1,139,206 3,012,096

平成19年４月30日　残高
（千円）

1,436,445 1,258,112 24,200 772,527 － 20,000 1,846,707 2,663,434 5,357,991

          

評価・換算
差額等

純資産合計
その他有
価証券評
価差額金

平成18年４月30日　残高
（千円）

72,831 2,418,727

事業年度中の変動額

新株の発行  1,872,890

買換資産圧縮積立金の積立(注)  －

買換資産圧縮積立金の取崩(注)  －

買換資産圧縮積立金の取崩  －

圧縮未決算積立金の取崩(注)  －

剰余金の配当(注)  △102,000

剰余金の配当  △51,000

役員賞与(注)  △26,000

当期純利益  1,318,206

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△33,840 △33,840

事業年度中の変動額合計
（千円）

△33,840 2,978,256

平成19年４月30日　残高
（千円）

38,991 5,396,983

   

　（注）平成18年７月21日定時株主総会決議に基づく利益処分によるものであります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

①　関係会社株式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

①　関係会社株式

同左

(1）有価証券

①　関係会社株式

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

②　その他有価証券

時価のあるもの

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

　時価法

(2）　　　───── (2）　　　─────

(3）たな卸資産

①　販売用不動産、仕掛販売用不

動産及び未成工事支出金

　個別法による原価法

(3）たな卸資産

①　販売用不動産、仕掛販売用不

動産及び未成工事支出金

同左

(3）たな卸資産

①　販売用不動産、仕掛販売用不

動産及び未成工事支出金

同左

②　商品及び貯蔵品

　最終仕入原価法

②　貯蔵品

同左

②　貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法

　但し、平成10年４月以降に取得

した建物（附属設備を除く）につ

いては定額法を採用しております。

(1）有形固定資産

　定率法

　但し、平成10年４月以降に取得

した建物（附属設備を除く）につ

いては定額法を採用しております。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

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％に到達した事業年

度の翌事業年度より、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。

これによる損益に与える影響は軽

微であります。

(1）有形固定資産

　定率法

　但し、平成10年４月以降に取得

した建物（附属設備を除く）につ

いては定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

自社利用のソフトウエア

　社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっており

ます。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方法 (1）　　　─────

 

(1）　　　─────

 

(1）株式交付費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

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

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間会計

期間に負担すべき金額を計上して

おります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当期に負担

すべき金額を計上しております。

(3）　　　───── (3）役員賞与引当金 (3）役員賞与引当金
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

 役員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当中間会計期間

に負担すべき金額を計上しており

ます。

　なお、当中間会計期間において

は、計上しておりません。

　役員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当期に負担すべ

き金額を計上しております。

（会計方針の変更）

　当事業年度より「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準第

４号　平成17年11月29日）を適用

しております。

　この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益が、28,000千円減少して

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、

中間期末自己都合要支給額に基づ

き、当中間会計期間負担額を計上

しております（簡便法）。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

期末自己都合要支給額に基づき計

上しております（簡便法）。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。ただし、固定資

産に係る控除対象外消費税等は投資

その他の資産に計上し、５年間で均

等償却を行っております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、2,866,794千円であります。

　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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、5,396,983千円であります。

　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。

追加情報
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

───── ───── （固定資産の保有目的の変更）

　保有目的の変更により、建物から販

売用不動産へ419,638千円及び、土地

から販売用不動産へ1,991,379千円振

替えております。
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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10月31日）

当中間会計期間末
（平成19年10月31日）

前事業年度末
（平成19年４月30日）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

預金      449,292千円

販売用不動産 3,917,404

仕掛販売用不動産 13,684,798

建物 7,314,482

土地 13,078,424

借地権 299,605

投資有価証券 124,600

合計 38,868,607

預金 679,544千円

販売用不動産 3,663,257

仕掛販売用不動産 16,820,358

建物 9,997,867

土地 13,692,316

借地権 299,605

投資有価証券 163,100

合計 45,316,050

預金      462,393千円

販売用不動産 5,769,571

仕掛販売用不動産 11,526,687

建物 7,871,896

土地 11,749,951

借地権 299,605

投資有価証券 194,800

合計 37,874,906

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金   10,434,750千円

一年内返済予定の

長期借入金
11,971,861

長期借入金 17,622,033

合計 40,028,644

短期借入金 8,555,750千円

一年内返済予定の

長期借入金
13,361,178

長期借入金 24,743,253

合計 46,660,182

短期借入金    6,385,850千円

一年内返済予定の

長期借入金
10,394,088

長期借入金 18,751,103

合計 35,531,041

※２　　　　　───── ※２　　　　　───── ※２　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお当期末日が金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形が期末残高

に含まれております。 

支払手形     875,340千円

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等と仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含めて表示してお

ります。

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等と仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含めて表示してお

ります。

※３　　　　　─────

　４　当社において、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約

を締結しております。

　この契約に基づく当中間会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。　

　４　当社において、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約

を締結しております。

　この契約に基づく当中間会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。　

　４　当社において、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約

を締結しております。

　この契約に基づく当会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。　

 

当座貸越契約の総額    1,880,000千円

借入実行残高 500,000

差引額 1,380,000

当座貸越契約の総額    2,340,000千円

借入実行残高 1,440,000

差引額 900,000

当座貸越契約の総額    2,880,000千円

借入実行残高 500,000

差引額 2,380,000
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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５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30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

匿名組合出資配当金     28,943千円

  

  

受取配当金     8,942千円

匿名組合出資配当金  9,477

受取保険金 20,637

匿名組合出資配当金     29,001千円

受取保険金 6,160

  

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 497,445千円 支払利息  652,153千円 支払利息   1,127,012千円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　　　　　───── ※３　特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 12,380千円 投資有価証券売却益     12,380千円

※４　　　　　───── ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　　　　　─────

関係会社株式評価損   17,300千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 108,975千円

無形固定資産 97

有形固定資産     135,947千円

無形固定資産 201

有形固定資産     230,075千円

無形固定資産 195

（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５月１日　至　平成18年10月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30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.リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

　①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

車両運搬具 6,360 212 6,148

工具器具及び
備品

69,057 31,775 37,282

ソフトウェア 4,608 1,459 3,148

合計 80,025 33,446 46,578

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

車両運搬具 6,360 1,484 4,876

工具器具及び
備品

84,777 47,571 37,206

ソフトウェア 19,710 4,394 15,315

合計 110,847 53,449 57,398

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

車輌運搬具 6,360 848 5,512

工具器具及び
備品

77,103 39,505 37,597

ソフトウェア 4,608 1,920 2,688

合計 88,071 42,273 45,797

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

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

１年内       15,691千円

１年超       30,887千円

合計       46,578千円

１年内           21,547千円

１年超           35,851千円

合計           57,398千円

１年内           17,300千円

１年超           28,496千円

合計           45,797千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。

　③支払リース料及び減価償却費相当額 　③支払リース料及び減価償却費相当額 　③支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料      7,471千円

減価償却費相当額      7,471千円

支払リース料       11,175千円

減価償却費相当額       11,175千円

支払リース料       15,579千円

減価償却費相当額       15,579千円

　④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

　④減価償却費相当額の算定方法

同左

　④減価償却費相当額の算定方法

同左

2.オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年内      3,933千円

１年超      6,471千円

合計      10,405千円

2.オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年内           6,302千円

１年超           7,937千円

合計           14,239千円

2.オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年内           3,933千円

１年超           4,504千円

合計          8,438千円

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

────── ────── 　平成19年１月25日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のように株式分

割による新株式を発行しております。

１.平成19年５月１日付をもって普通

株式１株につき２株に分割します。

（１）分割により増加する株式数

　　　普通株式　7,950,000株

（２）分割方法

平成19年４月30日最終の株

主名簿及び実質株主株主名簿

に記載または記録された株主

の所有株式数を、１株につき

２株の割合をもって分割しま

す。

２.配当起算日

　　平成19年５月１日

３.発行可能株式総数の増加

　上記株式分割に伴い、会社法第

184条第２項の規定に基づき、平成

19年５月１日付をもって定款第６

条を変更し、発行可能株式総数

26,000,000株を増加し、

52,000,000株としております。

　当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前事業年度に

おける１株当たり情報及び当期首

に行われたと仮定した場合の当事

業年度における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産

額

１株当たり純資産

額

175円94銭 339円43銭 

１株当たり当期純

利益金額

１株当たり当期純

利益金額

36円40銭 93円78銭 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額については

、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。

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額

92円84銭 
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