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１．平成19年11月中間期の業績（平成19年６月１日～平成19年11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11月中間期 27,625 5.5 1,193 △39.7 1,071 △45.2 620 △46.2

18年11月中間期 26,187 39.9 1,980 60.9 1,954 72.0 1,154 75.2

19年５月期 53,092 － 3,966 － 3,936 － 2,308 －

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11月中間期 2,582 62 － －

18年11月中間期 4,801 41 － －

19年５月期 9,600 76 － －

（参考）持分法投資損益 19年11月中間期 －百万円 18年11月中間期 －百万円 19年５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11月中間期 45,303 14,131 31.2 58,782 86

18年11月中間期 27,215 12,972 47.7 53,960 21

19年５月期 35,201 13,886 39.4 57,763 65

（参考）自己資本 19年11月中間期 14,131百万円 18年11月中間期 12,972百万円 19年５月期 13,886百万円

(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11月中間期 △9,283 △546 9,072 1,293

18年11月中間期 2,016 △2 540 4,778

19年５月期 △3,807 △1,603 5,238 2,050

２．配当の状況

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年５月期 1,000 00 1,500 00 2,500 00

20年５月期 1,000 00 －

20年５月期（予想） － 1,500 00 2,500 00

３．平成20年５月期の業績予想（平成19年６月１日～平成20年５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 61,000 14.9 4,743 19.6 4,575 16.2 2,607 13.0 10,844 43
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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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

③　金額の表示単位の変更

添付の財務諸表に表示される科目、その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、

当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。なお、比較を容易にするため、前事業年度等に

ついても百万円単位に組替えて表示しております。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年11月中間期 240,400株 18年11月中間期 240,400株 19年５月期 240,400株

②　期末自己株式数 19年11月中間期 －株 18年11月中間期 －株 19年５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、22ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

断する一定の前提に基づいており、実際の業績は、今後の様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や米国のサブプライムローン問題の発生等先行不透明感が

あったものの企業業績は好調を維持しました。一方、個人消費においては、底堅く推移したものの住民税増税等を背

景に実感なき景気回復感が否めない状況でした。

当不動産及び住宅産業界におきましては、平成19年6月に施行された改正建築基準法の影響等による新設住宅着工戸

数の減少、都心部を中心とした地価の上昇、及び郊外での仕入・販売における業者間競争の激化等厳しい環境下にあ

りました。

このような状況下、当社では「より良いものを、より安く、より早く」の信念のもと、原価管理の強化と品質の向

上に努め、良質な戸建分譲住宅を提供してまいりました。

また、営業面におきましては、平成19年6月に岩槻営業所（埼玉県さいたま市）、越谷営業所（埼玉県越谷市）を、

平成19年7月に昭島営業所（東京都昭島市）を、平成19年8月に下井草営業所（東京都杉並区）、鎌ヶ谷営業所（千葉

県鎌ヶ谷市）、はるひ野営業所（神奈川県川崎市）を開設、営業基盤の拡充を図りました。

これらの結果、当中間会計期間の売上高は、276億25百万円（前年同期比5.5%増）、営業利益は11億93百万円（同

39.7%減）、経常利益は10億71百万円（同45.2%減）、中間純利益は6億20百万円（同46.2%減）となりました。

なお、当中間会計期間の部門・品目別売上高は、次のとおりであります。

 〇事業部門別売上高　　　　　　　　　　　　　（金額単位：百万円未満切捨、比率単位：％表示未満四捨五入）

事業部門 品目 売上高（百万円） 構成比（％） 前年同期比（％）

 戸建住宅 26,262 95.1 2.9

 不動産分譲事業 宅地分譲 1,140 4.1 157.7

  マンション － － －

 （小計） 27,403 99.2 5.5

 請負工事 138 0.5 △10.5

その他  賃貸 7 0.0 11.7

  その他 75 0.3 27.1

  （小計） 221 0.8 0.3

合計 27,625 100.0 5.5

通期の見通しにつきましては、通期計画に対応する在庫について既に手当済であること、その在庫についても相応

の利益が確保される見込みであること、及び春季の需要期を迎えること等を総合的に勘案し、平成19年7月13日付「平

成19年５月期　決算短信（非連結）」にて公表いたしました業績予想を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

当中間会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ101億2百万円増加（前事業年度比28.7%増）し、453億3

百万円となりました。

  これは主に、事業規模拡大を狙った積極的な商品土地の仕入に伴うたな卸資産の増加等によるものであります。

当中間会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ98億57百万円増加（同46.2%増）し、311億71百万円と

なりました。

  これは主に、たな卸資産の増加等に対応した有利子負債（主に短期借入金）の増加等によるものであります。

当中間会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ2億45百万円増加（同1.8%増）し、141億31百万円となり

ました。

  これは主に、中間純利益の計上による利益剰余金の増加によるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における「現金及び現金同等物」（以下、「資金」という。）は、主に営業活動によるキャッシュ・

フローでの使用によって前事業年度末から7億57百万円減少して12億93百万円となりました。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因等については、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）

当中間会計期間における営業活動の結果、使用した資金は92億83百万円（前事業年度は、38億7百万円の使用）と

なりました。
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  これは主に、事業規模拡大を目的とした積極的な商品土地の仕入に伴うたな卸資産の増加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）

当中間会計期間における投資活動の結果、使用した資金は5億46百万円（前事業年度は、16億3百万円の使用）とな

りました。

  これは主に、有形固定資産の取得等による支出があったこと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）

当中間会計期間における財務活動の結果、獲得した資金は90億72百万円（前事業年度は、52億38百万円の獲得）と

なりました。

  これは主に、たな卸資産の増加及び有形固定資産の取得等に対応した短期借入金及び長期借入金の残高が増加した

ことによるものであります。

当事業年度通期におけるキャッシュ・フローの状況（資金）の見通しについては、翌事業年度以降における事業規

模拡大を目的としたたな卸資産の増加が見込まれるため、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて使用する資金

は、増加することとなりますが、このうち商品土地仕入資金は短期借入金を中心とした財務活動によるキャッシュ・

フローにて調達する見込みであります。

また、投資活動によるキャッシュ・フローについては、新本社建設に伴う有形固定資産の増加等が見込まれ、使用す

る資金が増加することとなりますが、これについては長期借入金を中心とした財務活動によるキャッシュ・フローに

て調達する見込みであります。

なお、当社におけるキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

平成18年5月期

（中間期）

平成18年5月期

（期末期） 

平成19年5月期

（中間期）

平成19年5月期

（期末期）

平成20年5月期

（中間期） 

 自己資本比率（％） 38.4 47.3 47.7 39.4 31.2

 時価ベースの自己資本比率

（％）
107.9 80.2 85.7 59.7 29.4

 キャッシュ・フロー対有利子負

債比率（年）
－ － 3.5 － －

 インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍）
－ － 58.6 － －

（注）１．各指標の内容については、次のとおりであります。

　　　　　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．株式時価総額については、期末株価終値×期末発行済株式総数によって算出しております。

３．営業キャッシュ・フローについては、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。

有利子負債については、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

ております。

また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書における利息の支払額を使用しております。

４．平成18年5月期（中間期・期末期）・平成19年5月期（期末）及び平成20年5月期（中間期）のキャッシュ・フ

ロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローが使用

(マイナス)であるため記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社では、株主に対する利益の還元を経営上の重要な施策の一つとして位置付けております。

将来における企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保しつつ、経営成績に応じた株

主への利益還元を継続的に行なうことを基本方針としております。
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平成20年5月期の中間配当金につきましては、本日開催の取締役会において、1株当たり1,000円と決議いたしました。

なお、期末配当金につきましては、1株当たり1,500円とし年間配当金は中間配当金と合わせ2,500円を予定しておりま

す。

内部留保金につきましては、優良な事業用地の仕入資金、新規市場における営業基盤の開拓資金等有効に活用して

まいります。また、配当性向については、約20.0%を目処としております。

(4）事業等のリスク

最近の有価証券報告書（平成19年8月27日提出）における「事業等のリスク」の記載から重要な内容の変更がないた

め、開示を省略しております。
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２．企業集団の状況
最近の有価証券報告書（平成19年8月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針 （2）目標とする経営指標 （3）中長期的な会社の経営戦略 （4）会社の対処すべき課題

平成19年5月期決算短信（平成19年7月13日開示）により開示を行なった内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

URL  http://www.tacthome.co.jp/ir/index.html

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

URL  http://tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４．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11月30日）

当中間会計期間末
（平成19年11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５月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１.現金及び預金 4,789 1,293 2,050

２.たな卸資産 ※２ 20,269 39,615 29,183

３.その他 ※３ 477 572 617

流動資産合計 25,536 93.8 41,481 91.6 15,945 31,851 90.5

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 1,155 3,277 2,798

２．無形固定資産 7 18 10

３．投資その他の
資産

 515 525 540

固定資産合計 1,678 6.2 3,821 8.4 2,142 3,349 9.5

資産合計 27,215 100.0 45,303 100.0 18,088 35,201 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 2,569 4,091 3,526

２．営業未払金 2,510 4,055 3,632

３．短期借入金
※
2.4

4,651 17,591 8,699

４. １年内償還予
定社債 

 500 － 250

５．1年内返済予定
長期借入金

 － 464 240

６．未払法人税等 904 445 971

７．その他 ※３ 869 812 832

流動負債合計 12,005 44.1 27,462 60.6 15,456 18,152 51.6

Ⅱ　固定負債

１．社債  2,000 2,000 2,000

２．長期借入金  － 1,466 900

３．退職給付引当
金

56 70 67

４．役員退職慰労
引当金

173 163 185

５．その他 8 9 9

固定負債合計 2,237 8.2 3,709 8.2 1,472 3,162 9.0

負債合計 14,243 52.3 31,171 68.8 17,447 21,314 60.6
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前中間会計期間末
（平成18年11月30日）

当中間会計期間末
（平成19年11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５月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 1,429 5.2 1,429 3.2 0 1,429 4.1

２．資本剰余金

　　資本準備金 1,493 1,493 1,493

　　資本剰余金合
計

1,493 5.5 1,493 3.3 0 1,493 4.2

３．利益剰余金

（１）利益準備金 41 41 41

（２）その他利益
剰余金

特別償却準
備金

0 － －

繰越利益剰
余金

9,992 11,166 10,906

　利益剰余金合計 10,033 36.9 11,207 24.7 1,173 10,947 31.1

株主資本合計 12,955 47.6 14,129 31.2 1,173 13,869 39.4

Ⅱ　評価・換算差額
等

　　その他有価証
券評価差額金

16 1 17

評価・換算差額
等合計

16 0.1 1 0.0 -14 17 0.0

純資産合計 12,972 47.7 14,131 31.2 1,159 13,886 39.4

負債純資産合計 27,215 100.0 45,303 100.0 18,088 35,201 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11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６月１日
至　平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 26,187 100.0 27,625 100.0 1,438 53,092 100.0

Ⅱ　売上原価 22,164 84.6 24,122 87.3 1,958 45,210 85.2

売上総利益 4,022 15.4 3,502 12.7 △520 7,881 14.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

2,042 7.8 2,309 8.4 266 3,915 7.3

営業利益 1,980 7.6 1,193 4.3 △786 3,966 7.5

Ⅳ　営業外収益 ※１ 5 0.0 15 0.1 9 71 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２ 32 0.1 137 0.5 105 101 0.2

経常利益 1,954 7.5 1,071 3.9 △882 3,936 7.4

Ⅵ　特別利益  0 0.0 － － － 0 0.0

Ⅶ　特別損失  0 0.0 － － － 0 0.0

税引前中間
（当期）純利
益

1,954 7.5 1,071 3.9 △883 3,936 7.4

法人税、住民
税及び事業税

876 424 1,707

法人税等調整
額

△76 799 3.1 25 450 1.6 △349 △79 1,628 3.1

中間（当期）
純利益

1,154 4.4 620 2.3 △533 2,308 4.3
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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6月1日　至　平成18年11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

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
特別償却

準備金

繰越利益

剰余金

平成18年5月31

日残高

（百万円）

1,429 1,493 1,493 41 0 9,198 9,240 12,162

中間会計期間

中の変動額

剰余金の配

当
△360 △360 △360

中間純利益 1,154 1,154 1,154

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

（百万円）

－ － － － － 793 793 793

平成18年11月

30日残高

（百万円）

1,429 1,493 1,493 41 0 9,992 10,033 12,955

評価・換算差額等
純資産

合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年5月31

日残高

（百万円）

13 13 12,176

中間会計期間

中の変動額

剰余金の配

当
△360

中間純利益 1,154

株主資本以

外の項目の

中間会計期

間中の変動

額（純額）

2 2 2

中間会計期間

中の変動額合

計

（百万円）

2 2 795

平成18年11月

30日残高

（百万円）

16 16 12,972
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          当中間会計期間（自　平成19年6月1日　至　平成19年11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

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
特別償却

準備金

繰越利益

剰余金

平成19年5月31

日残高

（百万円）

1,429 1,493 1,493 41 － 10,906 10,947 13,869

中間会計期間

中の変動額

剰余金の配

当
△360 △360 △360

中間純利益 620 620 620

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

（百万円）

     260 260 260

平成19年11月

30日残高

（百万円）

1,429 1,493 1,493 41 － 11,166 11,207 14,129

評価・換算差額等
純資産

合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

平成19年5月31

日残高

（百万円）

17 17 13,886

中間会計期間

中の変動額

剰余金の配

当
△360

中間純利益 620

株主資本以

外の項目の

中間会計期

間中の変動

額（純額）

△15 △15 △15

中間会計期間

中の変動額合

計

（百万円）

△15 △15 245

平成19年11月

30日残高

（百万円）

1 1 14,131
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          前事業年度（自　平成18年6月1日　至　平成19年5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 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 
特別償却準備金繰越利益剰余金

平成18年5月31日

残高（百万円）
1,429 1,493 1,493 41 0 9,198 9,240 12,162

事業年度中の変

動額
        

特別償却準備

金の取崩し
△0 0 － －

剰余金の配当 △360 △360 △360

当期純利益 2,308 2,308 2,308

剰余金の配当

（中間配当額)
△240 △240 △240

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

（百万円）

－ － － － △0 1,707 1,707 1,707

平成19年5月31日

残高（百万円）
1,429 1,493 1,493 41 － 10,906 10,947 13,869

 

評価・換算差額等 

純資産合計その他有価証券

評価差額金 

評価・換算差額

等合計

平成18年5月31日残

高（百万円）
13 13 12,176

事業年度中の変動額    

特別償却準備金

の取崩し
－

剰余金の配当 △360

当期純利益 2,308

剰余金の配当

（中間配当額)
△240

株主資本以外の

項目の事業年度

中の変動額（純

額） 

3 3 3

事業年度中の変動額

合計（百万円）
3 3 1,710

平成19年5月31日残

高（百万円）
17 17 13,886
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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６月１日

至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
 （自　平成19年６月１日

至　平成19年11月30日）
対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
 （自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

（百万円）
金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税引前中間（当期）
純利益

1,954 1,071 △883 3,936

減価償却費 19 21 1 38

賞与引当金の増加額
(△減少額)

△86 △125 △38 38

退職給付引当金の増
加額

4 3 △1 15

役員退職慰労引当金
の増加額(△減少額)

15 △22 △37 27

受取利息及び受取配
当金

△2 △2 △0 △7

支払利息及び社債利
息

32 137 105 101

有形固定資産除却
損 

0 － △0 0

有形固定資産売却益 △0 － 0 △0

たな卸資産の減少額
（△増加額）

1,018 △10,431 △11,450 △7,896

その他の資産の減少
額（△増加額）

103 34 △68 △70

仕入債務の増加額
（△減少額）

△284 988 1,272 1,794

その他の負債の増加
額

371 116 △255 174

小計 3,143 △8,211 △11,354 △1,845

利息及び配当金の受
取額

2 2 0 7

利息の支払額 △34 △144 △110 △108

法人税等の支払額 △1,095 △931 163 △1,860

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

2,016 △9,283 △11,300 △3,807
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前中間会計期間
 （自　平成18年６月１日

至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
 （自　平成19年６月１日

至　平成19年11月30日）
対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
 （自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

（百万円）
金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期積金の預入によ
る支出

△3 △6 △3 △7

定期積金の払戻によ
る収入

－ － － 12

投資有価証券等の取
得による支出

△18 － 18 △18

出資金の取得による
支出 

△0 △0 △0 △0

有形固定資産の取得
による支出

△29 △530 △500 △1,638

有形固定資産の売却
による収入

48 － △48 48

無形固定資産の取得
による支出

－ △9 △9 －

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△2 △546 △543 △1,603

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の純増加
額

1,151 8,892 7,741 5,199

長期借入金による収
入

－ 933 933 1,200

長期借入金の返済に
よる支出

－ △141 △141 △60

社債の償還による支
出 

△250 △250 0 △500

配当金の支払額 △360 △360 0 △601

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

540 9,072 8,532 5,238

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

2,554 △757 △3,311 △172

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

2,223 2,050 △172 2,223

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 4,778 1,293 △3,484 2,050
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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６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

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）

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左　　　　　

(1）有価証券

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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

販売用不動産、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

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

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

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備は除く）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。

(1）有形固定資産

同左

 

 

(1)有形固定資産

同左 

 

 

建物 11～50年

工具器具備品 3～20年

(2）無形固定資産

定額法

　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）に基づいて

おります。

(2) 無形固定資産

同左

 

(2）無形固定資産

同左 
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

３．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

(1）貸倒引当金

同左

 (2) 役員賞与引当金

　　  役員に対する賞与支払に備え

    て、役員賞与支給見込額の当中

  　間会計期間負担額を計上してお

    ります。

(2) 役員賞与引当金

同左

(2) 役員賞与引当金

 　   役員に対する賞与支払に備え

    て、役員賞与支給見込額の当期

　  負担額を計上しております。

　

(3) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

退職給付会計に関する実務指針

（中間報告）（日本公認会計士協

会　会計制度委員会報告第13号）

に定める簡便法により、自己都合

退職による中間会計期間末要支給

額から中小企業退職金共済事業団

からの給付金相当額を控除した金

額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

退職給付会計に関する実務指針

（中間報告）（日本公認会計士

協会　会計制度委員会報告第13

号）に定める簡便法により、自

己都合退職による中間会計期間

末要支給額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

退職給付会計に関する実務指針

（中間報告）（日本公認会計士協

会　会計制度委員会報告第13号）

に定める簡便法により、自己都合

退職による期末要支給額を計上し

ております。

(4) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく中間会計期間末要支給額を計

上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく期末要支給額を計上しており

ます。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（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

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

(1) 消費税等の会計処理

①税抜方式によっております。

②控除対象外消費税等は、固定資

産に係るものは投資その他の資産

の「その他」に計上し５年間で均

等償還を行っており、それ以外は

発生年度の期間費用としておりま

す。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(1) 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6月1日　至　平成18年11月30日）、当中間会計期間（自　平成19年6月1日　至　平成

19年11月30日）、及び前事業年度（自　平成18年6月1日　至　平成19年5月31日）

 該当事項はありません。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年11月30日）

当中間会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度末
（平成19年５月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

              196百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

                    234 百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

                     215百万円

※２　　　　　　　－

           

※２　担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。　　　

　　

（1）担保権の設定が留保されている資産   

仕掛販売用不動産     2,228百万円

計    2,228百万円

（2）上記に対応する債務

短期借入金     2,278百万円

計    2,278百万円

※２　担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。　　　

　　

（1）担保権の設定が留保されている資産   

仕掛販売用不動産     352百万円

計    352百万円

（2）上記に対応する債務

短期借入金     320百万円

計    320百万円

※３　消費税等の取扱

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。

※３　消費税等の取扱

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。

※３　　　　　　　　－

※４　当社では、土地仕入資金等の効率的な

調達を目的として、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。 

 

当座貸越極度額 12,500百万円

借入実行残高    3,680百万円

差引額 8,820百万円

※４　当社では、土地仕入資金等の効率的な

調達を目的として、取引銀行6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。 

 

当座貸越極度額     19,600百万円

借入実行残高     11,972百万円

差引額      7,628百万円

※４　当社では、土地仕入資金の効率的な調達

を目的として、取引銀行6行と当座貸越契約を

締結しております。これら契約に基づく当事業

年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

 

当座貸越極度額     17,000百万円

借入実行残高     6,485百万円

差引額    10,515百万円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

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

受取利息      0百万円

受取配当金    2百万円

受取利息      0百万円

受取配当金      2百万円

受取利息    0百万円

受取配当金      7百万円

安全協力会収受金 59百万円

※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   24百万円 支払利息    126百万円 支払利息     84百万円

　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額

有形固定資産   18百万円

無形固定資産     0百万円

有形固定資産     19百万円

無形固定資産      1百万円

有形固定資産    36百万円

無形固定資産      1百万円

タクトホーム株式会社（8915）平成 20 年 5 月期中間決算短信（非連結）

－ 17 －



（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6月1日　至　平成18年11月30日）

1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加株式

数

（株）

当中間会計期間減少株式

数

（株）

当中間会計期間末株式

数

（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 240,400 － － 240,400

 合計 240,400 － － 240,400

 

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

（百万円）

1株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年8月28日

定時株主総会 
 普通株式 360 1,500 平成18年5月31日 平成18年8月29日

 

(2)　基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

 決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
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1月12日

取締役会
普通株式 240 利益剰余金 1,000 平成18年11月30日平成19年2月13日

当中間会計期間　（自　平成19年6月1日　至　平成19年11月30日）

1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加株式

数

（株）

当中間会計期間減少株式

数

（株）

当中間会計期間末株式

数

（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 240,400 － － 240,400

 合計 240,400 － － 240,400

 

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

（百万円）

1株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成19年8月27日

定時株主総会 
 普通株式 360 1,500 平成19年5月31日 平成19年8月28日

 

(2)　基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

 決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

1株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成20年1月15日

取締役会
普通株式 240 利益剰余金 1,000 平成19年11月30日平成20年2月12日
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前事業年度　（自　平成18年6月1日　至　平成19年5月31日）

1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当事業年度増加株式数

（株）

当事業年度減少株式数

（株）

当事業年度末株式数

（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 240,400 － － 240,400

 合計 240,400 － － 240,400

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

（百万円）

1株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年8月28日

定時株主総会 
 普通株式 360 1,500 平成18年5月31日 平成18年8月29日

平成19年1月12日

取締役会 
 普通株式 240 1,000 平成18年11月30日 平成19年2月13日

(2)　基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
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8月27日

定時株主総会
普通株式 360 利益剰余金 1,500 平成19年5月31日 平成19年8月28日

（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６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に記載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

間貸借対照表に記載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貸借対

照表に記載されている科目の金額との関係

（平成18年11月30日現在） （平成19年11月30日現在） （平成19年５月31日現在）

現金及び預金勘定  4,789百万円

預入期間が３ヶ月を超える定

期積金
 △11百万円

現金及び現金同等物  4,778百万円

現金及び預金勘定   1,293 百万円

預入期間が３ヶ月を超える定

期積金
 　   －百万円

現金及び現金同等物    1,293百万円

現金及び預金勘定    2,050百万円

預入期間が３ヶ月を超える定

期積金
   　 －百万円

現金及び現金同等物    2,050百万円
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（リース取引関係）

前中間会計期間
 （自　平成18年６月１日

至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
 （自　平成19年６月１日

至　平成19年11月30日）

前事業年度
 （自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日）

１．　リース物件の所有権が借主に移転す　

ると認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

事業内容に照らして重要性が乏しく、ま

た、リース契約１件当たりの金額が少額

名ため、記載を省略しております。

 

２．　オペレーティング・リース取引

　　　（借主側）

　　　　未経過リース料

１年内  12百万円

１年超  15百万円

 合計  27百万円

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

（百万

円） 

減価償却

累計額相

当額(百万

円）

 期末残高

相当額

（百万円)

工具器　

具備品
10 2 7

 合計 10 2 7

 (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　未経過リース料期末残高相当額

１年内        3百万円

１年超        5百万円

合計        8百万円

（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

支払リース料        1百万円

減価償却費相当額        2百万円

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

価額を零とする定率法によってお

ります。

２．　オペレーティング・リース取引

　　　（借主側）

　　　　未経過リース料

１年内        8百万円

１年超        9百万円

 合計       18百万円

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

（百万

円） 

減価償却

累計額相

当額(百万

円）

 期末残高

相当額

（百万円)

工具器　

具備品
2 0 2

 合計 2 0 2

 (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　未経過リース料期末残高相当額

１年内        0百万円

１年超        1百万円

合計        2百万円

（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

支払リース料        0百万円

減価償却費相当額        0百万円

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

価額を零とする定率法によってお

ります。

２．　オペレーティング・リース取引

　　　（借主側）

　　　　未経過リース料

１年内        9百万円

１年超       10百万円

 合計       20百万円
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年11月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 26 53 27

合計 26 53 27

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 187

当中間会計期間末（平成19年11月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 26 29 3

合計 26 29 3

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 187

前事業年度（平成19年5月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 26 54 28

合計 26 54 28

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 187

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）、当中間会計期間（自　平成19年６月１日

　至　平成19年11月30日）及び前事業年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

当社はデリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

（持分法損益等）

前中間会計期間
 （自　平成18年６月１日

至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
 （自　平成19年６月１日

至　平成19年11月30日）

前事業年度
 （自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日）

　関連会社に対する投資の重要性が乏しいた

め、記載を省略しております。

同左 同左
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
 （自　平成18年６月１日

至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
 （自　平成19年６月１日

至　平成19年11月30日）

前事業年度
 （自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日）

１株当たり純資産額     53,960円21銭

１株当たり中間純利益金

額
     4,801円41銭

１株当たり純資産額      58,782円86銭

１株当たり中間純利益金

額
      2,582円62銭

１株当たり純資産額      57,763円65銭

１株当たり当期純利益金

額
      9,600円76銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

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

前中間会計期間
 (自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日)

当中間会計期間
 (自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日)

前事業年度
 (自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,154 620 2,308

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 1,154 620 2,308

普通株式の期中平均株式数（株） 240,400 240,400 240,400

（重要な後発事象）

 前中間会計期間（自　平成18年6月1日　至　平成18年11月30日）、当中間会計期間（自　平成19年6月1日　至　平

成19年11月30日）、及び前事業年度（自　平成18年6月1日　至　平成19年5月31日）

 該当事項はありません。
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５．その他
 ①　生産、受注及び販売の状況

ⅰ．生産実績

当中間会計期間における生産実績を事業の品目別に示すと、次のとおりであります。 

   第25期中間会計期間  

 事業部門別 品　　目 
（自　平成19年6月1日　至　平成19年11月30日） 

 

  　　 件　　数（棟）  金　　額（百万円） 前年同期比（％） 

 　　 不動産分譲

 

戸建住宅 1,182 37,262 61.2

 マンション － － －

合　　　計 1,182 37,262 61.2

（注）１．上記の金額は、販売価格によっております。

 　　 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

ⅱ．受注実績

当社では、見込生産を行なっているため、該当事項はありません。

ⅲ．販売実績

当中間会計期間における事業部門別の販売実績は、次のとおりであります。

（単位：百万円未満切捨、％）

   第25期中間会計期間  

 事業部門別 品　　目 
（自　平成19年6月1日　至　平成19年11月30日） 

 

  　　 件　　数（棟）  金　　額（百万円） 前年同期比（％） 

 戸建住宅 884 26,262 2.9

不動産分譲 宅地分譲 30 1,140 157.7

 マンション － － －

  （小　　計） 914 27,403 5.5

  請負工事 14 138 △10.5

 

そ の 他
賃　　貸 － 7 11.7

 そ の 他 － 75 27.1

  （小　　計）  221 0.3

合　　　計 928 27,625 5.5

また、不動産分譲事業（戸建住宅・宅地分譲）における地域別の販売実績は、次のとおりであります。

（単位：百万円未満切捨、％）

地　　域 件　　数（棟） 金　　額（百万円） 前年同期比（％）

東京都 204 7,944 25.6

埼玉県 309 8,515 56.2

神奈川県 101 3,044 △26.1

千葉県 240 6,289 △29.1

茨城県 3 54 △80.0

愛知県 40 1,133 23.1

宮城県 13 331 －

 岐阜県 2 40 －

三重県 2 48 －

合計 914 27,403 5.5

（注）１．件数欄については、戸建住宅及び宅地分譲の棟数を表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 ３．前年同期における宮城県、岐阜県、三重県での販売実績は、ありません。

以上
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