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１．平成19年12月期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 18,641 32.7 2,184 15.3 2,085 13.6 1,182 14.6

18年12月期 14,048 24.9 1,895 22.2 1,836 21.6 1,031 18.9

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年12月期 18,995 69 －  25.6 11.7 11.7

18年12月期 16,773 52 －  30.9 15.5 13.5

（参考）持分法投資損益 19年12月期 －百万円 18年12月期 －百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年12月期 20,911 4,980 23.8 80,894 67

18年12月期 14,650 4,260 29.1 68,272 23

（参考）自己資本 19年12月期 4,980百万円 18年12月期 4,260百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年12月期 △1,379 △3,310 4,930 4,877

18年12月期 △2,291 △1,051 4,272 4,632

２．配当の状況

配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年12月期 2,600 00 3,000 00 5,600 00 349 33.4 10.1

19年12月期 2,600 00 3,800 00 6,400 00 396 33.7 8.6

20年12月期(予想) 2,800 00 4,000 00 6,800 00 － 34.9 －

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 8,578 11.1 647 △28.4 565 △36.5 322 △37.7 5,239 19

通  期 21,360 14.6 2,273 4.2 2,107 1.2 1,201 1.6 19,509 01
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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）　有

新規

 

 

３社

 

 

（社名　株式会社陽光アセット・インベスターズ

　　 有限責任中間法人ＧＦトラストワン

　　 合同会社ＧＦインベスターズワン）

除外

 

 

－社

 

 

 

（注）詳細は、10ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）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（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　有

（注）詳細は、27ページ「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」をご覧ください。

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、42ページ「事業の種類別セグメント情報」をご覧ください。

(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12月期 62,400 株 18年12月期 62,400 株

②　期末自己株式数 19年12月期 832 株 18年12月期 － 株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、46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12月期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 17,367 36.5 2,001 17.0 1,908 13.2 1,125 15.1

18年12月期 12,720 26.8 1,710 26.6 1,686 26.1 977 26.1

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年12月期 18,070 21 －  

18年12月期 15,898 31 －  

(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12月期 18,108 4,748 26.2 77,120 80

18年12月期 13,146 4,074 31.0 65,294 18

（参考）自己資本 19年12月期 4,748 百万円 18年12月期 4,074 百万円

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 8,418 18.8 666 △18.4 598 △29.0 746 45.9 12,132 73

通期 20,046 15.4 2,147 7.3 2,004 5.0 1,562 38.9 25,378 76

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

平成20年12月期の予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、

実際の業績は様々な要因によって、予想数値と異なる可能性があります。上記予想の前提条件、その他の関連する

事項は３ページ「１.経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当連結会計年度の概況　

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善により設備投資が増加し、雇用情勢と個人消費の改善がみ

られております。米国のサブプライムローン問題や原油価格の動向などが国内外経済に与える影響は留意する必要が

あるものの、国内民間需要に支えられ、総じて景気は緩やかに推移いたしました。

　不動産業界におきましては、主要都市における土地価格の上昇や建築資材の高騰に起因する建築工事代の上昇など

の事業コストの増加、分譲価格の上昇による販売状況の鈍化など、不動産業界にとって留意すべき市場動向も生じて

まいりました。

　当社主力事業である投資用マンション市場におきましては、地価上昇を受け分譲エリアの郊外化や、市場全体の供

給戸数の減少が見られますが、安定したインカムゲインが期待できる金融商品として認知が進み、若年層による職住

近接を目的とした賃借需要を背景に販売については好調な推移を辿っております。

　このような不動産市場の動向を受け、当社グループは、事業領域の中心に投資用マンション事業を据え、地域的に

は成長性のある横浜・川崎エリアを中心としたドミナント戦略を実践することにより競争優位性を発揮し、安定した

収入が期待できる投資商品を提供してまいりました。また、当期より不動産流通事業及び不動産流動化事業を本格的

に開始し、土地、オフィスビルの販売や、収益不動産の一棟販売を積極的に行った結果、当連結会計期間の売上高は

18,641百万円（前年同期比32.7％増）、経常利益2,085百万円（前年同期比13.6％増）、当期純利益1,182百万円（前

年同期比14.6％増）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。

（不動産販売事業）

  投資用マンションとして「グリフィン横浜・西口壱番館」（横浜市西区）、「グリフィン川崎・西口シティプラザ」

（川崎市幸区）、「グリフィン武蔵中原・スクエアコート」（川崎市中原区）など15棟を供給し、482戸を販売した他、

土地、オフィスビルなども販売いたしました。

　その結果、売上高は17,104百万円（前年同期比32.5％増）、営業利益は2,179百万円（前年同期比6.6％増）となり

ました。

（不動産管理事業）

　主な管理対象物件である当社販売物件の順調な販売によって管理物件が増加したことから、売上高は749百万円（前

年同期比18.2％増）となりましたが、集金代行業務における原価の上昇などにより、営業利益は102百万円（前年同期

比10.3％減）となりました。 

（不動産賃貸事業）

  従来、賃貸物件としては駐車場がその大部分を占めておりましたが、当期よりファンド用物件やオフィスビルがこ

れに加わったことから、売上高は342百万円（前年同期比131.2％増）、営業利益は90百万円（前年同期比101.6％増）

となりました。

（その他の事業）

  その他の事業の中心である仲介事業に大きな変化はありませんでしたが、ファンドの組成に伴い手数料収入が発生

するようになったことから、売上高は444百万円（前年同期比24.2％増）、営業利益は204百万円（前年同期比28.5％

増）となりました。

  

②次期の見通し

　次期（平成20年12月期）につきましては、地価高騰の沈静傾向がみられるものの、依然として立地の良い用地の取

得競争や建築費上昇などによる利益圧縮の懸念が想定されますが、投資用マンション事業においては大手企業の進出

が活況を迎える横浜みなとみらい21周辺エリアへはもとより、商業施設・居住環境の拡充が進められ、オフィス需要

の受け皿として期待される横浜駅から徒歩数分のポートサイド地区など、開発による市場成長が見込まれるエリアに

供給を計画しており、次期においても継続して資産価値の高い投資用マンションを提供してまいります。

　また、子会社である株式会社ヨコハマ地所、株式会社陽光ビルシステム、サン建築設計株式会社の吸収合併により

経営資源を集約して効率化を進め、費用の縮小と、顧客満足度の向上を図り、付加価値の高い商品の供給及びグルー

プ体制の再構築による利益の拡大に努めてまいります。

　さらには、立地特性や顧客ニーズを捉えたコンセプト型の新ブランド「グリアス」の創出、「グリフィンシリーズ」

を中心とした中古物件の投資用マンション販売部門を立ち上げるなど、顧客に対して最適な資産ポートフォリオの促

進をサポートする体制構築に努めるとともに、投資用として、ファミリータイプマンションの一戸単位からの仕入れ・

販売を開始致します。ファミリータイプマンションの流通市場はストック戸数の増加と共にセカンダリ市場の整備が

進み、拡大が見込まれます。そこで、当社の投資用マンション販売ノウハウと顧客基盤を活かし、ファミリータイプ

マンション市場の投資用というカテゴリにおけるプレゼンスを確立していくために、収益力のある高い商品性を持っ

たファミリータイプマンションの仕入れ・販売を行うことにより、投資用マンション事業の商品バリエーションの拡
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充、更なる収益基盤の強化・拡大を図ってまいります。

　平成19年12月期より本格稼動した不動産流通事業・不動産流動化事業においては、通常の不動産としての売買・仲

介だけではなく、信託受益権など金融商品としての不動産取引を積極的に行うことにより、販売出口の多様化を図り、

更なる収益機会の拡充に努めます。

　よって、当社グループでは資産価値・付加価値の高い「グリフィンシリーズ」の供給、子会社の吸収合併による更

なる業務の効率化、顧客満足度の向上・商品バリエーションの拡充、様々な手法による不動産売買の多方面展開を目

指し、投資用マンション事業、不動産流通事業、不動流動化通事業の３つの事業を収益の柱として、安定した収益基

盤と事業機会の拡充に努めることから、平成20年12月期連結業績は売上高21,360百万円（前期比14.6％増）、経常利

益2,107百万円（前期比1.2%増）、当期純利益1,201百万円（前期比1.6%増）を計画しております。　

※平成20年12月期の予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、

実際の業績は様々な要因によって、予想数値と異なる可能性があります。

 　

 

(2）財政状態に関する分析

  当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末から6,261百万円増加し、20,911百万円となりました。これは主と

してたな卸資産の増加2,757百万円、投資不動産の増加2,949百万円によるものであります。

　負債については、前連結会計年度末から5,541百万円増加し、15,931百万円となりました。これは主として有利子負

債の増加5,361百万円によるものであります。

  純資産については、前連結会計年度末から720百万円増加し、4,980百万円となりました。これは主として利益剰余

金の増加823百万円によるものであります。

（キャッシュ・フローの状況）

　当連結会計年度末における現金および現金同等物は、営業活動による支出1,379百万円及び投資活動による支出3,310

百万円があったものの、財務活動による収入が4,930百万円となったことから、4,877百万円と前連結会計年度末に比

べ、245百万円増加いたしました。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益で2,069百万円を獲得したものの、たな卸資産の増

加2,757百万円、法人税等の支払855百万円などがあったことにより、1,379百万円の支出となりました。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動によるキャッシュ・フローは、投資不動産の取得による支出3,029百万円、有価証券及び投資有価証券の支

出279百万円などがあったことにより、3,310百万円の支出となりました。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、借入による収入5,535百万円などにより、4,930百万円の収入となりました。

キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期

自己資本比率（％） 13.6 26.8 29.1 23.8

時価ベースの自己資本比率（％） － 229.1 85.2 33.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 52.1 1.1 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 4.2 282.5 － －

 (注)１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。

　　　　 自己資本比率：自己資本／総資産

　　　　 時価ベースの株主資本比率：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計算しております。

３．平成16年12月期の時価ベースの自己資本比率につきましては、当社株式が非上場であったため、記載しておりま

せん。

４．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・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。有利子負債は連結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、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
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５．平成18年12月期及び平成19年12月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及び及びインタレスト・カバレッ

ジ・レシオにつきましては、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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要施策として位置づけるとともに、企業体質を強化し安定的な

成長を可能とすることが最終的に株主に貢献することから、内部留保の充実についても重要な経営課題であると考え

ております。

　株主配当金については、業績、資金需要見通し等を総合的に判断しながらも、安定的な配当水準を維持することを

基本方針とし、単体の当期純利益に対する配当金の比率（配当性向）35％程度を基準としております。当期の期末配

当金については１株につき3,800円を予定しております。これにより中間期における配当金2,600円と合わせた当期の

年間配当金は1株当たり6,400円となります。

  当社は従来、上記のとおり単体の当期純利益を基準とした配当方針を掲げておりましたが、子会社を含めグループ

全体で獲得した利益を配当金として還元することが、企業業績をより適切に反映した配当の実施であるとの考えに至

り、平成20年12月期より、連結の当期純利益をベースとした配当性向35％程度を利益配分に関する基本方針と変更い

たします。これにより、平成20年12月期の配当につきましては、中間配当金2,800円、期末配当金4,000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展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しており

　ます。また、当社グループとしては必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、あ

　るいは当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、情報開示の観点から記載しており

　ます。当社グループは、これらリスクの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対応に努める

　方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項以外の記載内容も併せて慎重に検討した上で行う必要があり

　ます。

　　なお、以下の記載につきましては、本資料発表日（平成20年2月12日）現在における判断によるものであり、当社

　グループの事業等及び当社株式への投資に係るリスクを全て網羅するものではありません。また、将来に関する事項

　につきましては、本資料発表日現在で当社グループが判断したものであります。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

①法的規制について

  当社グループでは、不動産販売事業の他、不動産管理事業、不動産仲介事業、設計監理事業等の関連事業を行って

おり、それぞれ下記のとおり法的規制を受けております。当社グループは、これまでにこれら法的規制によって重大

な影響を受けたことはありませんが、今後新たな規制の制定や改廃が行われた場合、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。

　不動産販売事業：宅地建物取引業、建物の区分所有等に関する法律、住宅の品質確保の促進等に関する法律、国土

　利用計画法、都市計画法、建築基準法、土地基本法、各地方自治体における条例など、不当景品類及び不当表示防

　止法、不動産の表示に関する公正競争規約

　不動産管理事業：マンションの管理の適正化の推進に関する法律

　不動産仲介事業：宅地建物取引業法

　設計監理事業：建築基準法、都市計画法、建築業法、建築士法

　建設事業：建設業法

　貸金事業：貸金業の規制等に関する法律

　不動産ファンド事業：金融商品取引法、不動産投資顧問業登録規程、借地借家法

　当社及び連結子会社である株式会社陽光アセット・インベスターズは宅地建物取引業法第3条に基づき、宅地建物取

引業者として、宅地建物取引業者免許証（当社：免許番号　国土交通大臣(2)第5992号　有効期間：平成17年3　　　

　月4日から平成22年3月3日まで、株式会社陽光アセット・インベスターズ：免許番号　東京都知事(1)第88681号　有

効期間：平成19年12月28日から平成24年12月27日まで）の交付をうけて、宅地建物取引業を営んでおります。また、

当社は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第46条第1項に基づき、マンション管理業者の登録（登録番号

　国土交通大臣(1)第033175号　有効期間：平成19年10月23日から平成24年10月22日まで）を受けて、不動産管理業を

営み、建設業法第3条第1項の規定により、特定建設業の許可（登録番号　神奈川県知事　許可(特-19)第72575号　有

効期間：平成19年10月26日から平成24年10月25日まで)を受けて建設業を営み、建築士法第4条第1項及び第5条1項の規

定により、一級建築士事務所の登録（登録番号　神奈川県知事　第14682号　有効期間：平成19年9月28日から平成24

年9月27日まで）を受けて、建築士事務所を営んでおります。連結子会社である有限会社ヨ―コ―管財は、貸金業の規

制等に関する法律第3条1項に基づき、貸金業者登録を受けて、貸金業を営んでおりました（登録番号　神奈川県知事

(4)第03403号）。しかしながら、今後同社は、新規貸付業務を行わず、既存貸付の回収業務のみを行う予定であるこ
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とから、同法第44条の規定に基づき、登録更新は行っておりません。そのため、当該貸金業登録は有効期限である平

成17年7月1日をもって失効しております。また、連結子会社である株式会社陽光アセット・インベスターズは不動産

投資顧問業登録規程第6条3項に基づく不動産投資顧問業の登録(登録番号　一般-711号　有効期間：平成16年7月23日

から平成21年7月22日まで)および金融商品取引法第29条に基づく第2種金融商品取引業者の登録(登録番号　関東財務

局長(金商）第1540号）を受けております。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　宅地建物取引業者免許、マンション管理業者登録、特定建設業の許可及び１級建築士事務所登録については、当

社グループの主要な事業活動に必須であります。なお、現時点において、当社グループには、上記免許、許可及び登

録の取消事由・更新欠格事由に該当する事実は存在いたしません。しかしながら、将来、何らかの理由により免許、

許可及び登録の取消・更新欠格による失効等があった場合には、当社グループの主要な事業活動に支障をきたし、業

績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

  また、耐震偽装などの住宅建設の不正を防止する改正建築基準法（平成19年6月施行）に基づき、構造計算の作業量

が増加し、また特定行政庁や民間確認検査機関における建築確認手続きが厳格化しております。そのため、建築の着

工や完成引渡し時期の遅延等が生じた場合、当社グループの事業運営、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。　　　　　　

 

②「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による瑕疵担保責任について

　「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、新築住宅の供給事業者に対して構造上の主要な部分及び雨水の浸

食を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負うことを定めております。当社グループでは、投資用マンショ

ン及び戸建住宅の供給に際し、建築設計の段階から一貫して携わり、供給物件の品質管理に万全を期すよう努めると

ともに、他社が開発した新築物件を仕入れて販売する場合には、仕入先の開発実績及び物件の選定に十分留意してお

ります。また、販売後のクレームに対しても、法令上の責任に基づき、真摯な対応に努めております。

　さらに、構造設計書偽造事件を他山の石として、当社では、提供するマンションの構造計算の適正性について細心

の注意を払っております。例えば、建築確認の際には過去においてチェックミスが報告されていない実績のある機関

に依頼し、かつ、過去において評価ミスが報告されていない実績のある住宅性能評価機関による住宅性能評価書の取

得を義務づけております。当社グループでは、このように、瑕疵なき物件を提供すべく、常に品質管理体制向上に努

めております。

　しかしながら、当社の供給物件に何らかの原因で瑕疵が発生した場合、クレーム件数と補償工事の増加等を招き、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。　 

 

③土地の仕入れについて

　当社グループでは、マンション用地及び戸建用地の取得にあたり、売買契約前に綿密な事前調査を行っております

が、契約後、稀に土壌汚染等の隠れた瑕疵が発見されることがあります。その場合、当社グループに追加費用が発生

することがあり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、現在、当社グループの主要な事業エリアである横浜市・川崎市内の商業地域において、利便性の高い土地の

地価が上昇傾向にある一方で、同業他社との開発用地の取得競争も激化しております。当社グループは、地元不動産

業者との関係の強化や独自の調査等により十分な情報を収集できる体制の構築に努めておりますが、今後、地価の上

昇が続いた場合や、有用な情報の入手が困難になった場合には、開発用地に適した土地の仕入れが十分にできず、自

社開発物件が計画通り供給できない可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

④外注先の影響について

　当社グループでは、マンションの建設については、建設会社に一括発注し、主に民間（旧四会）連合会協定工事請

負契約約款に基づく工事請負契約を締結しております。また、建築工事の進捗状況については当社が定期的な監理を

行っており、同社より当社に対して状況報告がなされる体制を構築しております。

　工事請負契約の締結にあたりましては、外注先の財務状況、施工能力・実績、経営の安定性等を総合的に勘案の上

決定しておりますが、外注先に信用不安等が発生し、工期遅延が生じた場合、当社の販売計画にも遅延が生じ、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、施工完了後、外注先に倒産等の事態が発生した場合には、

本来外注先が負うべき瑕疵の補修責任等が履行されず、当社に想定外の費用負担が発生する可能性が生じるため、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤マンション建設に対する近隣住民の反対運動について

　当社グループはマンション建設にあたり、建設地が属する自治体の条例等に従い、事前に周辺住民に説明会を実施

する等の近隣への対策を講じております。マンションの立地については、住宅密集地を避け、駅に近い商業地域を中

心としてきたため、現在までのところ、近隣住民との摩擦は軽微なものに留まっております。しかしながら、今後、

開発中の騒音、電波障害、日照問題、景観変化等を理由に近隣住民に反対運動等が発生する可能性は否定できず、そ
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の解決に時間を要したり、計画の変更が必要となった場合、工期遅延や追加費用が発生することによって、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資金調達について

 当社グループは不動産販売事業を遂行するにあたり、用地や土地建物の取得資金及び建設費用等を金融機関からの融

資を主体として資金調達しております。当社は取引金融機関と良好な関係を構築する一方で、新たな金融機関との取

引開始、社債の発行等、資金調達の円滑化と多様化に努めております。しかしながら、何らかの事情により、当社の

希望する金額及び条件で金融機関からの融資を受けることができない場合、販売物件を計画どおりに確保できない可

能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑦金利の上昇について

  当社グループの有利子負債残高は下表のとおり、事業拡大等によるたな卸資産の増加に伴って増加しております。

  引き続き、当社はたな卸資産の回転を早めることに努め、有利子負債依存度の上昇を抑える方針に変わりはありま

せんが、市場金利が予想を超えて上昇し、有利子負債の金利負担が増加した場合、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

（連結） 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期

 有利子負債残高（千円）(A) 2,886,500 6,379,000 11,740,400

 総資産額（千円）(B) 9,052,935 14,650,481 20,911,917

 有利子負債依存度（％）（A/B） 31.9 43.5 56.1

 

⑧地価の変動について

a)業績への影響

　地価の上昇に伴って、用地取得価格が上昇するため、商品一戸あたりの単価は上昇いたします。この場合、将来の

価格上昇期待から購入意欲が高まる顧客層が発生する一方で、賃料収入による利回りの低下を懸念し、購入意欲が低

下する顧客層が発生する可能性もあります。こうした顧客の価値観に当社が対応できず、計画どおりの販売が困難に

なった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

b)財政状態への影響

　当社グループは下表のとおり、販売用不動産、仕掛販売用不動産、投資不動産において土地を保有しております。

これらの不動産は、事業の拡大に伴い、金額的にその増加傾向が顕著になってきております。販売用不動産及び仕掛

販売用不動産は、駅前の利便な場所を中心に保有し、かつ、保有期間が短期間であることから当連結会計年度末時点

において評価損は発生しておりません。また、投資不動産は、一定の投資利回りの確保を算定した上で保有しており、

将来的にも重大な評価損が発生する可能性は低いと判断しております。しかしながら、予期しない速度と規模で地価

が下落した場合には、保有資産に評価損が発生し、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（連結） 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期

 販売用不動産（千円）(A） 244,925 585,885 1,093,619

 仕掛販売用不動産（千円）(B) 2,786,190 5,659,938 7,115,023

 投資不動産（千円）(C) 298,055 614,918 1,501,664

 総資産（千円）(D) 9,052,935 14,650,481 20,911,917

 比率（％）((A＋B＋C)／D） 36.8 46.8 46.4

 　(注)(A)から(C)につきましては、土地相当分を記載しております。

⑨事業エリアの集中について

　当社グループが販売する投資用マンション「グリフィンシリーズ」は、次表のとおり、横浜市内の横浜みなとみら

い21地区周辺のエリア（西区・中区・神奈川区）、JR新横浜駅周辺(港北区)、JR川崎駅周辺（川崎市幸区）に集中し

ており、今後も企業イメージの形成を勘案し、当該エリアを中心とした事業展開を図る方針であります。このことか

ら特に、横浜市、川崎市を中心とした神奈川県内の経済環境、雇用環境、賃貸需要、地価の動向等の影響を受ける可

能性があります。

　また、近年、首都圏ではワンルームマンションに対する規制を目的とした条例を制定する自治体が見られ、横浜市

では、平成12年1月24日に「横浜市ワンルームマンション形式集合建築物に関する指導規準及び同施行細目」等の指導

要綱等による規制が制定され、管理員室の設置、住戸の最低専有面積、駐車・駐輪施設の設置の義務付け等が定めら

れております。また、平成18年4月に「横浜都心機能誘導地区建築条例」が施行され、特別用途地区として都市計画で

定める横浜都心機能誘導地区（業務・商業専用地区および商住共存地区に区分）内の建築物の建築及び敷地に関する
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制限が定められております。現在、自治体の条例による規制が、当社の事業展開に与える影響は軽微でありますが、

将来的に規制が変更若しくは強化された場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

エリア 棟数 構成比（％) 戸数 構成比（％）

　横浜市西区・中区・神奈川区　計 54 67.5 2,561 68.4

　横浜市港北区　計 7 8.8 404 10.8

　横浜市内その他　計 3 3.8 111 3.0

横浜市内　計 64 80.0 3,076 82.2

　川崎市幸区　計 4 5.0 233 6.2

　川崎市中原区　計 6 7.5 219 5.8

　川崎市内その他 2 2.5 76 2.0

川崎市内　計 12 15.0 528 14.1

神奈川県下　計 76 95.0 3,604 96.3

東京都内　計 4 5.0 140 3.7

総　計 80 100.0 3,744 100.0

（注）平成19年12月31日現在の竣工棟数・供給戸数について記載しております。

 

⑩投資用マンション販売事業について

（顧客からのクレームないし訴訟提起について）

　当社が販売するマンションは、主にマンション経営による資産運用を目的として購入されており、金融商品や他の

投資運用手段と競合した商品との位置づけにあると考えております。当社は商品販売に際し、空室の発生、家賃相

場の下落、金利上昇による返済負担の増加等、マンション経営に関するリスクについて、顧客の十分な理解が得られ

る説明を行うよう努めております。また、販売後も集金の代行、建物の維持管理、入居者の募集及び賃貸仲介等、ア

フターサービスの充実に努めております。このため、投資用マンションの販売において、現在まで訴訟やこれに準ず

る重大なトラブルが発生した事実はありません。しかしながら、今後、何らかの事情により、顧客からクレームない

し訴訟提起があった場合、事実の存否にかかわらず、訴訟やクレームになることにより、当社グループの信用に影響

を与え、業績に影響を及ぼす可能性があります。

（販売物件の入居率低下について）

　当社グループが販売した投資用マンションの賃貸入居率が低下した場合、賃料収入を見込む新規購入者の購買意欲

が低下する可能性があります。当社グループでは、賃貸需要が高いと考えられる地域へ建設し、当社及び近隣の不動

産業者による新規入居者の獲得に努め、良好な住環境を整備し、入居者の固定化に尽力しております。また、関心の

高まりを見せているマンションの耐震強度についても、当社供給物件に対する不安を解消すべく、当社ホームページ

等を通じて耐震強度の数値を明らかにし、適正であることを示し、もって入居者確保に努めております。しかしなが

ら、既存物件の周囲で住環境が悪化する等、不測の事態により入居率が低下した場合、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。

 

⑪不動産ファンド事業について

　当社グループは、これまでグループで蓄積した経験・知識・ノウハウを生かし、新しい不動産ビジネスである不動

産ファンド事業を開始するため、平成16年2月には当該事業を目的とする当社100％子会社「株式会社陽光アセット・

インベスターズ」を設立し、平成19年8月に第1号ファンド「アコースティックマンションファンド」の組成を完了し

ております。また、第2号ファンドとして「ビジネスホテルファンド」の組成を進め、ファンド事業拡充を図ってまい

りますが、不動産市況の変化、金融商品取引法による規制強化等の要因により、当該事業を予定どおり運営できない

可能性があるとともに、採算が悪化した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑫人材の確保について

  当社グループの退職者は、平成17年12月期に66名、平成18年12月期に99名、平成19年12月期に66名、発生しており、

総従業員に対する退職者の比率が高くなっております。

　当社グループは、優秀な人材の確保と育成を重要な経営上の課題と捉え、定期の新卒者採用及び適宜中途採用によ

り入社した従業員に対しては、当社内での研修カリキュラムに加え、不動産関連のセミナーへの参加、OJTの実施によ

り早期の職務技能習得を目指しております。また、個人毎の業績評価については、社内各部門毎に適した評価制度を

定め、適正な人事考課を実施することで、優秀な人材の定着に努めております。特に、用地仕入れや不動産売買を担
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当する事業本部、販売を担当する営業本部及び賃貸募集を担当する賃貸営業部に所属する従業員については、業務の

成果が当社の業績に直結することから、その他の部門とは別の報酬体系を定め、成果に応じたインセンティブを付与

しております。しかしながら、こうした施策にも拘らず、従業員の定着度が高まらない場合や、雇用の需給関係から

当社が求める人材が十分に確保できない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑬ 役職員による不祥事および情報漏洩について

（不祥事件について）

　平成19年４月、当社元従業員が顧客に対して架空の商品販売を偽装するという不祥事件が発覚いたしました。この

事件は、元従業員個人が起こしたものでありましたが、当社は使用者として、当該顧客をはじめとしたステークホル

ダーに事後策をとりました。また、二度とこのような事件が起きないよう、当社グループ全役職員に常に倫理方針に

従った行動をするよう強く意識づけるとともに、内部通報制度の周知及び顧問弁護士によるコンプライアンス研修の

開催などにより再発防止に努めております。

　当社では今後も継続的に信頼回復に向けた施策をとってまいりますが、不祥事件が発生するリスクを完全に排除す

ることはできません。このような事件が発生した場合、当社グループが、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う

だけでなく、対外的にネガティブな認識を与えてマーケットの信頼を失ったり、監督当局から行政処分を受けるなど、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（個人情報の取扱について）

　当社グループでは、既存顧客・見込み顧客の個人情報を保有しております。平成17年４月１日より施行された個人

情報保護法に鑑み、当社グループでは、グループ全体の役職員共通のプライバシーポリシーの制定等、同法を遵守す

る体制の構築を進めております。システム上においては、個人情報ファイル保管の厳重化・ITシステム監視ソフトの

導入・アクセス権の制限などにより、個人情報の漏洩防止に備えております。

　しかしながら、不測の事態により、個人情報が外部に漏洩するような事態となった場合、損害賠償等による費用が

発生する可能性がある他、当社グループの信用低下を招く場合があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

 

(株)陽光都市開発(8946)平成 19 年 12 月期決算短信

－ 9 －



２．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び連結子会社９社により構成されており、不動産販売・不動産管理を主たる業務としており

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。

不動産販売事業

　当社は、主として資産運用を目的とした自社ブランドである投資用マンション「グリフィンシリーズ」の企画・販

売を主に横浜・川崎を中心としたエリアにおいて行っているほか、投資用マンションの一棟売り、バリューアップ物

件の販売を行っております。

不動産管理事業

　連結子会社である株式会社陽光ビルシステムは、当社グループで販売した投資用マンションの建物維持管理及び賃

貸管理等を行っております。

不動産賃貸事業

　当社、連結子会社である株式会社陽光ビルシステム、有限責任中間法人YKトラスト及び有限会社YKインベスターズ

は、オフィスビル、マンション及び駐車場等を所有又は賃借し、これらを賃貸しております。

 

その他の事業

　当社及び連結子会社である株式会社ヨコハマ地所は、不動産仲介業を行っております。

　連結子会社であるサン建築設計株式会社は、当社グループで企画された投資用マンションの建築設計・施工監理等

を行っております。

　また、連結子会社である株式会社陽光アセット・インベスターズ、有限責任中間法人GFトラストワン及び合同会社

GFインベスターズワンは、今までグループで蓄積した経験・知識を活用したビジネスである不動産ファンド事業の活

動をしております。

　連結子会社である有限会社ヨーコー管財は、既存債権回収の範囲内に限り貸金業を行っております。

※当社は、平成19年９月７日の取締役会決議に基づき、平成20年１月１日をもって、当社全額出資の連結子会社であっ

た株式会社ヨコハマ地所、株式会社陽光ビルシステム、サン建築設計株式会社の３社を簡易合併の手続きにより吸収

合併いたしました。

これに伴い平成20年12月期より３社にかかわる事業は当社にて行なっております。

（注）詳細は64ページ「重要な後発事象」をご覧ください。
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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「会社の繁栄と社員の幸せ、そして社会への貢献」を経営理念として掲げ、グループの健全な成長

を図りつつ、顧客、株主、社員など、すべてのステークホルダーに意義ある存在となるべく、継続的な発展と企業価

値の向上の双方に努めております。

　当社グループではこの経営理念を踏まえ、①「会社の繁栄」とは、当社グループの継続的な発展を果たすための売

上の最大化・コストの最小化を積極的に図る利益重視の事業運営であり、②「社員の幸せ」とは、実行・礼節・協調

の行動指針を旨とした人材育成と適正公正な人材の活用評価による従業員の物心両面の幸せの追求であり、③「社会

への貢献」とは、ライフスタイルに対応した安心で豊かな住環境を一人でも多くのお客様に提供することである、と

の共通理解のもとに、活動しております。

 

　

(2）目標とする経営指標

　当社グループでは、利益重視の事業運営のため、売上高経常利益率を最重視することはもとより、事業活動の成果

たる営業利益の最大化を目指し、企業経営にあたってまいります。 

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

①投資用マンション事業、不動産流通事業、不動産流動化事業の３事業を収益の柱として事業拡大を積極的に推進し、

安定した収益と事業経営を目指しております。

　投資用マンションの需要は今後も国や企業の社会保障制度の変化、不安視されている年金問題、投資に対する消費

者の積極化によりさらに高まると思われます。また、横浜みなとみらい２１地区及び周辺再開発エリアの高い市場成

長性を見込み、今後とも、当該エリアを中心に投資用マンション事業を継続してまいります。

　さらに、投資用マンション事業の事業規模拡大と収益機会の拡充のため、「グリフィンシリーズ」の中古販売や投

資用としてファミリータイプマンションの一戸単位からの仕入れ・販売を展開し、投資用マンションのセカンダリ市

場においても圧倒的なプレゼンスの確立を目指します。また、各々の用地のポテンシャルを最大限に活かした柔軟な

企画により、ライフスタイルの多様化に対応し、入居者の特定ニーズに応える新ブランド「グリアス」の開発を積極

的に展開するなど商品バリエーションの拡充・強化に注力してまいります。

　不動産流通事業においては、若年単身層の多い「グリフィンシリーズ」入居者の次なるライフステージに適応する

商品体系を構築し、実需・投資のどちらにも柔軟に対応できるコンパクトマンションの開発や、不動産仲介事業を通

じ、ライフスタイルの変化に応じて最適なタイプの不動産を提案することによって、顧客との信頼を深めるとともに、

不動産流通事業における事業規模と収益機会の拡充に注力いたします。

　不動産流動化事業においては法人・個人富裕層・外部ファンド等への1棟販売を強化するほか、ファンド運営による

安定したフィービジネスの展開、中長期的には建替え需要による事業機会の獲得など、収益性の高い多彩な事業展開

を図り、不動産流通事業とともに投資用マンション事業と比肩する収益の柱として構築し、経営基盤のさらなる強化

を推進してまいります。

　また、株式会社センチュリー２１・ジャパンとのフランチャイズ契約を平成19年12月31日に解消いたしましたので、

今後は「陽光都市開発」及び「グリフィンシリーズ」の更なる認知度の向上、ブランド力の強化を図ってまいります。

②資産価値、付加価値の高い商品を提供するため、継続的に成長する横浜・川崎エリアを中心としたドミナント戦略

を展開してきたことから、同エリアにおいて、非常に高いシェアを獲得しております。この実績をもとに培われた仕

入・販売・賃貸営業の優位性を生かし、今後も高い市場成長が見込める横浜みなとみらい２１周辺・ポートサイドエ

リア、川崎再開発エリア、新横浜エリアを最重要エリアと位置づけつつ、新たな市場成長性の見込めるエリアを見出

し、事業を展開してまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

①当社は平成19年4月に当社元社員による不正行為が判明致しました。

当該不祥事につきましては、多くの投資家の皆様、お取引先様および市場関係者の皆様に多大なご迷惑、ご心配をお

かけしましたことを深くお詫び申しあげます。

　当社では、これまでの社内態勢を見直し、改めて業務運営の透明性・公正性・適切性を確保するとともに、全社を

挙げて再発防止策の着実な実行に取り組み、これらの取組みを通じて皆さまからの、さらには社会からの信頼の回復

に全力で努めてまいります。

②当社グループは、横浜・川崎を中心としたエリアにおいて、投資用マンション「グリフィンシリーズ」の開発・販

売等を行うマンションディベロッパーであります。当社グループの事業は、不動産販売事業、不動産管理事業、不動

(株)陽光都市開発(8946)平成 19 年 12 月期決算短信

－ 12 －



産仲介事業、設計監理事業を中心として構成されており、主力事業である投資用マンション販売については、創業以

来、同エリアにおいて順調に物件供給を行ってまいりました。

　しかしながら、昨今、金利上昇懸念や同エリアへの同業他社の進出に加え、地価の上昇、建築費の高騰などがみら

れるなど、経営環境は次第に変化しつつあります。当社グループといたしましては、既存事業のブランド力をさらに

高めるとともに、厳しい環境にも耐え得る企業体質の強化に取り組む方針であり、そのために対処すべき課題は次の

とおりであります。

a.商品の拡充および事業エリアの拡大

　これまで当社グループは、横浜みなとみらい２１地区の開発が進捗し有名企業の進出やアミューズメント施設の出

店が予定されるなど、引き続き就業人口・居住人口の増加が予想され、安定した賃借需要が見込まれる横浜・川崎エ

リアを中心としたドミナント戦略に基づき、賃貸することを前提にした投資用マンションの集中開発を行ってまいり

ました。多くの入居者が見込める利便性の高い土地を厳選し、積極的に事業展開した結果、これまでに提供した投資

用マンションの供給数は、80棟3,744戸（平成19年12月末現在）となり、マンションオーナーと入居者をあわせて約

6,000名の顧客を擁するに至りました。

　横浜・川崎エリアでは、今後とも、当社グループの特色であるドミナント戦略を継続し、投資用マンション「グリ

フィン」「グリフォーネ」を核とした商品を提供していく方針でありますが、今後の課題といたしまして、当社グルー

プでは重要な財産である顧客基盤に目を向け、さらに質の高い商品やサービスを提供するために、入居者ニーズに応

じた商品の拡充および事業エリアの拡大を図ってまいります。

　ディンクス対応のコンパクトマンションの商品開発をはじめとして、立地特性・周辺環境・再開発予定エリアなど

その用地が持つポテンシャルを最大限に活かした柔軟な企画により、入居者の特定ニーズに応える新ブランド「グリ

アス」の開発を強化して商品の拡充に努めてまいります。また、利便性はもとより、「新線・新駅・再開発」が計画

されている事業エリアへの拡大も視野に入れ、開発地域を選定していく方針であります。

b.営業体制の拡充および顧客基盤の活用

　当社グループの主な販売手法であるテレマーケティングによる顧客アプローチは、効率的かつ有効な手段でありま

すが、個人情報保護意識の高まりなどに伴い、顧客情報の入手が困難になりつつあります。ホームページの整備を初

め、インターネットを介した情報提供なども積極的に活用し、広域に渡り顧客獲得を図る計画であります。

また、当社グループの既存顧客であるマンションオーナーと入居者の方々の情報網を活用し、新たなお客様を紹介し

ていただくなど、営業手法の多様化も目指してまいります。それにあわせて顧客に提供するサービスについても今一

度点検し、例えば建物の維持・管理のために巡回する際に、物流機能をからめたサービスを提供するなど、顧客満足

度を更に高める体制を整えていく方針であります。 

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

 ①内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状

況

　当社の内部管理体制につきましては、監査役が取締役会の経営執行についての監視を行っており、月次開催される

取締役会に出席し意見を述べるとともに毎月1回開催される監査役会において取締役の業務執行の監査結果を協議する

ほか、取締役ならびに各部門責任者と定期的に面談を行い、業務執行状況の把握及び情報の共有化を図っております。

また、各部門から独立した社長直轄の内部監査室（人員2名）が内部監査業務を担っており、監査計画に基づき当社各

部門及び子会社の業務監査及び会計監査を実施しております。実施された監査内容につきましては、社長へ監査報告

書を提出して報告するとともに被監査部門へ改善指摘事項を通知し、改善状況を継続的に確認することにより内部管

理体制の強化を図っております。

　なお、社内規程に関しましては「業務分掌規程」「職務権限規程」等、社内業務を脱漏なく網羅するよう、必要に

応じて整備・改訂を継続的に実施して内部牽制制度の充実を図るとともに、社内規程に変更があった場合には社内情

報共有システムを利用して役職員へ周知徹底を行い、管理体制の強化に努めております。

 ②内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　最近１年間における内部管理体制の充実に向けた取組みとしましては、経営企画業務を分離し、内部監査業務に特

化した内部監査室を設置して管理体制の強化のための改善を行いました。

　また、当社及び子会社の役職員を対象とした法令遵守のための勉強会等も実施し、コンプライアンスの強化を図る

とともに、個人情報・社内情報の管理に関するマニュアル及びシステムの整備、社員教育をはじめとした啓蒙活動を

継続的に行っており、内部情報管理の重要性などを周知徹底いたしております。

 

(6）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   4,632,313   4,877,431  

２  受取手形及び売掛金   41,092   43,887  

 ３　有価証券   149,744   279,991  

４　たな卸資産 ※１  7,475,211   10,232,321  

５　繰延税金資産   127,748   144,885  

６　その他   130,701   227,516  

貸倒引当金   △24,517   △27,886  

流動資産合計   12,532,294 85.5  15,778,146 75.5

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物及び構築物  53,025   95,900   

減価償却累計額  △19,871 33,153  △14,422 81,477  

(2）車両運搬具  42,294   48,983   

減価償却累計額  △16,513 25,781  △26,283 22,700  

(3）工具器具及び備品  100,240   115,652   

減価償却累計額  △47,667 52,573  △57,104 58,548  

(4）土地   19,532   39,620  

有形固定資産合計   131,040 0.9  202,346 1.0

２　無形固定資産        

 (1) のれん   3,018   93  

(2）その他   41,240   42,438  

無形固定資産合計   44,258 0.3  42,532 0.2
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前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   120,605   115,257  

(2）関係会社株式 ※２  10,000   －  

(3）長期貸付金   52,979   18,476  

(4）繰延税金資産   135,300   94,036  

(5）投資不動産 ※１ 1,569,667   4,564,330   

減価償却累計額  △98,145 1,471,522  △143,528 4,420,802  

(6）その他   177,211   246,844  

貸倒引当金   △24,731   △6,524  

投資その他の資産合計   1,942,888 13.3  4,888,892 23.3

固定資産合計   2,118,187 14.5  5,133,771 24.5

資産合計   14,650,481 100.0  20,911,917 100.0
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前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金   2,112,128   2,293,011  

２　短期借入金 ※1,3  1,576,000   2,840,200  

３　一年以内返済予定の長期
借入金

※１  1,390,000   1,953,000  

４　一年以内償還予定の社債   393,800   273,800  

５　未払法人税等   455,233   460,353  

６　賞与引当金   4,556   4,637  

７　その他   588,229   700,244  

流動負債合計   6,519,948 44.5  8,525,247 40.8

Ⅱ　固定負債        

１　社債   526,200   472,400  

２　長期借入金 ※１  2,493,000   6,201,000  

３　繰延税金負債   349   －  

４　退職給付引当金   29,770   33,811  

５　役員退職慰労引当金   280,847   －  

６　預り保証金   539,767   556,365  

７　その他   412   142,569  

固定負債合計   3,870,346 26.4  7,406,147 35.4

負債合計   10,390,294 70.9  15,931,394 76.2

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   1,071,420 7.3  1,071,420 5.1

２　資本剰余金   1,046,860 7.1  1,046,860 5.0

３　利益剰余金   2,131,559 14.6  2,955,113 14.2

４　自己株式   －   △99,912 △0.5

株主資本合計   4,249,839 29.0  4,973,481 23.8

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

  10,346 0.1  7,041 0.0

評価・換算差額等合計   10,346 0.1  7,041 0.0

純資産合計   4,260,186 29.1  4,980,523 23.8

負債純資産合計   14,650,481 100.0  20,911,917 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   14,048,760 100.0  18,641,990 100.0

Ⅱ　売上原価   9,561,975 68.1  13,675,735 73.4

売上総利益   4,486,784 31.9  4,966,255 26.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１　広告宣伝費  92,284   138,911   

２　販売促進費  70,045   79,018   

３　旅費交通費  79,606   94,331   

４　貸倒引当金繰入額  11,251   8,969   

５　役員報酬  382,018   374,559   

６　給与手当  978,163   857,555   

７　賞与引当金繰入額  4,156   2,920   

８　退職給付費用  7,632   5,203   

９　役員退職慰労引当金繰入額  56,685   －   

10　法定福利費  130,732   118,317   

11　福利厚生費  22,088   36,696   

12　支払手数料  170,244   304,190   

13　賃借料  111,391   127,274   

14　租税公課  73,992   101,737   

15　減価償却費  36,128   47,984   

16　のれん償却  2,889   2,924   

17　その他  362,206 2,591,519 18.4 480,680 2,781,275 14.9

営業利益   1,895,265 13.5  2,184,980 11.7
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前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  1,185   4,577   

２　受取配当金  309   674   

３　受取手数料  26,750   24,250   

４　保険解約返戻金  13,883   36,612   

５　その他  10,020 52,148 0.4 17,892 84,006 0.5

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  10,224   109,996   

 ２　株式交付費償却  15,880   －   

３　社債発行費償却  10,051   3,648   

４　支払保証料  3,869   7,474   

５　融資手数料  62,455   58,261   

６　貸倒引当金繰入額  7,706   1,936   

７　その他  1,027 111,215 0.8 2,064 183,383 1.0

経常利益   1,836,198 13.1  2,085,603 11.2

Ⅵ　特別利益        

１　貸倒引当金戻入益  2,760   －   

２　償却債権取立益  609 3,369 0.0 904 904 0.0

Ⅶ　特別損失        

１　貸倒損失  6,772   493   

２　固定資産売却損 ※１ 728   －   

３　固定資産除却損 ※２ 2,068 9,569 0.1 16,096 16,589 0.1

税金等調整前当期純利益   1,829,999 13.0  2,069,918 11.1

法人税、住民税及び事業税  799,771   861,320   

法人税等調整額  △1,514 798,257 5.7 25,861 887,182 4.8

当期純利益   1,031,741 7.3  1,182,735 6.3

        

(株)陽光都市開発(8946)平成 19 年 12 月期決算短信

－ 18 －



(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12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

平成17年12月31日　残高（千円） 452,400 427,840 1,534,218 2,414,458

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 619,020 619,020  1,238,040

剰余金の配当   △434,400 △434,400

当期純利益   1,031,741 1,031,741

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

619,020 619,020 597,341 1,835,381

平成18年12月31日　残高（千円） 1,071,420 1,046,860 2,131,559 4,249,839

 

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17年12月31日　残高（千円） 12,821 12,821 2,427,280

連結会計年度中の変動額    

新株の発行   1,238,040

剰余金の配当   △434,400

当期純利益   1,031,741

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△2,475 △2,475 △2,475

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△2,475 △2,475 1,832,906

平成18年12月31日　残高（千円） 10,346 10,346 4,260,186
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当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高（千円） 1,071,420 1,046,860 2,131,559  4,249,839

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △349,440  △349,440

当期純利益   1,182,735  1,182,735

自己株式の取得    △99,912 △99,912

連結子会社増加に伴う減少高   △9,742  △9,742

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円） － － 823,553 △99,912 723,641

平成19年12月31日　残高（千円） 1,071,420 1,046,860 2,955,113 △99,912 4,973,481

 

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12月31日　残高（千円） 10,346 10,346 4,260,186

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当   △349,440

当期純利益   1,182,735

自己株式の取得   △99,912

連結子会社増加に伴う減少高   △9,742

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△3,305 △3,305 △3,305

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△3,305 △3,305 720,336

平成19年12月31日　残高（千円） 7,041 7,041 4,980,523
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

１　税金等調整前当期純利益  1,829,999 2,069,918

２　減価償却費  51,770 100,255

 ３　のれん償却  2,889 2,924

 ４　株式交付費償却  15,880 －

５　社債発行費償却  10,051 3,648

６　賞与引当金の増減額（△は減少）  △44,193 81

７　退職給付引当金の増加額  1,168 4,041

８　役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)  12,198 △280,847

９　貸倒引当金の増減額(△は減少)  8,712 △14,837

10　受取利息及び受取配当金  △1,494 △5,252

11　支払利息  10,224 109,996

12　固定資産売却損  728 －

13　固定資産除却損  2,068 16,096

14　売上債権の増減額（△は増加）  41,970 △2,794

15　たな卸資産の増加額  △3,798,515 △2,757,110

16　仕入債務の増加額  254,256 168,938

17　その他  189,407 150,461

小計  △1,412,877 △434,480

１　利息及び配当金の受取額  864 4,374

２　利息の支払額  △9,104 △93,567

３　法人税等の支払額  △870,205 △855,604

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,291,323 △1,379,277
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前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

 １　有価証券の取得による支出  △149,598 △179,988

 ２　有価証券の売却による収入  － 150,000

３　有形固定資産の取得による支出  △74,037 △67,352

４　有形固定資産の売却による収入  716 －

５　無形固定資産の取得による支出  △14,690 △26,412

 ６　投資有価証券の取得による支出  △99,911 △99,970

７　投資不動産の取得による支出  △711,551 △3,029,302

８　貸付金の回収による収入  16,806 12,066

９　その他投資の増減  △19,156 △69,632

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,051,421 △3,310,591

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

１　短期借入による収入  2,663,600 3,155,000

２　短期借入金の返済による支出  △1,450,100 △1,890,800

３　長期借入による収入  3,883,000 9,151,000

４　長期借入金の返済による支出  △2,164,000 △4,880,000

５　社債の発行による収入  689,948 216,351

６　社債の償還による支出  △140,000 △393,800

７　株式の発行による収入  1,222,159 －

８　自己株式の取得による支出  － △99,912

９　配当金の支払額  △431,949 △327,741

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,272,659 4,930,097

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  929,913 240,228

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  3,702,399 4,632,313

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  － 4,889

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※1 4,632,313 4,877,431
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　６社

連結子会社の名称

株式会社ヨコハマ地所

株式会社陽光ビルシステム

サン建築設計株式会社

有限会社ヨーコー管財

 有限責任中間法人ＹＫトラスト

 有限会社ＹＫインベスターズ

　有限責任中間法人ＹＫトラスト及び

有限会社ＹＫインベスターズについて

は、当連結会計年度において新たに設

立したことにより、当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めることといたしま

した。

(1）連結子会社の数　　　９社

連結子会社の名称

株式会社ヨコハマ地所

株式会社陽光ビルシステム

サン建築設計株式会社

有限会社ヨーコー管財

 有限責任中間法人ＹＫトラスト

 有限会社ＹＫインベスターズ

 株式会社陽光アセット・インベスター

ズ

 有限責任中間法人ＧＦトラストワン

 合同会社ＧＦインベスターズワン

　株式会社陽光アセット・インベス

ターズについては、当連結会計年度か

ら活動を開始したことにより、相対的

にその重要性が増したため、また、有

限責任中間法人ＧＦトラストワン及び

合同会社ＧＦインベスターズワンにつ

いては、当連結会計年度において新た

に設立したことにより、当連結会計年

度より連結の範囲に含めることといた

しました。

(2）非連結子会社の名称

株式会社陽光アセット・インベス

ターズ

(2）非連結子会社の名称

──────

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は小規模会社であり、

総資産、売上高、当期純損益及び利益

剰余金等は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないためであ

ります。

 

 

２　持分法の適用に関する事

項

持分法を適用しない非連結子会社

株式会社陽光アセット・インベスターズ

持分法を適用しない非連結子会社

──────

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、当期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため、持分

法の適用から除外しております。

 

 

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　決算日が連結決算日と異なる会社は次の

とおりであります。

　会社名　有限会社ＹＫインベスターズ

　決算日　11月30日

　なお、連結に際しては、連結決算日現在

で本決算に準じた仮決算を行った財務諸表

を基礎としております。

　決算日が連結決算日と異なる会社は次の

とおりであります。

　会社名　有限会社ＹＫインベスターズ

　決算日　６月30日

　なお、連結に際しては、連結決算日現在

で本決算に準じた仮決算を行った財務諸表

を基礎としております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

４　会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①有価証券

ａ　満期保有目的の債券

 　 償却原価法による原価法

ｂ　子会社株式

移動平均法による原価法

①有価証券

ａ　満期保有目的の債券

同左

──────

 

ｃ　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）

ｂ　その他有価証券

時価のあるもの

同左

②たな卸資産

ａ　販売用不動産、仕掛販売用不動産

個別法による原価法

②たな卸資産

ａ　販売用不動産、仕掛販売用不動産

同左

ｂ　貯蔵品

最終仕入原価法

ｂ　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

　定率法によっております。但し、平成

10年４月１日以降取得の建物（建物附属

設備を除く）については、定額法によっ

ております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　10年～47年

車両運搬具　　　　６年

工具器具及び備品　４年～15年

①有形固定資産

　定率法によっております。但し、平成

10年４月１日以降取得の建物（建物附属

設備を除く）については、定額法によっ

ております。

　また、平成19年4月1日以降取得の有形

固定資産については、改正後の法人税法

に規定する方法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　10年～47年

車両運搬具　　　　６年

工具器具及び備品　４年～15年

②無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、ソフトウェア（自社利用）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

③投資不動産

　定率法によっております。但し、平成

10年４月１日以降取得の建物（建物附属

設備を除く）については、定額法によっ

ております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物　15年～47年

③投資不動産

　定率法によっております。但し、平成

10年４月１日以降取得の建物（建物附属

設備を除く）については、定額法によっ

ております。

　また、平成19年4月1日以降取得の投資

不動産については、改正後の法人税法に

規定する方法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物　15年～38年

(3）重要な繰延資産の処理

方法

株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。

 社債発行費

 支出時に全額費用処理しております。

──────

 

 社債発行費

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(4）重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

　売上債権及び貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

①貸倒引当金

同左

②賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額基準に基づく当連結会計年度中

の負担額を計上しております。

②賞与引当金

同左

③退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、退職

一時金制度に基づき当連結会計年度末に

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

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当連結会計

年度末要支給見積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。

同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

①消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。

　なお、控除対象外消費税等については、

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

②販売用不動産・仕掛販売用不動産に係る

利息の処理方法

　個々の案件に係る借入金に対する支払

利息のうち、建設期間中の利息について

は、販売用不動産・仕掛販売用不動産に

算入しております。

②販売用不動産・仕掛販売用不動産に係る

利息の処理方法

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

６　のれんの償却に関する事

項

　のれんは、５年間で均等償却を行ってお

ります。

同左

７　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

投資であります。

同左
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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

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。

　これによる損益に与える影響はありません。

 （固定資産の減価償却方法の変更）

　当連結会計年度より、平成19年度の法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産及び投

資不動産については改正後の法人税法に基づく方法に変更

しております。

　これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微で

あります。

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は4,260,186千円

であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における貸借対照表の純資産の部については改正後の連結

財務諸表規則により作成しております。

 

 （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当連結会計年度より、「繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日実

務対応報告第19号）を適用しております。

　前連結会計年度において営業外費用の内訳として表示し

ていた「新株発行費償却」は、当連結会計年度より「株式

交付費償却」として表示する方法に変更しております。

　また、前連結会計年度において営業活動によるキャッ

シュ・フローの内訳として表示していた「新株発行費償

却」は、当連結会計年度より「株式交付費償却」として表

示する方法に変更しております。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（連結貸借対照表関係）

　連結財務諸表規則の改正に伴い、前連結会計年度におい

て「連結調整勘定」として掲記されていたものは、当連結

会計年度から「のれん」として表示しております。

──────

（連結損益計算書関係）

　連結財務諸表規則の改正に伴い、前連結会計年度におい

て「連結調整勘定償却」として掲記されていたものは、当

連結会計年度から「のれん償却」として表示しております。

 

 （連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　連結財務諸表規則の改正に伴い、前連結会計年度におい

て「連結調整勘定償却」として掲記されていたものは、当

連結会計年度から「のれん償却」として表示しております。

 

追加情報

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

────── 　当社及び連結子会社２社は従来、役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく要支給額を役員退職慰労引

当金として計上しておりましたが、当連結会計年度に役員

退職慰労金制度を廃止し、各社の定時株主総会において役

員の退任時に打ち切り支給することを決議いたしました。

これに伴い、役員退職慰労金相当額142,520千円を「固定

負債」の「その他」（長期未払金）として計上しておりま

す。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年12月31日）

当連結会計年度
（平成19年12月31日）

※１　担保資産

　借入金5,459,000千円（長期借入金2,493,000千円、

一年以内返済予定の長期借入金1,390,000千円、短期

借入金1,576,000千円）の担保として抵当に供してい

るものは次のとおりであります。

※１　担保資産

　借入金10,679,000千円（長期借入金6,201,000千円、

一年以内返済予定の長期借入金1,953,000千円、短期

借入金2,525,000千円）の担保として抵当に供してい

るものは次のとおりであります。

たな卸資産 4,883,552千円

投資不動産 566,796千円

 　合計 5,450,349千円

たな卸資産    7,987,684千円

投資不動産  2,936,973千円

 　合計  10,924,657千円

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

※２　　　　　　　　　──────

関係会社株式 10,000千円   

※３　コミットメントライン契約

①当社は機動的な資金調達及び資金効率の改善を目的

として株式会社みずほ銀行との間でコミットメント

ライン契約を締結しております。この契約に基づく

当連結会計年度末におけるコミットメントラインに

係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

※３　コミットメントライン契約

①当社は機動的な資金調達及び資金効率の改善を目的

として株式会社みずほ銀行との間でコミットメント

ライン契約を締結しております。この契約に基づく

当連結会計年度末におけるコミットメントラインに

係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

コミットメントラインの総額 300,000千円

借入実行額 － 

差引額 300,000千円

コミットメントラインの総額 300,000千円

借入実行額 － 

差引額      300,000千円

②当社は機動的な資金調達及び資金効率の改善を目的

として株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行をエージェント

とするリボルビング・クレジット・ファシリティ契

約（シンジケート方式）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における借入金未実

行残高等は次のとおりであります。

融資枠設定金額 3,000,000千円 

借入実行額 　　　　 －

差引額 3,000,000千円 

②当社は機動的な資金調達及び資金効率の改善を目的

として株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行をエージェント

とするリボルビング・クレジット・ファシリティ契

約（シンジケート方式）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における借入金未実

行残高等は次のとおりであります。

融資枠設定金額  1,800,000千円 

借入実行額 　　　　 －

差引額   1,800,000千円 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※１　　　　　　　　　──────

車両運搬具 728千円   

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 1,153千円

工具器具及び備品 378千円

ソフトウエア    536千円

計 2,068千円

建物及び構築物      11,894千円

車両運搬具    91千円

工具器具及び備品    3,988千円

ソフトウエア      121千円

計      16,096千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12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（株）

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 14,400 48,000 － 62,400

合計 14,400 48,000 － 62,400

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加48,000株は、公募増資による増加1,000株、第三者割当増資による増加200株、株

式分割による増加46,800株であります。

 

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18年３月24日

定時株主総会
普通株式 272,160 18,900 平成17年12月31日 平成18年３月27日

平成18年８月21日

取締役会
普通株式 162,240 2,600 平成18年６月30日 平成18年９月５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
（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３月23日

定時株主総会
普通株式 187,200  利益剰余金 3,000 平成18年12月31日 平成19年３月26日

(株)陽光都市開発(8946)平成 19 年 12 月期決算短信
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当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 62,400 － － 62,400

合計 62,400 － － 62,400

 自己株式     

 　普通株式（注） － 832 － 832

 合計 － 832 － 832

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加832株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。

 

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３月23日

定時株主総会
普通株式 187,200 3,000 平成18年12月31日 平成19年３月26日

平成19年８月10日

取締役会
普通株式 162,240 2,600 平成19年６月30日 平成19年９月4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
（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20年３月28日

定時株主総会
普通株式 233,958  利益剰余金 3,800 平成19年12月31日 平成20年３月31日

(株)陽光都市開発(8946)平成 19 年 12 月期決算短信
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※1　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※1　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 4,632,313千円

現金及び現金同等物 4,632,313千円

現金及び預金    4,877,431千円

現金及び現金同等物    4,877,431千円

(株)陽光都市開発(8946)平成 19 年 12 月期決算短信
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(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）

期末残高
相当額
（千円）

有形固定資産    

車両運搬具 14,718 7,532 7,185

工具器具
及び備品

44,575 19,356 25,219

無形固定資産    

ソフトウエア 12,438 8,566 3,871

合計 71,732 35,455 36,276

 
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）

有形固定資産    

車両運搬具 16,905 2,811 14,093

工具器具
及び備品

28,226 13,913 14,312

無形固定資産    

ソフトウエア 7,845 6,754 1,090

合計 52,977 23,480 29,496

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 18,030千円

１年超 20,914 〃

合計 38,945千円

１年以内 10,057千円

１年超 22,346 〃

合計 32,404千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 17,384千円

減価償却費相当額 15,681 〃

支払利息相当額 1,101 〃

支払リース料 13,814千円

減価償却費相当額 11,842 〃

支払利息相当額 896 〃

(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

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年以内 3,441千円

１年超 5,189 〃

合計 8,631千円

１年以内 2,816千円

１年超 2,372 〃

合計 5,188千円

 （減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失はありません。

 （減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失はありません。

(株)陽光都市開発(8946)平成 19 年 12 月期決算短信
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成18年12月31日）

 　　　　１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表計上
額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表計上

額を超えるもの

(1）国債・地方債等 149,789 149,900 110

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 149,789 149,900 110

時価が連結貸借対照表計上

額を超えないもの

(1）国債・地方債等 99,893 99,865 △28

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 99,893 99,865 △28

合計 249,683 249,765 81

２　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結決算日における連結
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

①　株式 3,422 20,667 17,244

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 3,422 20,667 17,244

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

①　株式 － － －

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 － － －

合計 3,422 20,667 17,244

３　時価評価されていない有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

子会社株式 10,000

(株)陽光都市開発(8946)平成 19 年 12 月期決算短信
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 　　　　 ４　満期保有目的の債券の今後の償還予定額　

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

(1)債券     

①国債・地方債等 149,744 99,938 － －

②社債 － － － －

③その他 － － － －

(2)その他 － － － －

合計 149,744 99,938 － －

(株)陽光都市開発(8946)平成 19 年 12 月期決算短信

－ 35 －



当連結会計年度（平成19年12月31日）

 　　　　１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表計上
額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表計上

額を超えるもの

(1）国債・地方債等 379,971 380,374 402

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 379,971 380,374 402

時価が連結貸借対照表計上

額を超えないもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 379,971 380,374 402

２　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結決算日における連結
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

①　株式 3,422 15,277 11,854

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 3,422 15,277 11,854

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

①　株式 － － －

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 － － －

合計 3,422 15,277 11,854

 　　　　 

(株)陽光都市開発(8946)平成 19 年 12 月期決算短信
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 　　　　 ３　満期保有目的の債券の今後の償還予定額　

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

(1)債券     

①国債・地方債等 279,991 99,980 － －

②社債 － － － －

③その他 － － － －

(2)その他 － － － －

合計 279,991 99,980 － －

(株)陽光都市開発(8946)平成 19 年 12 月期決算短信
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　当社及び連結子会社は、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。

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　当社及び連結子会社は、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。

（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用して

おります。

１　採用している退職給付制度の概要

同左

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

退職給付債務 29,770千円

退職給付引当金 29,770千円

退職給付債務       33,811千円

退職給付引当金       33,811千円

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 8,586千円

退職給付費用 8,586千円

勤務費用      6,799千円

退職給付費用     6,799千円

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　簡便法を採用しておりますため、割引率等については

記載しておりません。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左

(株)陽光都市開発(8946)平成 19 年 12 月期決算短信
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　該当事項はありません。

 

(株)陽光都市開発(8946)平成 19 年 12 月期決算短信
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（税効果会計関係）

  前連結会計年度
（平成18年12月31日）

  当連結会計年度
（平成19年12月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

①繰延税金資産（流動）  

未払事業税損金不算入額 35,680千円

貸倒引当金繰入限度超過額 9,819千円

賞与引当金繰入限度超過額 1,822千円

棚卸資産未実現利益 77,345千円

その他 3,080千円

繰延税金資産（流動）計 127,748千円

  

②繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金繰入限度超過額 11,890千円

貸倒引当金繰入限度超過額 3,176千円

役員退職慰労引当金繰入限度超過

額
112,339千円

一括償却資産償却限度超過額 2,763千円

減価償却限度超過額 5,414千円

その他 6,264千円

繰延税金資産（固定）合計 141,848千円

繰延税金負債（固定）との相殺額 △6,548千円

繰延税金資産（固定）の純額 135,300千円

  

③繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 6,897千円

繰延税金負債（固定）合計 6,897千円

繰延税金資産（固定）との相殺額 △6,548千円

繰延税金負債（固定）の純額  349千円

繰延税金資産  

①繰延税金資産（流動）  

未払事業税    36,647千円

貸倒引当金  9,201千円

賞与引当金  1,837千円

棚卸資産未実現利益  93,740千円

その他    3,459千円

繰延税金資産（流動）計   144,885千円

  

②繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金    13,727千円

投資不動産未実現利益   18,297千円

未払役員退職慰労金    57,863千円

一括償却資産  3,479千円

減価償却  4,409千円

その他  1,072千円

繰延税金資産（固定）合計   98,849千円

繰延税金負債（固定）との相殺額 　 4,813千円

繰延税金資産（固定）の純額    94,036千円

  

③繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金   4,813千円

繰延税金負債（固定）合計     4,813千円

繰延税金資産（固定）との相殺額 　△4,813千円

繰延税金負債（固定）の純額     －千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 （単位：％）

法定実効税率 40.6

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9

住民税均等割 0.2

留保金課税 0.4

その他 0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.6

 （単位：％）

法定実効税率 40.6

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0

住民税均等割 0.2

留保金課税 0.3

その他 0.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.9

(株)陽光都市開発(8946)平成 19 年 12 月期決算短信
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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

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 
不動産販売
事業(千円)

不動産管理
事業(千円)

その他の事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 12,908,208 634,016 506,534 14,048,760 － 14,048,760

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 72,907 327,086 399,994 (399,994) －

計 12,908,208 706,924 833,621 14,448,754 (399,994) 14,048,760

営業費用 10,863,548 592,814 632,850 12,089,214 64,280 12,153,494

営業利益 2,044,660 114,109 200,770 2,359,540 (464,274) 1,895,265

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 12,135,828 782,005 2,016,625 14,934,458 (283,977) 14,650,481

減価償却費 27,250 3,893 20,627 51,770 － 51,770

資本的支出 91,550 7,625 781,407 880,583 － 880,583

　（注）１　事業区分の方法及び各区分の主な内容

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。

不動産販売事業……マンション等の販売

不動産管理事業……マンション等の管理

その他の事業………不動産の仲介・賃貸等、設計・監理他

２　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管

理部門にかかる費用419,435千円であります。

３　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（定期預金等）、

長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等362,349千円であります。
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当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 
不動産販売
事業(千円)

不動産管理
事業(千円)

不動産賃貸
事業(千円)

その他の事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ売上高及び営業損

益
       

売上高        

(1）外部顧客に対

する売上高
17,104,922 749,469 342,629 444,969 18,641,990 － 18,641,990

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ 182,512 1,654 426,878 611,045 (611,045) －

計 17,104,922 931,981 344,283 871,848 19,253,036 (611,045) 18,641,990

営業費用 14,925,573 829,642 253,599 667,550 16,676,366 (219,356) 16,457,010

営業利益 2,179,349 102,339 90,683 204,297 2,576,669 (391,688) 2,184,980

Ⅱ資産、減価償却費

及び資本的支出
       

資産 15,075,003 936,485 3,447,656 1,924,250 21,383,395 (471,478) 20,911,917

減価償却費 39,042 6,221 35,189 20,459 100,913 (657) 100,255

資本的支出 76,784 15,181 1,854,233 1,225,350 3,171,550 － 3,171,550

　（注）１　事業区分の方法及び各区分の主な内容

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。

不動産販売事業……マンション等の販売

不動産管理事業……マンション等の管理

            不動産賃貸事業……マンション等の賃貸

その他の事業………不動産の仲介、設計・監理他

２　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管

理部門にかかる費用397,684千円であります。

３　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（定期預金等）、

長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等2,203,111千円であります。

        ４　事業区分の方法の変更

 　　事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性の観点から「不動産販売事業」、「不動産

管理事業」、「その他の事業」の３事業に区分しておりましたが、当連結会計年度より「不動産販売事業」、

「不動産管理事業」、「不動産賃貸事業」、「その他の事業」の４事業に区分して表示する方法に変更して

おります。

　これは、当下期におけるアコースティックマンションファンドの物件組入れ完了に伴い、当該事業におけ

る不動産賃貸事業の継続性が確保されたことから、より事業の実態を適正に開示するため事業区分の見直し

を行った結果、従来「その他の事業」に含めて表示していた「不動産賃貸事業」の重要性が増したことから、

当連結会計年度より「不動産賃貸事業」として区分表示することにいたしました。 

　なお、前連結会計年度及び当中間連結会計期間の「不動産賃貸事業」を、当連結会計年度において用いた

事業区分の方法により区分すると次のようになります。
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（単位：千円） 

 

前連結会計年度

自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日

当中間連結会計期間

自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日

 売上高   

 　外部顧客に対する売上高 148,195 143,272

 　セグメント間の内部売上高又は振替高 7,238 782

計 155,434 144,055

 営業費用 110,450 102,702

 営業利益 44,984 41,352

 資産 1,518,589 －

 減価償却費 15,193 －

 資本的支出 774,452 －
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

(株)陽光都市開発(8946)平成 19 年 12 月期決算短信

－ 44 －



（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

(1）親会社及び法人主要株主

　該当事項はありません。

(2）役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

(3）子会社等

　非連結子会社の株式会社陽光アセット・インベスターズとは重要な取引がないため、その記載を省略してお

ります。

(4）兄弟会社等

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

(1）親会社及び法人主要株主

　該当事項はありません。

(2）役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

(3）子会社等

　該当事項はありません。

(4）兄弟会社等

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 68,272円23銭       80,894円  67銭

１株当たり当期純利益 16,773円52銭       18,995円  69銭

 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。

 　また、当社は平成18年４月１日付で

株式１株につき４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。

 

 前連結会計年度

１株当たり純資産
42,140円28銭

１株当たり当期純利益
16,301円28銭

　なお、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益については、潜在株
式が存在しないため、記載してお
りません。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 1,031,741 1,182,735

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,031,741 1,182,735

普通株式の期中平均株式数（株） 61,510 62,263

（重要な後発事象）

 　 該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   3,963,752   4,029,406  

２　販売用不動産 ※１  1,206,355   2,455,289  

３　仕掛販売用不動産 ※１  6,349,541   7,954,957  

４　貯蔵品   6,610   14,210  

５　前渡金   7,547   61,500  

６　前払費用   28,625   34,400  

７　関係会社短期貸付金   25,000   10,000  

８　繰延税金資産   37,043   40,217  

９　その他   41,769   56,015  

貸倒引当金   △6,579   △12,606  

流動資産合計   11,659,666 88.7  14,643,388 80.9

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物  27,149   94,435   

減価償却累計額  △8,828 18,321  △14,163 80,271  

(2) 構築物  425   284   

  減価償却累計額  △34 390  △2 281  

(3）車両運搬具  27,473   31,469   

減価償却累計額  △7,211 20,262  △14,949 16,519  

(4）工具器具及び備品  69,810   89,480   

減価償却累計額  △31,168 38,642  △43,007 46,473  

(5）土地   19,532   39,688  

有形固定資産合計   97,149 0.7  183,234 1.0

２　無形固定資産        

(1）ソフトウェア   34,203   29,444  

(2）その他   1,935   1,935  

無形固定資産合計   36,139 0.3  31,379 0.2
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   12,147   8,977  

(2）関係会社株式   90,000   90,000  

(3）出資金   110   10  

 (4) 関係会社出資金   154,000   1,993,835  

(5）関係会社長期貸付金   71,204   62,165  

(6）繰延税金資産   123,950   89,186  

(7）投資不動産  908,881   995,499   

減価償却累計額  △88,981 819,900  △102,035 893,463  

(8）敷金保証金   45,841   80,336  

(9）保険積立金   77,626   64,692  

(10）その他   6,328   9,441  

貸倒引当金   △47,662   △41,590  

投資その他の資産合計   1,353,446 10.3  3,250,516 17.9

固定資産合計   1,486,735 11.3  3,465,130 19.1

資産合計   13,146,401 100.0  18,108,519 100.0
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形   2,010,025   2,163,083  

２　買掛金   159,324   196,281  

３　短期借入金 ※1,3  1,064,000   2,840,200  

４　一年以内返済予定の長期
借入金

※１  1,390,000   1,953,000  

５　一年以内償還予定の社債   393,800   273,800  

６　未払金   255,362   365,183  

７　未払費用   24,202   26,417  

８　未払法人税等   390,957   396,967  

９　未払消費税等   21,535   －  

10　前受金   12,214   8,774  

11　預り金   34,827   24,355  

12　賞与引当金   2,122   2,290  

流動負債合計   5,758,371 43.8  8,250,353 45.6

Ⅱ　固定負債        

１　社債   526,200   472,400  

２　長期借入金 ※１  2,493,000   4,459,000  

３　退職給付引当金   21,854   24,450  

４　役員退職慰労引当金   232,967   －  

５　その他   39,651   154,142  

固定負債合計   3,313,673 25.2  5,109,992 28.2

負債合計   9,072,044 69.0  13,360,345 73.8
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   1,071,420 8.2  1,071,420 5.9

２　資本剰余金        

(1）資本準備金  1,046,860   1,046,860   

資本剰余金合計   1,046,860 8.0  1,046,860 5.8

３　利益剰余金        

(1）利益準備金  34,000   34,000   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  320,000   320,000   

繰越利益剰余金  1,596,030   2,371,702   

利益剰余金合計   1,950,030 14.8  2,725,702 15.1

 ４　自己株式   － －  △99,912 △0.6

株主資本合計   4,068,310 31.0  4,744,070 26.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１ その他有価証券評価差額金   6,046 0.0  4,102 0.0

評価・換算差額等合計   6,046 0.0  4,102 0.0

純資産合計   4,074,356 31.0  4,748,173 26.2

負債純資産合計   13,146,401 100.0  18,108,519 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

１　不動産売上高  12,592,855   17,005,012   

２　賃貸収入  128,092   234,403   

３　仲介手数料収入  － 12,720,948 100.0 128,059 17,367,476 100.0

Ⅱ　売上原価        

１　不動産売上原価  8,846,666   12,923,580   

２　賃貸原価  81,125   106,831   

３　仲介原価  － 8,927,792 70.2 60,001 13,090,413 75.4

売上総利益   3,793,156 29.8  4,277,063 24.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１　広告宣伝費  84,389   131,226   

２　販売促進費  68,225   74,765   

３　役員報酬  265,753   257,057   

４　給与手当  841,637   799,013   

５　賞与引当金繰入額  2,122   2,290   

６　退職給付費用  5,073   4,291   

７　法定福利費  102,739   95,092   

８　福利厚生費  16,613   29,731   

９　旅費交通費  66,605   82,121   

10　支払手数料  173,532   278,925   

11　賃借料  85,257   90,173   

12　租税公課  68,454   97,201   

13　減価償却費  25,566   38,760   

14　その他  237,222 2,082,586 16.4 294,625 2,275,276 13.1

営業利益   1,710,570 13.4  2,001,786 11.5
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前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  1,305   3,525   

２　受取配当金 ※１ 34,336   44,870   

３　受取手数料  26,750   24,250   

４　保険解約返戻金  13,765   24,647   

５　その他  6,381 82,538 0.7 15,225 112,517 0.7

        

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  4,768   79,192   

２　社債利息  2,775   6,751   

３　株式交付費償却  15,880   －   

４　社債発行費償却  10,051   3,648   

５　融資手数料  62,455   58,261   

６　貸倒引当金繰入額  6,307   －   

７  出資金損失  －   49,165   

８　その他  4,402 106,641 0.8 8,797 205,816 1.2

経常利益   1,686,467 13.3  1,908,487 11.0

 Ⅵ　特別利益        

 １　貸倒引当金戻入益  － － － 2,422 2,422 0.0

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産売却損 ※２ 566   －   

２　固定資産除却損 ※３ 1,718 2,284 0.1 7,024 7,024 0.0

税引前当期純利益   1,684,183 13.2  1,903,885 11.0

法人税、住民税及び事業税  689,514   745,955   

法人税等調整額  16,761 706,276 5.5 32,817 778,772 4.5

当期純利益   977,907 7.7  1,125,112 6.5
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売上原価明細書

１　不動産売上原価

  
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

土地付建物購入費  557,690 6.3 3,085,431 23.9

土地購入費用  2,809,003 31.7 4,231,582 32.7

外注建築工事費  5,110,237 57.8 5,204,059 40.3

経費  369,734 4.2 402,506 3.1

不動産売上原価  8,846,666 100.0 12,923,580 100.0

　（注）　原価計算の方法は個別原価計算によっております。

土地付建物購入費はマンション等の仕入によるものです。

２　賃貸原価

  
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

支払家賃  23,498 29.0 24,319 22.7

減価償却費  13,060 16.1 14,920 14.0

その他経費  44,566 54.9 67,590 63.3

賃貸原価  81,125 100.0 106,831 100.0

　（注）　原価計算の方法は個別原価計算によっております。

         ３　仲介原価

  
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

賃金  － － 36,504 60.8

広告宣伝費  － － 9,626 16.1

支払手数料  － － 7,276 12.1

その他経費  － － 6,593 11.0

仲介原価  － － 60,001 100.0
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12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
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高
（千円）

452,400 427,840 427,840 34,000 320,000 1,052,523 1,406,523 2,286,763

事業年度中の変動額         

新株の発行 619,020 619,020 619,020     1,238,040

剰余金の配当      △434,400 △434,400 △434,400

当期純利益      977,907 977,907 977,907

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）

619,020 619,020 619,020 － － 543,507 543,507 1,781,547

平成18年12月31日　残高
（千円）

1,071,420 1,046,860 1,046,860 34,000 320,000 1,596,030 1,950,030 4,068,310

 

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17年12月31日　残高
（千円）

7,459 7,459 2,294,222

事業年度中の変動額    

新株の発行   1,238,040

剰余金の配当   △434,400

当期純利益   977,907

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△1,413 △1,413 △1,413

事業年度中の変動額合計
（千円）

△1,413 △1,413 1,780,134

平成18年12月31日　残高
（千円）

6,046 6,046 4,074,356
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当事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計
資本準備金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高
（千円）

1,071,420 1,046,860 1,046,860 34,000 320,000 1,596,030 1,950,030  4,068,310

事業年度中の変動額          

剰余金の配当      △349,440 △349,440  △349,440

当期純利益      1,125,112 1,125,112  1,125,112

自己株式の取得        △99,912 △99,912

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）

－ － － － － 775,672 775,672 △99,912 675,760

平成19年12月31日残高
（千円）

1,071,420 1,046,860 1,046,860 34,000 320,000 2,371,702 2,725,702 △99,912 4,744,070

 

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12月31日残高
（千円）

6,046 6,046 4,074,356

事業年度中の変動額    

剰余金の配当   △349,440

当期純利益   1,125,112

自己株式の取得   △99,912

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△1,943 △1,943 △1,943

事業年度中の変動額合計
（千円）

△1,943 △1,943 673,816

平成19年12月31日　残高
（千円）

4,102 4,102 4,748,173

(株)陽光都市開発(8946)平成 19 年 12 月期決算短信

－ 55 －



重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社株式

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）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）販売用不動産、仕掛販売用不動産

個別法による原価法

(1）販売用不動産、仕掛販売用不動産

同左

(2）貯蔵品

最終仕入原価法

(2）貯蔵品

同左

３　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。但し、平成

10年４月１日以降取得の建物（建物附属

設備を除く）については、定額法によっ

ております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

(1）有形固定資産

　定率法によっております。但し、平成

10年４月１日以降取得の建物（建物附属

設備を除く）については、定額法によっ

ております。

 また、平成19年４月１日以降取得の有

形固定資産については、改正後の法人税

法に規定する方法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

 　建物　　　　　　　　10年～47年

　 構築物　　　　　　　20年

　 車両運搬具　　　　　６年

　 工具器具及び備品　　４年～15年

 　建物　　　　　　　　10年～47年

　 構築物　　　　　　　20年

　 車両運搬具　　　　　６年

　 工具器具及び備品　　４年～15年

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、ソフトウェア（自社利用）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

(3）投資不動産

　定率法によっております。但し、平成

10年４月１日以降取得の建物（建物附属

設備を除く）については、定額法によっ

ております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　15年～47年

(3）投資不動産

　定率法によっております。但し、平成

10年４月１日以降取得の建物（建物附属

設備を除く）については、定額法によっ

ております。

 また、平成19年４月１日以降取得の投

資不動産については、改正後の法人税法

に規定する方法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

 建物及び構築物　　15年～38年

４　繰延資産の処理方法 株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。

──────

社債発行費

　支出時に全額費用処理しております。

社債発行費

　支出時に全額費用処理しております。
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項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

５　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権及び貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額基準に基づく当期負担額を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、退職

一時金制度に基づき当期末において発生

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

(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、

当社内規に基づく期末要支給見積額を計

上しております。

──────

 

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。

同左

７　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜き方式によっております。

　なお、資産に係る控除対象外消費税及

び地方税については発生事業年度の費用

として処理しております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(2）販売用不動産・仕掛販売用不動産に係

る利息の処理方法

　個々の案件に係る借入金に対する支払

利息のうち、建設期間中の利息について

は、販売用不動産・仕掛販売用不動産に

算入しております。

(2）販売用不動産・仕掛販売用不動産に係

る利息の処理方法

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 （固定資産の減価償却方法の変更）

　当事業年度より、平成19年度の法人税法の改正に伴い、

平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産及び投資不

動産については改正後の法人税法に基づく方法に変更して

おります。

　これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であり

ます。

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は4,074,356千円

であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については改正後の財務諸表等

規則により作成しております。

 

 （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日実務対

応報告第19号）を適用しております。

　前事業年度において営業外費用の内訳として表示してい

た「新株発行費償却」は、当事業年度より「株式交付費償

却」として表示する方法に変更しております。

 

追加情報

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

──────   当社は従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内

規に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上して

おりましたが、当事業年度に役員退職慰労金制度を廃止し、

定時株主総会において役員の退任時に打ち切り支給するこ

とを決議いたしました。これに伴い、役員退職慰労金相当

額142,520千円を「固定負債」の「その他」（長期未払金）

として計上しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年12月31日）

当事業年度
（平成19年12月31日）

※１　担保資産

　借入金4,947,000千円（長期借入金2,493,000千円、

一年以内返済予定の長期借入金1,390,000千円、短期

借入金1,064,000千円）の担保として抵当に供してい

るものは次のとおりであります。

※１　担保資産

　借入金8,037,000 千円（長期借入金3,559,000千円、

一年以内返済予定の長期借入金1,953,000千円、短期

借入金2,525,000千円）の担保として抵当に供してい

るものは次のとおりであります。

仕掛販売用不動産 4,819,200千円

  

販売用不動産  1,386,129千円

仕掛販売用不動産 6,601,555千円

 　計 7,987,684千円

　２　偶発債務

　下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次の

とおり債務保証を行っております。

　２ 　　　　　　　　──────

　

株式会社ヨコハマ地所 62,000千円

有限会社ＹＫインベスターズ 450,000千円

※３　コミットメントライン契約

①当社は機動的な資金調達及び資金効率の改善を目的と

して株式会社みずほ銀行との間でコミットメントライ

ン契約を締結しております。この契約に基づく当事業

年度末におけるコミットメントラインに係る借入金未

実行残高等は次のとおりであります。

コミットメントラインの総額 300,000千円 

借入実行額  　　　　 －

差引額  300,000千円

②当社は機動的な資金調達及び資金効率の改善を目的と

して株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行をエージェントとす

るリボルビング・クレジット・ファシリティ契約（シ

ンジケート方式）を締結しております。この契約に基

づく当事業年度末における借入金未実行残高等は次の

とおりであります。

※３　コミットメントライン契約

①当社は機動的な資金調達及び資金効率の改善を目的と

して株式会社みずほ銀行との間でコミットメントライ

ン契約を締結しております。この契約に基づく当事業

年度末におけるコミットメントラインに係る借入金未

実行残高等は次のとおりであります。

コミットメントラインの総額      300,000千円 

借入実行額  　　　　 －

差引額      300,000千円

②当社は機動的な資金調達及び資金効率の改善を目的と

して株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行をエージェントとす

るリボルビング・クレジット・ファシリティ契約（シ

ンジケート方式）を締結しております。この契約に基

づく当事業年度末における借入金未実行残高等は次の

とおりであります。

融資枠設定金額 3,000,000千円

借入実行額 　　－ 

差引額 3,000,000千円

融資枠設定金額  1,800,000千円

借入実行額       －　

差引額   1,800,000千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　関係会社との取引 ※１　関係会社との取引

受取配当金 34,207千円 受取配当金 44,428千円

※２　固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

車両運搬具 566千円

※２　　　　　　　　　──────

※３　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物

工具器具及び備品

ソフトウエア

922千円

         259千円

         536千円

 　　　　計  1,718千円

建物

構築物

工具器具及び備品

   4,356千円

         348千円

       2,319千円

 　　　　計      7,024千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

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）

普通株式（注） － 832 － 832

合計 － 832 － 832

 （注）自己株式数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。

(株)陽光都市開発(8946)平成 19 年 12 月期決算短信

－ 60 －



（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(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）

期末残高相
当額
（千円）

車両運搬具 12,424 5,544 6,879

工具器具及び
備品

31,633 11,585 20,048

合計 44,057 17,130 26,927

 
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）

車両運搬具 14,611 517 14,093

工具器具及び
備品

18,240 7,101 11,138

合計 32,851 7,619 25,231

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 13,095千円

１年超 15,207 〃

合計 28,302千円

１年内 7,764千円

１年超 20,372 〃

合計 28,136千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 9,101千円

減価償却費相当額 8,292 〃

支払利息相当額 857 〃

支払リース料 9,388千円

減価償却費相当額 8,518 〃

支払利息相当額 826 〃

(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

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年内 3,441千円

１年超 5,189 〃

合計 8,631千円

１年内 2,816千円

１年超 2,372 〃

合計 5,188千円

 （減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失はありません。

 （減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失はありません。
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（有価証券関係）

前事業年度（平成18年12月31日）

　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。

当事業年度（平成19年12月31日）

　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。

（税効果会計関係）

前事業年度末
（平成18年12月31日）

当事業年度末
（平成19年12月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

繰延税金資産 （単位：千円）

①繰延税金資産（流動）  

未払事業税損金不算入額 30,517

貸倒引当金繰入限度超過額 2,631

賞与引当金繰入限度超過額 849

その他 3,045

繰延税金資産（流動）合計 37,043

  

②繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金繰入限度超過額 8,741

貸倒引当金繰入限度超過額 19,064

役員退職慰労引当金繰入限度超

過額
93,187

一括償却資産償却限度超過額 1,948

減価償却超過額 4,904

その他 134

繰延税金資産（固定）合計 127,981

  

繰延税金負債  

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △4,030

繰延税金負債（固定）合計 △4,030

繰延税金資産（固定）純額 123,950

繰延税金資産 （単位：千円）

①繰延税金資産（流動）  

未払事業税 31,300

貸倒引当金 5,118

賞与引当金 929

その他 2,868

繰延税金資産（流動）合計 40,217

  

②繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金 9,926

貸倒引当金 16,885

未払役員退職慰労金 57,863

一括償却資産 2,805

減価償却 4,016

その他 492

繰延税金資産（固定）合計 91,990

  

繰延税金負債  

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △2,804

繰延税金負債（固定）合計 △2,804

繰延税金資産（固定）純額 89,186

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため

注記を省略しております。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

同左
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 65,294円18銭       77,120円80銭

１株当たり当期純利益 15,898円31銭       18,070円21銭

 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。

 　また、当社は平成18年４月１日付で

株式１株につき４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。

　

 前事業年度

１株当たり純資産

39,830円26銭
１株当たり当期純利益

14,574円00銭

　なお、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益については、潜在株
式が存在しないため、記載してお
りません。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

損益計算書上の当期純利益（千円） 977,907 1,125,112

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 977,907 1,125,112

普通株式の期中平均株式数（株） 61,510 62,263
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

────── 連結子会社との簡易合併

　当社は、平成19年９月７日の取締役会決議に基づき、平

成20年１月１日をもって、当社全額出資の連結子会社で

あった株式会社ヨコハマ地所、株式会社陽光ビルシステム、

サン建築設計株式会社の３社を簡易合併の手続きにより吸

収合併いたしました。

1.合併の目的

　投資用マンション事業における顧客のニーズを迅速かつ

的確に商品・サービスへと反映させ、更なる顧客満足度の

向上を図ることを目的としております。

2.合併の法的形式、合併後企業の名称

　当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ヨコハ

マ地所、株式会社陽光ビルシステム、サン建築設計株式会

社の３社は解散し、合併後企業の名称は株式会社陽光都市

開発（当社）となります。なお、被合併会社３社は、いず

れも当社の全額出資子会社であることから、新株式の発行

及び資本金の増加はありません。また、合併交付金の支払

は行いません。

3.財産の引継ぎ

　各被合併会社の平成19年12月31日現在の貸借対照表、そ

の他同日現在の計算を基礎とし、一切の資産、負債及び権

利義務を当社に引継ぎました。

4.被合併会社の概要（平成19年12月31日現在）

(1)商号
株式会社ヨコハマ

地所

株式会社陽光ビル

システム

 (2)事業内容  不動産仲介事業  不動産管理事業

 (3)資本金  50,000千円  20,000千円

 (4)純資産 144,056千円 202,540千円 

 (5)総資産 244,917千円 992,526千円 

 (6)直近事業年度
の業績

  

 　①売上高 412,931千円 934,230千円 

 　②営業利益 61,698千円 108,812千円 

 　③経常利益 63,238千円 115,821千円 

 　④当期純利益 36,628千円 66,638千円 

 (7)従業員数 21人 25人 
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前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 

(1)商号
サン建築設計株式

会社

 (2)事業内容  設計・監理事業

 (3)資本金  10,000千円

 (4)純資産 212,155千円 

 (5)総資産 259,859千円 

 (6)直近事業年度
の業績

 

 　①売上高 367,368千円 

 　②営業利益 128,897千円 

 　③経常利益 135,353千円 

 　④当期純利益 79,844千円 

 (7)従業員数 10人 

 5.実施する会計処理の概要

　「企業結合に係る会計基準」（「企業結合に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成15年10

月31日））及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　最

終改正平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の取引と

して会計処理をいたします。

(株)陽光都市開発(8946)平成 19 年 12 月期決算短信

－ 65 －



６．その他
(1）役員の異動

 a.代表者の異動

　該当事項はありません。

 b.その他の役員の異動（平成20年３月28日付予定）

①　新任取締役候補

　　 取締役　　尾原　純　　（現　監査役）

 　 新任監査役候補

　　 監査役　　佐原　進　　（現　顧問）

②　退任予定監査役

 　　監査役　　尾原　純　　（現　監査役）

 

(2）その他

 該当事項はありません。
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