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１．平成19年12月中間期の連結業績（平成19年７月１日～平成19年12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12月中間期 2,699 54.7 △310 － △483 － △318 －

18年12月中間期 1,744 24.4 272 699.2 207 888.7 112 －

19年６月期 5,835 － 484 － 337 － 173 －

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12月中間期 △17,545 07 － －

18年12月中間期 6,171 21 5,841 35

19年６月期 9,551 11 9,073 30

（参考）持分法投資損益 19年12月中間期 －百万円 18年12月中間期 －百万円 19年６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月中間期 21,486 1,489 6.8 81,034 31

18年12月中間期 6,338 1,887 29.7 103,850 88

19年６月期 14,529 1,888 12.9 103,121 69

（参考）自己資本 19年12月中間期 1,465百万円 18年12月中間期 1,885百万円 19年６月期 1,880百万円

(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月中間期 △5,876 △37 6,427 1,529

18年12月中間期 △1,730 △42 1,376 996

19年６月期 △6,706 84 6,245 1,015

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年６月期 － － 2,300 00 2,300 00

20年６月期 － － － －

20年６月期（予想） － － 2,300 00 2,300 00

３．平成20年６月期の連結業績予想（平成19年７月１日～平成20年６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 11,486 96.8 720 48.8 450 33.5 248 43.4 13,691 68
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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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

(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月中間期 18,356株 18年12月中間期 18,356株 19年６月期 18,356株

②　期末自己株式数 19年12月中間期 265株 18年12月中間期 200株 19年６月期 116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、31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月中間期の個別業績（平成19年７月１日～平成19年12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12月中間期 1,888 44.3 △226 － △304 － △191 －

18年12月中間期 1,308 44.3 241 － 201 － 108 －

19年６月期 3,379 － 354 － 292 － 161 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年12月中間期 △10,548 51

18年12月中間期 5,975 13

19年６月期 14,856 97

(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月中間期 10,046 1,603 15.8 87,917 30

18年12月中間期 4,089 1,894 46.3 104,199 06

19年６月期 5,728 1,885 32.8 102,980 54

（参考）自己資本 19年12月中間期 1,590百万円 18年12月中間期 1,891百万円 19年６月期 1,878百万円

２．平成20年６月期の個別業績予想（平成19年７月１日～平成20年６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 5,755 70.3 380 7.3 290 △0.7 163 1.2 8,998 97

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．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３～５ページ「１．経営成績　（1)経営成績に関する分析」を参照

して下さい。

２．通期の連結業績予想及び個別業績予想に関する事項につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、

予想数値を修正いたしました。
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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の経済は、大企業を中心に企業収益が高水準で推移したことに加え、設備投資

の増加、雇用情勢の改善により、緩やかな景気回復基調が続きました。しかしながら、原油価格の高騰、米国サブプ

ライムローンに端を発した世界同時株安や円高の進行は、わが国の経済に深刻な影響を及ぼす可能性が出てきており

ます。

　当中間期の分譲マンション業界におきましては、地価上昇、建築コストの増加に伴う販売価格の上昇に消費者の購

買力が追いつかず、首都圏、近畿圏とも、契約率はバブル崩壊直後並みの低水準となりました。また、改正建築基準

法の影響による着工遅延を要因として、首都圏におけるマンション販売戸数は前年比減少し、近畿圏におけるマンショ

ン販売戸数は前年比微増にとどまりました。

　このような環境の中、受託販売事業におきましては、消費者の購買力低迷を主な要因として、契約件数は832件（前

期比3.4％減）となりましたが、受託物件の完売インセンティブの計上により、売上高は895百万円（前期比6.0％増）

となりました。

　アセットソリューション事業におきましては、開発委託手数料等の収受が順調に進みましたが、当連結会計年度に

おいて計画している同事業売上高の大半の計上時期が第３四半期以降に集中しているため、売上高520百万円（前期比

12.7％増）となりました。

　不動産分譲事業におきましては、連結子会社である株式会社セルサスコーポレーションが行う新築マンション分譲

事業に加え、当社にて新築分譲マンション買取再販事業を開始いたしました。

　不動産分譲事業（新築マンション分譲事業）におきましては、新たに３物件の分譲を開始いたしましたが、引渡を

開始した物件の工事原価振替により、売上原価が大幅に増加いたしました。

　不動産分譲事業（新築分譲マンション買取再販事業）におきましては、現在、東京、大阪にて１物件ずつ事業を行っ

ておりますが、両物件とも引渡が開始しており、売上高の増加に貢献しております。

  しかしながら、アセットソリューション事業及び不動産分譲事業（新築マンション分譲事業）における先行投資並

びに賃貸住宅事業における賃貸物件保有のための有利子負債増加による支払金利負担が前年比増加していることに加

え、不動産分譲事業（分譲マンション買取再販事業）における広告宣伝費が先行して発生いたしました。

　これらの結果、当中間連結会計期間につきましては、連結売上高が2,699百万円（前期比54.7％増）、連結営業損失

が310百万円（前中間期は272百万円の営業利益）、連結経常損失が483百万円（前中間期は207百万円の経常利益）、

連結中間純損失が318百万円（前中間期は112百万円の連結中間純利益）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①受託販売事業　　売上高　895百万円、営業損失　20百万円

　受託販売事業に関しましては、マンション販売価格上昇に対する消費者の購買力低迷により、契約件数が832件（前

期比3.4％減）となったものの、受託物件の完売インセンティブの計上により、売上高は895百万円（前期比6.0％増）

となりました。

　また、収益性、効率性の高い物件に厳選して受託した結果、新規受託件数が減少しました。新規受託件数の減少に

伴い、売上原価の低減に努めましたが、前期比減少には至りませんでした。

　これらの結果、当セグメントの売上高は前期比6.0％増、営業利益は前期比39百万円減となりました。 

②アセットソリューション事業　　売上高　520百万円、営業利益　９百万円 

　アセットソリューション事業に関しましては、現在、大阪市及び神戸市を中心に10案件を遂行しております。当中

間連結会計期間におきましては、北堀江賃貸マンションプロジェクト及び西天満賃貸マンションプロジェクトの完成

による開発委託手数料等の収受等により、売上高及び営業利益を計上いたしました。なお、当連結会計年度において

計画している同事業売上高の大半の計上時期は、第３四半期以降に集中しております。

　これらの結果、当セグメントの売上高は前期比12.7％増、営業利益は前期比97.7％減となりました。 

　また、前連結会計年度より、アセットソリューション事業における競争力向上、自社開発プランの収益力拡大並び

に遊休地等の有効活用提案力向上を目的として、商業施設の開発を開始しております。　

　その一環として、当社は、平成19年２月に神戸市が実施した都心ウォーターフロント集客、観光施設用地の公募に

おいて、ポートタワーに隣接した商業施設用地（約11,279㎡）を落札し、ＳＰＣ方式により取得いたしました。当商

業計画（神戸ポートタワーサイド商業計画）の計画施設としては、神戸港に面した南側に商業棟を、北側に駐車場棟

を配置し、商業棟１階から４階に物販、サービス、飲食店舗等を誘致し、１階の一部及び５階から８階にホテルを配

置する予定であります。当商業施設のホテル部分に関しましては、「神戸北野ホテル」を運営するイグレックグルー

プと共同開発を行い、配置予定のホテルを「シティ型オーベルジュ」とした開発を進めてまいります。

　開業は平成21年春季を予定しております。　　※「オーベルジュ」　：　仏語で宿泊設備を備えたレストランの意
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③住宅設備備品販売事業　　売上高　177百万円、営業損失　18百万円

　住宅設備備品販売事業に関しましては、販売権を取得した物件の竣工時期が前期に比べ、下半期に集中することに

より、売上高も減少いたしました。

　その結果、当セグメントの売上高は、前期比53.4％減、営業利益は前期比54百万円減となりました。

④不動産分譲事業　　売上高　860百万円、営業損失　51百万円

　不動産分譲事業（新築マンション分譲事業）に関しましては、桃山御陵プロジェクト（総戸数58戸）が完売し、既

に分譲を開始しております西神南プロジェクト（総戸数254戸）、戸田公園プロジェクト（総戸数55戸）、平野長原プ

ロジェクト（総戸数244戸）に加え、御影プロジェクト（総戸数50戸）、夙川香櫨園プロジェクト（総戸数35戸）、粉

浜プロジェクト（総戸数64戸）につきましても分譲を開始いたしました。

　当中間連結会計期間におきましては、香櫨園プロジェクトのみ引渡が開始されたことにより、経常支出が先行いた

しました。

  また、当中間期より、当社にて事業を開始した不動産分譲事業（新築分譲マンション買取再販事業）におきまして

は、現在、東京、大阪にて１物件ずつ事業を行っておりますが、両物件とも引渡の一部開始にとどまりました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は、前期比1,312.6％増、営業利益は前期比43百万円減となりました。

⑤賃貸住宅事業　　売上高　266百万円、営業利益　12百万円

　賃貸住宅事業に関しましては、群馬県高崎市におきまして、鉄骨造アパートの建設、不動産投資事業、賃貸アパー

トの取得、保有、管理並びに処分等を行っております。独自開発による鉄骨造アパート「スーパードーム」は品質及

びコスト面におきまして優位性を有しております。

　同事業につきましては、 Ｍ＆Ａによる事業開始以来、従来有していた事業基盤を基調とした事業を行い、売上高、

営業利益につきましても、堅調に推移しております。

⑥株式会社ベルスの子会社化　　売上高　－百万円、営業利益　－百万円

　当中間連結会計期間において、当社が東京都中央区本社を置く株式会社ベルスを株式交換、吸収分割を用いた全事

業の承継により子会社化したことに伴い、開始いたしました。

　同事業の内容は、国内大手企業、外資系大手企業等に対して、社宅斡旋、持家情報提供、企業福利厚生業務アウト

ソーシング受託等の各種住宅関連サービスを提供しております。なお、企業福利厚生業務アウトソーシング受託に関

しましては、大手同業企業とサービスメニューを共有しております。

　当社グループは、同社の子会社化により、当社の主力事業である受託販売事業の販売力強化を図るとともに、当社

グループが有する住宅関連事業との相互紹介によるシナジー効果の発揮を図ってまいります。

　同事業につきましては、平成19年12月20日付にて株式交換、吸収分割の効力が発生しており、当中間連結会計期間

末までの期間が短期間であることから、同社の業績は連結損益計算書に反映させず、貸借対照表のみ連結貸借対照表

に反映させております。

　なお、判明次第公表することとしておりました同社を子会社化したことに伴う業績に与える影響、引き継ぐ資産・

負債の項目及び金額につきましては、以下の通りであります。

ａ．同社を子会社化したことに伴う業績に与える影響 

　同社単独での業績予想及び連結損益計算書に与える影響は、売上高322百万円、営業利益40百万円、経常利益33百万

円、当期利益19百万円となります。

売上高
（百万円）

営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

当期利益
（百万円）

当社連結損益計算書への影響 322 40 33 19
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ｂ．引き継ぐ資産・負債の項目及び金額 

資産（百万円） 負債（百万円）

現金及び預金 55 未払金 89

売掛金 24 未払費用 6

立替金 34 預り金 24

敷金 16 退職給付引当金 31

長期前払費用 78 その他 0

その他 4   

資産合計 214 負債合計 153

(2）財政状態に関する分析

①当中間連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況

　流動資産は、17,597百万円となり、前連結会計年度末の11,098百万円から6,499百万円（58.6％）の増加となりまし

た。これは主に、アセットソリューション事業及び不動産分譲事業への積極的な事業展開を行ったことから、たな卸

資産が4,925百万円増加したことによるものであります。

　固定資産は、3,888百万円となり、前連結会計年度末の3,431百万円から457百万円（13.3％）の増加となりました。

これは主に、株式会社ベルスを連結子会社化した際にのれんが445百万円発生したことによるものであります。

　流動負債は、13,931百万円となり、前連結会計年度末の8,100百万円から5,831百万円（72.0％）の増加となりまし

た。これは主に、事業拡大により運転資金及びプロジェクト資金を使途とする短期借入金が3,490百万円増加したこと

及び一年以内返済予定長期借入金が1,919百万円増加したことによるものであります。

　固定負債は、6,064百万円となり、前連結会計年度末の4,541百万円から1,523百万円（33.5％）の増加となりました。

これは主に、プロジェクト資金を使途とする長期借入金が1,630百万円増加したことによるものであります。

　純資産は、1,489百万円となり、前連結会計年度末の純資産合計の1,888百万円から398百万円（21.1％）の減少とな

りました。これは主に、中間純損失318百万円によるものであります。

②当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結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、営業活動により5,876百万円の減少、

投資活動により37百万円減少、財務活動により6,427百万円増加し、当中間連結会計期間末には1,529百万円（前期比

53.5％増）となりました。

　当中間連結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、減少した資金は5,876百万円（前年同期は1,730百万円の減少）となりました。

　これは主に、たな卸資産の増加（4,925百万円）及び税金等調整前中間純損失483百万円の計上によるものであり

ます。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、減少した資金は37百万円（前年同期は42百万円の減少）となりました。 

　これは主に、投資有価証券の取得による支出（28百万円）、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支

出（14百万円）があったものの、貸付金回収による収入（28百万円）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）

　財務活動の結果、増加した資金は6,427百万円（前年同期は1,376百万円の増加）となりました。 

　これは主に、長期借入金の返済による支出（182百万円）があったものの、短期借入金の純増加（3,445百万円）

及び長期借入れによる収入（3,252百万円）があったことによるものであります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、将来の事業拡大と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的な配当を実施

することを基本方針とし、業績等に応じて柔軟な利益還元策を実施してまいります。

また、内部留保資金につきましては、今後の当社の事業展開を見据えた中長期的な投資原資として、あるいは今後

の経営環境の変化に対応できる企業体質強化のための資金として有効に活用してまいります。

当期の期末配当金は、１株当り2,300円を予定しております。 
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(4）事業等のリスク

当社グループの事業その他に関するリスク原因について、主なものを以下に記載しております。

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対処に努める所存

でありますが、予見しないリスクが発生した場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態は、著しい悪影響を

受ける可能性があります。

なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間末（平成19年12月31日）現在において判断したものであり

ます。

①景気動向・金利動向等の影響について

当社グループの事業は、景気動向、金利動向、新規供給物件動向、不動産販売価格動向、住宅税制等の影響を受け

やすく、景気見通しの悪化や大幅な金利の上昇、住宅税制の変更・改廃等の諸情勢の変化によって、新築マンション

購入者の購入意欲が衰退した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

②法的規制について

当社グループは、「国土利用計画法」、「宅地建物取引業法」、「建築基準法」、「建築士法」、「都市計画法」、

「住宅の品質の確保の促進等に関する法律」、「金融商品取引法」、「貸金業の規制等に関する法律」並びに「建設

業法」等の法令の他各種条例や行政指導による規制を受けております。

これらの法的規制等が改正された場合または新たな法的規制が制定された場合には、当社グループの業績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。

③免許・登録について

当社グループの主要な事業活動の継続には、下表に掲げる免許・登録が前提となります。

このうち、宅地建物取引業免許につきましては、宅地建物取引業法第66条等に該当する場合に取り消されることが

あります。

また、一級建築士事務所登録につきましては建築士法第23条の４、第26条等に該当する場合に、第二種金融商品取

引業登録につきましては金融商品取引法第29条の４、第52条に該当する場合に、貸金業者登録につきましては貸金業

の規制等に関する法律第６条に該当する場合に、一般建設業登録につきましては建設業法第29条等に該当する場合に、

登録が拒否され、または取り消されることがあります。

 （免許・登録の状況）  

免許、登録等の別 会社 番号 有効期間

宅地建物取引業法免許

株式会社ライフステージ
国土交通大臣
（4）第5164号

平成18年12月28日から
平成23年12月27日まで

株式会社
セルサスコーポレーション

国土交通大臣
（1）第7374号

平成18年11月16日から
平成23年11月15日まで

株式会社エスディープラン
群馬県知事

（1）第6796号
平成19年５月10日から
平成24年５月９日まで

株式会社ベルス
東京都知事 
(1) 第88488号

平成19年11月17日から
平成24年11月16日まで

一級建築士事務所登録 株式会社ライフステージ
大阪府知事

（ロ）第19942号
平成14年12月19日から
平成24年12月18日まで

第二種金融商品取引業登録 株式会社ライフステージ
近畿財務局長

（金商）第210号
――――――

貸金業者登録 株式会社ライフステージ
大阪府知事

（01）第12590号
平成18年６月13日から
平成21年６月12日まで

一般建設業登録 株式会社インサイド 
 大阪府知事

 （般－18）第126046号
平成18年４月28日から
平成23年４月27日まで

一般建設業登録 
株式会社コオエー

インターナショナル 
群馬県知事 

（般－17）第12481号 
平成17年10月６日から
平成22年10月５日まで

今後、これら免許・登録が取り消された場合、あるいは有効期間の更新ができなかった場合等には、当社グループ

の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
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④有利子負債について

当社グループのアセットソリューション事業及び不動産分譲事業につきましては、物件取得費や建築費等事業推進

のために資金調達が不可欠であります。両事業の案件につきまして、手元資金で賄えない場合には、個別案件毎に金

融機関等に融資を打診し、融資の了解を受けた後に各プロジェクトを進行させております。

また、受託販売事業の売上となる販売手数料は、大半の事業主との間で契約時と引渡時に50％ずつ回収する取り決

めとなっております。販売期間は長期に及ぶため、引渡時の回収分については、長期間売掛債権として残る傾向があ

ります。一方、同事業は原価・経費の大部分を人件費が占めることから毎月固定の支払が生じます。その支払回収条

件のズレを主因として経常的に発生する運転資金を金融機関等からの借入によって賄っております。

これらの要因により、当社グループの総資産額に占める有利子負債の割合は高いため、金利変動状況、金融政策の

変化、当社の信用力低下等による資金調達力低下並びに既存借入金に対する何らかの事由による期限の利益喪失事由

の発生等が生じた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

回次 第17期中間 第18期中間 第17期 

決算年月 平成18年12月 平成19年12月 平成19年６月

 短期借入金 1,770,000 9,247,100 5,757,000

 一年以内返済予定長期借入金 57,320 3,148,276 1,228,907

 一年以内償還予定社債 40,000 460,000 360,000

 社債 520,000 680,000 800,000

 長期借入金 1,362,370 5,294,422 3,663,992

有利子負債残高（千円）　　　　　（Ａ） 3,749,690 18,829,798 11,809,900

総資産額（千円）　　　　　　　　（Ｂ） 6,338,794 21,486,380 14,529,936

有利子負債依存度（％）　　　　（Ａ／Ｂ） 59.2 87.6 81.3

⑤マンション開発に関するリスクについて

当社グループが販売代理を受託したマンション、アセットソリューション事業にて取り組む物件及び不動産分譲事

業にて新規開発する物件の開発許認可または建築確認等の取得時期につきましては、建築基準法の改正、近隣対策等

に要する期間の長期化、土壌汚染の発生及び天災その他予想し得ない事態の発生により遅れる可能性があり、この場

合、当初想定していた販売開始時期に大幅な遅れが生ずると考えられます。また、平成17年11月に発生したいわゆる

「耐震強度偽装問題」のような不動産業界全般の社会的信用を失墜させる事件、問題が起こった場合、マンション需

要が減退する可能性があります。

また、当社販売受託物件、アセットソリューション事業にて取り組む物件及び不動産分譲事業にて新規開発する物

件に関して、何らかの欠陥が発見された場合には、当社が紛争に巻き込まれたり、営業活動が継続できなくなったり

する恐れがあります。これらの内容、結果によっては、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。
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⑥受託販売事業の業績変動要因について

イ　販売受託案件の中止等について

当社グループの受託販売事業では、事業主から販売を委託された物件の購入契約が顧客と事業主との間で契約さ

れた時点で、契約時受取手数料及び引渡時受取手数料の金額を売上として計上しております。また、契約済未引渡

しの物件につきまして、当期末日後に予想される契約キャンセルによる損失に備えるため、過去のキャンセル率を

勘案し、将来の契約キャンセルにより発生する損失見込み額を契約キャンセル引当金として計上しております。

このため、事業主の大幅な経営方針の変更または経営不振、あるいは大規模災害等の不測の事態の発生等により、

委託された物件につきまして、販売中止の事態もしくは大量の契約キャンセルが発生した場合には、当社グループ

の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

ロ　営業活動地域について

当社グループは、営業活動地域を近畿圏、首都圏、九州に展開しております。当中間連結会計期間における受託

販売事業の地域別販売実績は、全体の約６割が近畿圏で占められております。引き続き、同一営業地域での営業強

化を図る方針でありますが、当面の間は、近畿圏での事業割合が高いと思われます。

マンション市場の販売環境は、地域間によってある程度の格差があるため、今後、近畿圏におけるマンション市

場の販売環境が他のエリアに比べて著しく悪化した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。

⑦アセットソリューション事業の業績変動要因について

イ　用地仕入に関するリスクについて

当社グループは、用地の仕入に際して、仲介会社や金融機関等の外部から不動産情報を入手し、立地条件、周辺

環境並びに仕入価格等を事前に十分調査し、その結果を踏まえて仕入を行っております。しかしながら、周辺相場

の高騰により、採算価格での購入が困難になった場合や、他社との競合、情報収集の遅れ、不足等により、用地の

仕入を計画どおりに行うことができなかった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があり

ます。

ロ　ＳＰＣに対する劣後債権等に関する要因について

当社グループのアセットソリューション事業におきましては、案件に応じて、ＳＰＣを用いたスキームを今後も

利用する可能性が高いと考えられます。その場合、案件毎にスキームは異なるものの、劣後ローンや匿名組合出資

等の劣後債権を当社が保有することになると考えられます。また、事業の開始から建築確認等の許認可を取得する

までの間、ＳＰＣの金融機関等からの借入金について、当社が債務保証を負う場合があります。その他、ＳＰＣが

金融機関等から資金を調達するまでの間、当社がＳＰＣに対してつなぎ資金として資金を貸し出す場合があります。

今後、当社として、アセットソリューション事業を拡大展開させていく過程におきまして、劣後ローン等の資金拠

出額が著しく増加した場合や、回収不能債権が生じた場合、あるいは保証債務を履行する必要が生じた場合等には、

当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

ハ　ＳＰＣスキームに関する要因について

当社グループのアセットソリューション事業におきまして、当社がＳＰＣより物件の販売を受託した場合、「買

取保証」の規定を契約に定める場合があります。これは、事業が計画どおり推移しない場合、金融機関からの借入

金の返済原資や建築費用等の支払原資をＳＰＣが確保するため、当社が物件の一部または全部を買い取る内容であ

ります。また、事業主であるＳＰＣは、事業精算後清算されることから、当社が事業主に代わり、契約者または入

居者に対して「瑕疵担保責任」を負う場合があります。

当社グループが行う事業の案件内容に応じて、以上のような規定や義務が付された契約を締結する場合がありま

す。それらの規定や義務を履行する必要が生じた場合やその内容によっては、当社グループの業績及び財政状態に

影響を与える可能性があります。
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⑧新規事業展開について

当社グループは、受託販売事業を中心に事業を展開してまいりましたが、平成16年２月から株式会社インサイドの

設立により住宅設備備品販売事業へ進出し、平成16年６月期からアセットソリューション事業（不動産再生事業）を、

平成17年６月期からアセットソリューション事業（不動産流動化事業）をそれぞれ開始し、平成18年６月期から株式

会社セルサスコーポレーションにより不動産分譲事業を開始し、平成19年６月期からＭ＆Ａによる連結子会社取得に

より賃貸住宅事業を開始いたしました。当中間連結会計期間におきましても、Ｍ＆Ａによる連結子会社取得により、

住宅関連サービス事業を開始いたしました。 

当社グループは、不動産関連事業を中心とした更なる新規事業展開を検討しており、将来的に、新規事業への進出

あるいは既存事業の撤退を行う可能性があります。事業内容の変更に伴いまして、当社グループの属する業界や当社

グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性のある外部要因の範囲も変化する可能性があります。また、当社が取り

組んでいく新規事業は、これまで当社グループが培った経験や知識、情報もしくは取引先との関係を基礎として展開

していくことになります。

しかしながら、当初の計画どおりに事業が進捗せず、事業成果として結実するまで時間を要する可能性、当初目論

んでいた結果が得られない可能性並びに当社が損失を被る可能性があります。その場合、当社グループの業績及び財

政状態に影響を与える可能性があります。

⑨個人情報保護について

当社グループでは、受託販売事業におきまして、多数の個人情報を扱っております。当社グループとしては、内部

の情報管理体制の徹底により個人情報の保護に注力しておりますが、不測の事態により、個人情報が流出した場合等

には、損害賠償や当社グループの信用低下等により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。

⑩訴訟等の可能性について

当社グループの事業におきましては、営業活動上のトラブル等に起因した訴訟や、その他顧客から賠償請求等が発

生する可能性があります。

当社グループは、弁護士事務所との連携を密にして対処する体制を整えておりますが、将来訴訟等が発生し、当社

グループ側の主張、予測と相違する結果となった場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。

⑪人員の確保について

当社グループにおきましては、成長速度に見合った人員の確保が経営上の重要な課題となっております。当社グルー

プは、各事業の連携のために不動産業における専門知識と経験を有する優秀な人材の採用、新卒社員の安定的な確保

及び人事制度の充実等による人材育成の環境整備等に積極的に取り組んでいく方針であります。

しかしながら、当社グループの求める人材が十分に確保できない場合、または現在在職している人材が流出し、必

要な人材を確保できなくなった場合、当社グループの業績及び今後の事業推進に影響を与える可能性があります。

⑫事業年度内における業績変動について

当社グループの受託販売事業の業績は、事業主の計画、実施による販売開始時期により、同一事業年度内において

変動いたします。当社グループの上半期（７～12月）に属する８月及び12月は、それぞれ夏季休暇、年末繁忙時期に

当たることから、購買活動が活発でない傾向が見られ、その影響により下半期（１～６月）の比重が高くなる傾向が

あります。また、アセットソリューション事業におきましては、一案件当たりの売上額が多額であるため、売上計上

時期により同事業の業績は、同一事業年度内にて変動する可能性があります。

これらの要因から、当社グループの業績は、四半期毎に比較した場合、期間業績に偏りが生じる可能性があります。

⑬重要な契約について

当社グループは、事業推進のために様々な契約を締結しております。これらの契約が当社の想定に反し、解除また

は期間満了、更新拒絶、その他何らかの事由により終了した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。
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⑭新株予約権（ストック・オプション）について

当社は、当社及び当社の子会社の取締役、監査役、従業員に対して、経営への参画意識及び当社事業に対する貢献

意欲を高めることを目的として、ストック・オプション制度の導入によるインセンティブを付与しております。平成

19年12月末日現在、新株予約権による潜在株式総数は1,563株であり、これら新株予約権が全て行使されたと仮定した

場合の発行済株式総数19,919株の7.9％に相当しております。当社は、役職員の士気向上、優秀な人材の確保のために

今後もストック・オプション制度を継続する方針であります。現在付与しているストック・オプションに加え、今後

付与される新株予約権の権利行使が行われた場合には、当社株式の価値が希薄化する可能性があります。また、ストッ

ク・オプションについては、原則として費用計上する必要があるため、その内容、結果によっては、当社グループの

業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社、連結子会社８社（株式会社インサイド、株式会社セルサスコーポレーション、株式会社コオ

エーインターナショナル、株式会社エスディープラン、有限会社ドリームプラン、有限会社スーパードーム、合同会社

ベイサイド２９５、株式会社ベルス）の計９社で構成されております。

　営業活動地域は京阪神地区を中心とした近畿圏、首都圏、福岡を中心とした九州としております。

　受託販売事業は、不動産デベロッパー（不動産開発事業主）が供給するファミリー向けを中心とした実需用の新築分

譲マンションを当社にて販売受託し、顧客に販売しております。

　アセットソリューション事業は、当社にて事業展開を行っておりますが、大型案件については特別目的会社（ＳＰＣ）

等を利用する場合もあります。

　アセットソリューション事業の一環である合同会社ベイサイド２９５は、神戸ポートタワーサイド商業計画遂行のた

め、設立されたＳＰＣであります。

　当商業計画は、神戸市が実施した都心ウォーターフロント集客、観光施設用地の公募において、当社が落札し、開始

いたしました。当商業計画地はポートタワーに隣接した地域にあり、計画施設としては、商業棟１階から４階に物販、

サービス、飲食店舗等を誘致し、１階の一部及び５階から８階にホテルを配置する予定であります。当商業施設のホテ

ル部分に関しましては、「神戸北野ホテル」を運営するイグレックグループと共同開発を行い、配置予定のホテルを「シ

ティ型オーベルジュ」とした開発を進めてまいります。開業は平成21年春季を予定しております。

※「オーベルジュ」　：　仏語で宿泊設備を備えたレストランの意

　住宅設備備品販売事業は、連結子会社の株式会社インサイドにて、マンション購入者に対して分譲マンション関連の

住宅設備備品の販売を行っております。

　不動産分譲事業は、連結子会社の株式会社セルサスコーポレーションにおきましては、他社不動産デベロッパーとマ

ンション共同開発、分譲事業を行っております。当社におきましては、分譲マンション買取再販事業を行っております。

　賃貸住宅事業は、連結子会社の株式会社コオエーインターナショナル、株式会社エスディープラン並びに有限会社スー

パードームにて、群馬県高崎市内における鉄骨造アパートの建設、不動産投資事業、賃貸アパートの保有、管理並びに

処分等を行っております。

　住宅関連サービス事業は、連結子会社の株式会社ベルスにて、国内大手企業、外資系大手企業等に対して、社宅斡旋、

持家情報提供、企業福利厚生業務アウトソーシング受託等の各種住宅関連サービスを提供しております。なお、企業福

利厚生アウトソーシング受託に関しましては、大手同業企業とサービスメニューを共有しております。
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　なお、当社グループの事業系統図は、以下のとおりであります。

 

株式会社ライフステージ 

株式会社 

セルサスコーポレーション 

株式会社 

コオエーインターナショナル 

有限会社スーパードーム 

（ＳＰＣ） 

株式会社 

エスディープラン 

アパート 

賃貸 

賃貸収入 

アパートの管理・ 

運営・修繕委託 

匿名組合出資 

販売・引渡 

販売委託 

アパート建設委託 

遊休地等の貸付 

マンション分譲ＪＶ 

販売企画提案 

販売委託 

【当社グループ】 

合同会社ベイサイド２９５ 

（ＳＰＣ） 

住宅設備備品販売 
株式会社インサイド 

施 主 

地 主 

 

 

 

 

 

 

一般顧客 

 

 

 

アパート 

入居者 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 主 

 

投資家・ 

法人 

販売 

アセットソリューション 

アパートの管理・ 

運営・修繕委託 

配当 

住宅関連サービス・情報提供 
株式会社ベルス 

物件情報提供 

　（注）株式会社コオエーインターナショナルは、平成20年１月１日付で株式会社エスディープランを吸収合併し、社名

を株式会社スーパードーム群馬に変更しております。
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３．経営方針
　平成19年６月期決算短信（平成19年８月10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からご覧頂くことができます。

（当社ホームページ）

http://www.lifestage.co.jp/ir/tanshin/index.html

（大阪証券取引所ホームページ（上場会社検索））

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

前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 996,454 1,651,915 655,460 1,134,786

２．売掛金 1,120,741 1,423,243 302,502 1,067,039

３．たな卸資産 3,392,475 13,468,474 10,075,998 8,543,163

４．前渡金 65,759 77,840 12,080 －

５．その他 268,168 977,479 709,310 356,536

貸倒引当金 △494 △1,076 △582 △2,952

流動資産合計 5,843,105 92.2 17,597,876 81.9 11,754,770 11,098,574 76.4

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 － 1,756,314 1,800,492

(2）土地 － 671,483 671,483

(3）その他 59,329 59,329 15,222 2,443,020 2,383,691 8,582 2,480,557

２．無形固定資産

(1）のれん － 779,057 348,567

(2）その他 8,250 8,250 361,856 1,140,913 1,132,663 281,651 630,218

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 251,212 79,236 100,945

(2）その他 164,091 415,304 225,332 304,569 △110,734 219,640 320,585

固定資産合計 482,884 7.6 3,888,503 18.1 3,405,619 3,431,362 23.6

Ⅲ　繰延資産 12,804 0.2 － － △12,804 － －

資産合計 6,338,794 100.0 21,486,380 100.0 15,147,585 14,529,936 100.0

 

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 139,605 207,023 67,417 254,327

２．短期借入金 1,770,000 9,247,100 7,477,100 5,757,000

３．一年以内返済予定長
期借入金

57,320 3,148,276 3,090,956 1,228,907

４．一年以内償還予定社
債

40,000 460,000 420,000 360,000

５．賞与引当金 18,472 29,464 10,992 15,707

６．契約キャンセル引当
金

28,626 88,251 59,625 32,974

７．その他 441,033 751,691 310,657 451,260

流動負債合計 2,495,058 39.4 13,931,806 64.9 11,436,748 8,100,177 55.7

Ⅱ　固定負債

１．社債 520,000 680,000 160,000 800,000

２．長期借入金 1,362,370 5,294,422 3,932,052 3,663,992

３．退職給付引当金 － 31,949 31,949 －

４．その他 73,400 58,219 △15,181 77,479

固定負債合計 1,955,770 30.8 6,064,591 28.2 4,108,820 4,541,472 31.3

負債合計 4,450,829 70.2 19,996,397 93.1 15,545,568 12,641,650 87.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 515,461 8.1 515,461 2.4 － 515,461 3.5

２．資本剰余金 486,560 7.7 486,560 2.3 － 486,560 3.4

３．利益剰余金 821,191 13.0 498,048 2.3 △323,142 866,423 6.0

４．自己株式 △45,227 △0.7 △43,263 △0.2 1,963 △26,231 △0.2

株主資本合計 1,777,986 28.1 1,456,806 6.8 △321,179 1,842,214 12.7

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金

107,530 1.7 9,184 0.0 △98,345 38,725 0.3

評価・換算差額等合計 107,530 1.7 9,184 0.0 △98,345 38,725 0.3

Ⅲ　新株予約権 2,448 0.0 13,344 0.1 10,895 7,346 0.0

Ⅳ　少数株主持分 － － 10,646 0.1 10,646 － －

純資産合計 1,887,965 29.8 1,489,982 6.9 △397,983 1,888,286 13.0

負債純資産合計 6,338,794 100.0 21,486,380 100.0 15,147,585 14,529,936 100.0
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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７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７月１日
至　平成19年12月31日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 1,744,976 100.0 2,699,372 100.0 954,395 5,835,090 100.0

Ⅱ　売上原価 871,732 50.0 2,136,198 79.1 1,264,466 4,039,455 69.2

調整前売上総利益 873,244 50.0 563,173 20.9 △310,070 1,795,634 30.8

契約キャンセル引
当金戻入額

31,256 1.8 32,974 1.2 1,717 31,256 0.5

契約キャンセル引
当金繰入額

△28,626 △1.6 △28,251 △1.1 374 △32,974 △0.6

売上総利益 875,874 50.2 567,896 21.0 △307,978 1,793,917 30.7

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

603,261 34.6 878,819 32.6 275,557 1,309,891 22.4

営業利益又は
営業損益（△）

272,612 15.6 △310,922 △11.5 △583,535 484,025 8.3

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息及び配
当金

3,484 4,387 6,632

２．不動産賃貸収入 1,096 8,556 2,769

３．受取事務手数料 1,517 1,837 3,715

４．その他 212 6,311 0.4 1,156 15,937 0.6 9,626 12,084 25,202 0.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 12,173 136,422 83,845

２．融資関連手数料 37,571 48,964 41,858

３．株式上場関連費
用

8,136 － 10,989

４．株式交付費 5,467 － 5,467

５．開業費償却 4,268 － 17,072

６．その他 3,623 71,240 4.1 3,173 188,560 7.0 117,320 12,836 172,069 2.9

経常利益又は
経常損失（△）

207,682 11.9 △483,545 △17.9 △691,228 337,158 5.8

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売
却益

325 － 50,492

２．貸倒引当金戻入 － 325 0.0 － － － △325 － 50,492 0.9

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 － － 3,069

２．固定資産売却損 8 － 33

３．投資有価証券評
価損

－ － 1,250

４．和解金 － 8 0.0 － － － △8 50,000 54,353 1.0

税金等調整前中間
（当期）純利益

208,000 11.9 △483,545 △17.9 △691,545 333,297 5.7

法人税、住民税及
び事業税

99,926 1,624 164,975

法人税等調整額 △4,221 95,705 5.5 △166,988 △165,363 △6.1 △261,068 △5,426 159,548 2.7

中間（当期）純利
益

112,294 6.4 △318,182 △11.8 △430,477 173,748 3.0
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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７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 自己株式 株主資本合計

平成18年６月30日　残高（千円） 209,561 180,660 708,896 － 1,099,118

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 305,900 305,900 － － 611,800

中間純利益 － － 112,294 － 112,294

自己株式の取得 － － － △45,227 △45,227

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

305,900 305,900 112,294 △45,227 678,867

平成18年12月31日　残高（千円） 515,461 486,560 821,191 △45,227 1,777,986

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年６月30日　残高（千円） 114,547 － 1,213,666

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 － － 611,800

中間純利益 － － 112,294

自己株式の取得 － － △45,227

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）

△7,017 2,448 △4,568

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△7,017 2,448 674,299

平成18年12月31日　残高（千円） 107,530 2,448 1,887,965

株式会社ライフステージ（8991） 平成 20 年６月期中間決算短信

－ 17 －



当中間連結会計期間（自　平成19年７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19年６月30日　残高（千円） 515,461 486,560 866,423 △26,231 1,842,214

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △41,952 － △41,952

中間純損失（△） － － △318,182 － △318,182

自己株式の取得 － － － △27,067 △27,067

自己株式の処分 － － △8,240 10,034 1,793

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － △368,374 △17,032 △385,407

平成19年12月31日　残高（千円） 515,461 486,560 498,048 △43,263 1,456,806

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成19年６月30日　残高（千円） 38,725 7,346 － 1,888,286

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － △41,952

中間純損失（△） － － － △318,182

自己株式の取得 － － － △27,067

自己株式の処分 － － － 1,793

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）

△29,540 5,997 10,646 △12,896

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△29,540 5,997 10,646 △398,304

平成19年12月31日　残高（千円） 9,184 13,344 10,646 1,489,982
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前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年６月30日　残高（千円） 209,561 180,660 708,896 － 1,099,118

連結会計年度中の変動額

新株の発行 305,900 305,900 － － 611,800

当期純利益 － － 173,748 － 173,748

自己株式の取得 － － － △45,227 △45,227

自己株式の処分 － － △16,221 18,995 2,773

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）

305,900 305,900 157,527 △26,231 743,095

平成19年６月30日　残高（千円） 515,461 486,560 866,423 △26,231 1,842,214

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年６月30日　残高（千円） 114,547 － 1,213,666

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － 611,800

当期純利益 － － 173,748

自己株式の取得 － － △45,227

自己株式の処分 － － 2,773

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△75,822 7,346 △68,475

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△75,822 7,346 674,620

平成19年６月30日　残高（千円） 38,725 7,346 1,888,286

株式会社ライフステージ（8991） 平成 20 年６月期中間決算短信

－ 19 －



(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７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７月１日
至　平成19年12月31日）

対前中間期比

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７月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（千円） 金額（千円）
増減

（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）
純利益又は税金等調整前中
間純損失（△）

208,000 △483,545 △691,545 333,297

減価償却費 2,802 46,053 43,251 34,276

のれん償却額 － 18,454 18,454 10,524

株式報酬費用 － 5,997 5,997 7,346

契約キャンセル引当金の増
減額（減少：△）

△2,629 55,277 57,907 1,717

受取利息及び受取配当金 △3,484 △4,387 △903 △6,632

支払利息 12,173 136,422 124,249 83,845

売上債権の増減額（増加：
△）

△244,130 △330,095 △85,965 △189,302

仕入債務の増減額（増加：
△）

36,558 △48,117 △84,675 150,306

前渡金の増減額（増加：
△）

△61,955 △77,840 △15,884 3,803

たな卸資産の増減額（増
加：△）

△1,490,783 △4,925,311 △3,434,527 △6,638,378

その他 △9,110 △47,020 △37,910 △149,168

小計 △1,552,558 △5,654,111 △4,101,552 △6,358,362

利息及び配当金の受取額 2,607 2,780 173 4,280

利息の支払額 △13,014 △143,438 △130,424 △101,890

法人税等の支払額 △167,179 △82,157 85,022 △251,013

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△1,730,145 △5,876,926 △4,146,781 △6,706,986

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 － △7,056 △7,056 －

有価証券の取得による支出 △59,755 △6,330 53,425 △61,610

有価証券の売却による収入 60,145 5,550 △54,594 62,205

有形固定資産の取得による
支出

△19,630 △5,423 14,206 △20,180

投資有価証券の取得による
支出

△5,104 △28,064 △22,959 △24,473

投資有価証券の売却による
収入

1,204 － △1,204 105,558

貸付けによる支出 △20,000 △10,100 9,900 △28,000

貸付金回収による収入 382 28,445 28,062 2,718

連結の範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による支出

－ △14,752 △14,752 －

連結の範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による収入

－ － － 47,428

その他 487 633 146 1,230

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△42,270 △37,098 5,172 84,877

株式会社ライフステージ（8991） 平成 20 年６月期中間決算短信

－ 20 －



前中間連結会計期間
（自　平成18年７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７月１日
至　平成19年12月31日）

対前中間期比

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７月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

短期借入金の純増加額 709,940 3,445,100 2,735,160 4,636,940

長期借入れによる収入 184,000 3,252,000 3,068,000 1,758,700

長期借入金の返済による支
出

△58,510 △182,202 △123,692 △874,005

社債の発行による収入 － － － 200,000

社債の償還による支出 △20,000 △20,000 － △40,000

株式の発行による収入 606,332 － △606,332 606,332

配当金の支払額 － △41,952 △41,952 －

自己株式の取得による支出 △45,227 △27,067 18,160 △45,227

自己株式の処分（ストッ
ク・オプション行使）によ
る収入

－ 1,793 1,793 2,773

財務活動によるキャッシュ・
フロー

1,376,535 6,427,672 5,051,137 6,245,513

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

△395,880 513,647 909,528 △376,595

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

1,392,335 1,015,740 △376,595 1,392,335

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高

996,454 1,529,387 532,933 1,015,740
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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７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７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項 　全ての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　３社

連結子会社の名称

株式会社エルエス・サービス

株式会社インサイド

株式会社セルサスコーポレー

ション

　また、株式会社エルエス・アドは、

平成18年8月29日付で清算結了して

おります。

連結子会社の数　　８社

連結子会社の名称

株式会社インサイド

株式会社セルサスコーポレー

ション

株式会社コオエーインターナ

ショナル

株式会社エスディープラン

有限会社ドリームプラン

有限会社スーパードーム

合同会社ベイサイド２９５

株式会社ベルス

　株式会社コオエーインターナショ

ナルは、平成20年１月１日付で株式

会社エスディープランを吸収合併し、

社名を株式会社スーパードーム群馬

に変更しております。

　株式会社ベルスは、当社子会社に

よる株式交換、吸収分割を用いて事

業承継したことに伴い、平成19年12

月20日付で連結子会社化いたしまし

た。

　全ての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　７社

連結子会社の名称

株式会社インサイド

株式会社セルサスコーポレー

ション

株式会社コオエーインターナ

ショナル

株式会社エスディープラン

有限会社ドリームプラン

有限会社スーパードーム

合同会社ベイサイド２９５

　株式会社エルエス・アドは、平成

18年８月29日付で清算結了しており

ます。

　株式会社エルエス・サービスは、

平成19年１月１日付で当社が吸収合

併しております。

　株式会社コオエーインターナショ

ナル、株式会社エスディープラン及

び有限会社ドリームプランは、株式

取得に伴い平成19年２月28日付で連

結子会社化いたしました。株式会社

コオエーインターナショナルが全額

出資する有限会社スーパードームも

同様に連結子会社となりました。

　合同会社ベイサイド２９５は、神

戸ポートタワーサイド商業計画遂行

のため、平成19年３月14日付で設立

された特別目的会社（ＳＰＣ）であ

ります。

２．持分法の適用に関する事

項

持分法適用会社

　該当事項はありません。

持分法適用会社

　該当事項はありません。

持分法適用会社

　該当事項はありません。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）に関する事項

　連結子会社のうち、株式会社セル

サスコーポレーションの中間決算日

は11月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しております。ただし、

12月１日から12月31日までの期間に

発生した重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。

　連結子会社のうち、株式会社コオ

エーインターナショナル及び株式会

社エスディープランの中間決算日は

11月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しております。ただし、

12月１日から12月31日までの期間に

発生した重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。

　また、有限会社スーパードームの

決算日は12月31日であります。中間

連結損益計算書及び中間連結キャッ

シュ・フロー計算書へは、７月１日

から12月31日の実績を反映させてお

ります。

　連結子会社のうち、株式会社コオ

エーインターナショナル、株式会社

エスディープラン及び有限会社ド

リームプランの決算日は５月31日で

あります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、

同日現在の財務諸表を使用しており

ます。ただし、６月１日から６月30

日までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っております。

　また、有限会社スーパードームの

決算日は12月31日でありますが、６

月30日で仮決算しております。

　なお、株式会社セルサスコーポ

レーションの決算日は、５月31日か

ら６月30日に変更しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年７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７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30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

イ　有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）を採用

しております。

イ　有価証券

満期保有目的の債券

同左

イ　有価証券

満期保有目的の債券

同左

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。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

ロ　たな卸資産

　主として個別法による原価法を

採用しております。

ロ　たな卸資産

同左

ロ　たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　　５～47年

イ　有形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　　５～47年

イ　有形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　　５～47年

（会計方針の変更）

　当社及び連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当中間連結会計

期間より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。

　なお、当該変更に伴う損益に与

える影響は、軽微であります。

ロ　無形固定資産

ソフトウエア

　利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。

ロ　無形固定資産

ソフトウエア

同左

ロ　無形固定資産

ソフトウエア

同左

(3）重要な繰延資産の処理

方法

イ　株式交付費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

イ　株式交付費

同左

イ　株式交付費

同左

ロ　社債発行費

―――――

ロ　社債発行費

―――――

ロ　社債発行費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

ハ　開業費

　連結子会社１社の開業費は、５

年間の均等償却を行っております。

ハ　開業費

―――――

ハ　開業費

　連結子会社１社の開業費は、５

年間の均等償却を行っております。

(4）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

　売掛金等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。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

同左

ロ　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、当中間連結会計期間に

負担すべき支給見込額を計上して

おります。

ロ　賞与引当金

同左

ロ　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、当連結会計年度に負担

すべき支給見込額を計上しており

ます。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年７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７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

ハ　契約キャンセル引当金

　契約済未引渡しの物件について、

当中間連結会計期間末後に予想さ

れる契約キャンセルによる損失に

備えるため、過去の契約キャンセ

ル率を勘案し、将来の契約キャン

セルに伴う損失見込額を計上して

おります。

ハ　契約キャンセル引当金

同左

ハ　契約キャンセル引当金

　契約済未引渡しの物件について、

当連結会計年度末後に予想される

契約キャンセルによる損失に備え

るため、過去の契約キャンセル率

を勘案し、将来の契約キャンセル

に伴う損失見込額を計上しており

ます。

ニ　退職給付引当金

―――――

ニ　退職給付引当金

　当社、株式会社インサイド及び

株式会社セルサスコーポレーショ

ンは、確定拠出年金制度を採用し

ております。

　連結子会社１社については、従

業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付

債務の見込み額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生して

いると認められる額を計上してお

ります。

ニ　退職給付引当金

―――――

(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 同左

(6）重要なヘッジ会計の方

法

イ　ヘッジ会計の方法

　金利スワップの特例処理を採用

しております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

イ　ヘッジ会計の方法

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金利息

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ハ　ヘッジ方針

　金利変動リスク低減のため、対

象債務の範囲内でヘッジを行って

おります。

ハ　ヘッジ方針

同左

ハ　ヘッジ方針

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件

を満たしておりますので、有効性

の評価を省略しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

（7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項

イ　販売受託手数料収入の計上基準

　事業主から販売を委託された物

件について、物件購入契約が顧客

と事業主との間で締結された時点

で契約時受取手数料及び引渡時受

取手数料の全額を売上高に計上し

ております。

イ　販売受託手数料収入の計上基準

同左

イ　販売受託手数料収入の計上基準

同左

ロ　販売準備費用

　各販売受託物件のモデルルーム

での販売活動開始前に発生した準

備費用は、販売準備費用（流動資

産のその他）として中間連結貸借

対照表に計上したうえで、物件販

売戸数に応じて費用処理すること

としております。

ロ　販売準備費用

同左

ロ　販売準備費用

　各販売受託物件のモデルルーム

での販売活動開始前に発生した準

備費用は、販売準備費用（流動資

産のその他）として連結貸借対照

表に計上したうえで、物件販売戸

数に応じて費用処理することとし

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７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７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

ハ　ＪＶデベロップメント事業に係

る借入金の支払利息

ハ　不動産分譲事業に係る借入金の

支払利息

ハ　不動産分譲事業（ＪＶデベロッ

プメント事業より名称を変更）

に係る借入金の支払利息

　ＪＶデベロップメント事業で開

発期間が長期にわたるものについ

て、正常開発期間に係る借入金の

支払利息は、たな卸資産の取得原

価に算入しております。

　不動産分譲事業で開発期間が長

期にわたるものについて、正常開

発期間に係る借入金の支払利息は、

たな卸資産の取得原価に算入して

おります。

同左

ニ　消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

ニ　消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

　ただし、固定資産に係る控除対

象外消費税等については、「投資

その他の資産」の「その他」に計

上し、５年間の均等償却を行なっ

ております。

ニ　消費税等の会計処理

同左

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

　手許現金及び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
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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の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年７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７月１日

　　至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日

　　至　平成19年６月30日）

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業会計基

準第８号　平成17年12月27日）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18

年５月31日）を適用しております。これによ

り、営業利益、経常利益及び税金等調整前中

間純利益は、それぞれ2,448千円減少してお

ります。

　なお、セグメント情報に与える影響は、

（セグメント情報）に記載しております。

―――――― （ストック・オプション等に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業会計基準

第8号　平成17年12月27日）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18

年５月31日）を適用しております。これによ

り、営業利益、経常利益及び税金等調整前中

間純利益は、それぞれ7,346千円減少してお

ります。

　なお、セグメント情報に与える影響は、

（セグメント情報）に記載しております。

―――――― ―――――― （企業結合に係る会計基準）

　当連結会計年度より、「企業結合に係る会

計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31

日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号　平成17年12月27日）

並びに「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）

を適用しております。
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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７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７月１日
至　平成19年12月31日）

―――――― （中間連結貸借対照表）

１．前中間連結会計期間までは、「建物及び構築物」を

区分掲記しておりませんでしたが、当中間連結会計

期間において資産の総額の100分の５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末の「建物及び構築物」

は46,258千円であり、「有形固定資産」の「その他」

に含めて表示しておりました。

２．前中間連結会計期間までは、「土地」を区分掲記し

ておりませんでしたが、金額的重要性が増したため、

当中間連結会計期間から区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間末の「土地」は6,021千円

であり、「有形固定資産」の「その他」に含めて表

示しておりました。

３．前中間連結会計期間までは、「のれん」を区分掲記

しておりませんでしたが、当中間連結会計期間にお

いて資産の総額の100分の１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末の「のれん」は、4,800

千円であり、「無形固定資産」の「その他」に含め

て表示しておりました。

（中間連結損益計算書）

１．前中間連結会計期間までは、「契約キャンセル引当金

繰入額」及び「契約キャンセル引当金戻入額」は区分

掲記しておりませんでしたが、当中間連結会計期間か

ら明瞭表示のため、区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間の「契約キャンセル引当金

繰入額」は38,277千円、「契約キャンセル引当金戻入

額」は49,378千円であり、「売上原価」に含めて表示

しておりました。

――――――

２．前中間連結会計期間までは、「受取事務手数料」は区

分掲記しておりませんでしたが、当中間連結会計期間

において営業外収益の総額の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「受取事務手数料」の金

額は462千円であり、「営業外収益」の「その他」に含

めて表示しておりました。

３．前中間連結会計期間までは、「不動産賃貸収入」は区

分掲記しておりませんでしたが、当中間連結会計期間

において営業外収益の総額の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「不動産賃貸収入」の金

額は390千円であり、「営業外収益」の「その他」に含

めて表示しておりました。
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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７月１日　至　平成18年12月31日）
マンション
販売代理事業
（千円）

不動産流動化・
再生事業
（千円）

住宅設備備品
販売事業
（千円）

ＪＶデベロップ
メント事業
（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 845,058 461,231 377,734 60,952 1,744,976 － 1,744,976

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － 3,540 － 3,540 △3,540 －

計 845,058 461,231 381,275 60,952 1,748,517 △3,540 1,744,976

営業費用 826,218 54,720 345,396 68,642 1,294,977 177,386 1,472,364

営業利益又は
営業損失（△）

18,839 406,511 35,879 △7,690 453,540 △180,927 272,612

（注）１．事業区分の方法

事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主な内容

事業区分 主な事業内容

マンション販売代理事業
不動産デベロッパー各社へ商品企画、販売企画を提案いたします。
顧客への販売については、不動産デベロッパーの代理として販売活動、契約締結、ロー

ン事務及び引渡業務を行い、不動産デベロッパーから販売手数料を得ております。

不動産流動化・再生事業

＜不動産流動化事業＞
当社及びＳＰＣにて土地を購入の上、賃貸マンションを開発いたします。

＜不動産再生事業＞
不動産デベロッパーが所有する未販売マンション、法人、個人が所有する中古マンショ

ンを購入し、リニューアル後販売いたします。

住宅設備備品販売事業 マンション購入者に対して、住宅設備備品を販売しております。

ＪＶデベロップメント事業
他の不動産デベロッパーと分譲マンションを共同開発、販売しております。また、事

業企画に係る業務も行っております。

３．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金額は181,039千円であり、その主なものは

当社での管理部門に係る費用であります。

４．会計方針の変更

　当中間連結会計期間より「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12

月27日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成

18年５月31日）を適用しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営

業費用は2,448千円増加し、営業利益が同額減少しております。

株式会社ライフステージ（8991） 平成 20 年６月期中間決算短信

－ 28 －



当中間連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

受託販売
事業

（千円）

アセット
ソリューション

事業

（千円）

住宅設備備品
販売事業
（千円）

不動産分譲
事業

（千円）

賃貸住宅
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

881,333 520,000 170,720 860,995 266,322 2,699,372 － 2,699,372

(2）セグメント間の
内部売上高又は
　　振替高

14,295 － 7,069 － － 21,365 △21,365 －

計 895,629 520,000 177,790 860,995 266,322 2,720,737 △21,365 2,699,372

営業費用 915,971 510,555 196,421 912,215 254,314 2,789,478 220,817 3,010,295

営業利益又は
営業損失（△）

△20,341 9,444 △18,631 △51,219 12,007 △68,740 △242,182 △310,922

（注）１．事業区分の方法

事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主な内容

事業区分 主な事業内容

受託販売事業
不動産デベロッパー各社へ商品企画、販売企画を提案いたします。
顧客への販売については、不動産デベロッパーの代理として販売活動、契約締結、ロー

ン事務及び引渡業務を行い、不動産デベロッパーから販売手数料を得ております。

アセットソリューション事業

当社及びＳＰＣ等にて土地を購入の上、賃貸マンション、商業施設等を開発いたしま
す。ＳＰＣ等より仲介手数料、業務委託手数料、物件売却益等を得ております。
デベロッパーが所有する未販売マンション、法人、個人が所有する中古マンションを

購入し、リニューアル後販売いたします。
住宅設備備品販売事業 マンション購入者に対して、住宅設備備品を販売しております。

不動産分譲事業
他の不動産デベロッパーと分譲マンションを共同開発、販売しております。
他の不動産デベロッパーが開発・販売した新築分譲マンションを買取、再販しており

ます。

賃貸住宅事業
　鉄骨造アパート「スーパードーム」の建設請負を行います。
　顧客向けに当社グループが保有するアパートを賃貸して、賃貸収入を得ます。また、
保有するアパートの管理全般を行います。

３．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金額は243,609千円であり、その主なものは

当社での管理部門に係る費用であります。
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前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

受託販売
事業

（千円）

アセット
ソリューション

事業

（千円）

住宅設備備品
販売事業
（千円）

不動産分譲
事業

（千円）

賃貸住宅
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 1,847,761 1,511,945 674,879 1,672,800 127,703 5,835,090 － 5,835,090

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 5,140 － － 5,140 △5,140 －

計 1,847,761 1,511,945 680,020 1,672,800 127,703 5,840,231 △5,140 5,835,090

営業費用 1,736,246 915,189 628,627 1,630,000 103,476 5,013,541 337,523 5,351,064

営業利益 111,514 596,756 51,392 42,799 24,227 826,690 △342,664 484,025

（注）１．事業区分の方法

事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主な内容

事業区分 主な事業内容

受託販売事業
不動産デベロッパー各社へ商品企画、販売企画を提案いたします。
顧客への販売については、不動産デベロッパーの代理として販売活動、契約締結、ロー

ン事務及び引渡業務を行い、不動産デベロッパーから販売手数料を得ております。

アセットソリューション事業

当社及びＳＰＣ等にて土地を購入の上、賃貸マンション、商業施設等を開発いたしま
す。ＳＰＣ等より仲介手数料、業務委託手数料、物件売却益等を得ております。
デベロッパーが所有する未販売マンション、法人、個人が所有する中古マンションを

購入し、リニューアル後販売いたします。
住宅設備備品販売事業 マンション購入者に対して、住宅設備備品を販売しております。
不動産分譲事業 他の不動産デベロッパーと分譲マンションを共同開発、販売しております。

賃貸住宅事業
　鉄骨造アパート「スーパードーム」の建設請負を行います。
　顧客向けに当社グループが保有するアパートを賃貸して、賃貸収入を得ます。また、
保有するアパートの管理全般を行います。

なお、当連結会計年度より、事業区分の名称を一部変更しております。

「マンション販売代理事業」　　→　「受託販売事業」

「不動産流動化・再生事業」　　→　「アセットソリューション事業」

「ＪＶデベロップメント事業」　→　「不動産分譲事業」

また、当連結会計年度より、「賃貸住宅事業」を追加しております。

３．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金額は359,690千円であり、その主なものは

当社での管理部門に係る費用であります。

４．会計方針の変更

　当連結会計年度より「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年

５月31日）を適用しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費

用は7,346千円増加し、営業利益が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７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７月１日　至　平成19年12月31日）及び前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

において、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

　前中間連結会計期間（自　平成18年７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７月１日　至　平成19年12月31日）及び前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

において、海外売上高がないため、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７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７月１日

　　至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日

　　至　平成19年６月30日）

１株当たり純資産額 103,850.88 円

１株当たり中間純利益金額 6,171.21 円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
5,841.35 円

１株当たり純資産額 81,034.31 円

１株当たり中間純利益金額 △17,545.07 円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
－ 円

１株当たり純資産額 103,121.69 円

１株当たり当期純利益金額 9,551.11 円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
9,073.30 円

　当社は、平成18年２月10日付で株式１株に

つき３株の株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間連結会計期間における

１株当たり情報については、以下のとおりと

なります。

１株当たり純資産額 88,073.44 円

１株当たり中間純利益金額 181.62 円

　当社は、新株予約権を発行しておりますが、

１株当たり中間純損失であるため、潜在株式

調整後１株当たり中間純利益は記載しており

ません。

（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７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７月１日
　至　平成19年12月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年７月１日
　至　平成19年６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） 112,294 △318,182 173,748

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） 112,294 △318,182 173,748

期中平均株式数（株） 18,197 18,135 18,191

 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

普通株式増加数 1,028 － 958

　（うち新株予約権） (1,028) (－) (958)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり中間（当期）純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要

　新株予約権２種類（新株予

約権の数380個）。

―――――― 　新株予約権２種類（新株予

約権の数380個）。
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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７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７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

（株式会社コオエーインターナショナル及び有

限会社ドリームプランの株式取得）

　当社は、平成19年２月28日開催の取締役会に

おいて、株式会社コオエーインターナショナル

及び有限会社ドリームプランの全株式を取得し、

完全子会社とすることを決議し、同日付で株式

取得を完了いたしました。

　また、株式会社コオエーインターナショナル

が全額出資する有限会社スーパードームも同様

に完全子会社となりました。

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結

合を行った主な理由、企業結合日、企業結

合の法的形式、結合後企業の名称及び取得

した議決権比率

(1）被取得企業の名称及び事業内容

①株式会社コオエーインターナショナル

主な事業内容 建設の請負、不動産

賃貸

資本金

（平成18年５月末）

40,300千円

総資産

（平成18年５月末）

1,308,629千円

売上高

（平成18年５月期）

389,367千円

発行済株式総数 806株

②有限会社ドリームプラン

主な事業内容 不動産管理、運営、

修繕、賃貸仲介

資本金

（平成18年５月末）

3,000千円

総資産

（平成18年５月末）

28,120千円

売上高

（平成18年５月期）

48,381千円

発行済株式総数 60株

③有限会社スーパードーム

主な事業内容 不動産購入、賃貸、

管理、所有、売却

資本金

（平成18年12月末）

3,000千円

総資産

（平成18年12月末）

2,649,121千円

売上高

（平成18年12月期）

353,688千円

発行済株式総数 60株

(2）企業結合を行った主な理由

　品質及びコスト面において優位性を持つ

独自開発の鉄骨造アパート「スーパードー

ム」を展開する株式会社コオエーインター

ナショナル及び有限会社ドリームプランを

完全子会社とすることで、地方都市及びそ

の周辺地域における賃貸住宅事業へ新規参

入を図るためであります。

(3）企業結合日

平成19年２月28日

(4）企業結合の法的形式

相対取引による株式取得

――――― ―――――
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前中間連結会計期間
（自　平成18年７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７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

(5）結合後企業の名称

株式会社ライフステージ

(6）取得した議決権比率

100.0％

２．被取得企業の取得原価及びその内訳

(1）被取得企業の取得原価

371,859千円

(2）取得原価の内訳

①株式取得費用

株式会社コオエーインター

ナショナル

334,390千円

有限会社ドリームプラン 4,999千円

②株式取得に直接要した支出額

32,469千円

（多額な資金の借入）

　当社及び連結子会社は、中間連結決算日後平

成19年３月12日までに、総額2,143,000千円の

資金の借入を実行しております。

　その概要は、次のとおりであります。

(1）使途 マンション開発事業用地の取

得、運転資金

(2）借入先 株式会社三井住友銀行

株式会社みずほ銀行

株式会社りそな銀行

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

株式会社山陰合同銀行

株式会社京都銀行

中央三井信託銀行株式会社

(3）利率 年　1.1％ ～ 2.5％

(4）返済方法 期限一括、分割

(5）返済期限 平成19年３月22日～平成22

年２月28日

(6）担保 一部の借入に際して、新規購

入のマンション開発事業用地

を担保として提供しておりま

す。

――――― （多額の資金の借入）

　当社は、連結決算日後に、以下の資金の借入

を実行しております。

１．平成19年７月27日付借入

(1）使途 不動産開発事業用地の取得

(2）借入先 株式会社りそな銀行

(3）借入金額 550,000千円

(4）借入条件 金利　　：2.5％

返済方法：期限一括

(5）返済期限 平成20年９月30日

(6）担保 土地（大阪市北区）

２．平成19年７月30日付借入

(1）使途 不動産開発事業用地の取得

(2）借入先 株式会社関西アーバン銀行

(3）借入金額 450,000千円

(4）借入条件 金利　　：2.9％

返済方法：期限一括

(5）返済期限 平成20年６月30日

(6）担保 土地（大阪府和泉市）

３．平成19年９月５日付借入

(1）使途 買取再販を目的とした分譲済

マンションの取得

(2）借入先 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

(3）借入金額 1,150,000千円

(4）借入条件 金利　　：1.7％

返済方法：第１回返済は平成

19年12月31日に

50,000千円、第

１回以降１ヶ月

毎末日に100,000

千円返済

(5）返済期限 平成20年11月30日

(6）財務制限条

項

①各決算書等に係る損益計算

書における営業損益及び経

常損益のいずれも損失とし

ないこと

②各決算書等に係る有利子負

債の合計額を平成19年６月

期決算における有利子負債

の合計額の150％超としな

いこと
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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12月31日）

当中間会計期間末
（平成19年12月31日）

対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 828,973 1,254,554 626,934

２．売掛金 1,038,374 1,088,133 1,016,892

３．仕掛販売用不動産 951,783 5,116,872 2,383,597

４．未成業務支出金 － 27,104 13,776

５．短期貸付金 542,500 989,000 611,000

６．その他 227,676 576,321 280,271

流動資産合計 3,589,308 87.8 9,051,986 90.1 5,462,678 4,932,471 86.1

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 55,570 50,235 50,443

２．無形固定資産 2,928 3,863 3,363

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 289,301 73,027 94,381

(2）関係会社株式 － 446,859 405,859

(3）長期貸付金 － 306,267 132,612

(4）その他 152,335 113,925 109,730

投資その他の資産合
計

441,637 940,079 742,584

固定資産合計 500,136 12.2 994,178 9.9 494,041 796,390 13.9

資産合計 4,089,444 100.0 10,046,164 100.0 5,956,720 5,728,862 100.0

 

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 113,187 82,623 186,939

２．短期借入金 1,060,000 4,192,100 1,800,000

３．一年以内返済予定長
期借入金

57,320 2,263,030 345,026

４．一年以内償還予定社
債

40,000 440,000 340,000

５．賞与引当金 17,493 26,319 11,236

６．契約キャンセル引当
金

28,626 28,251 32,974

７．その他 261,094 495,091 298,142

流動負債合計 1,577,720 38.6 7,527,415 74.9 5,949,694 3,014,318 52.6

Ⅱ　固定負債

１．社債 520,000 280,000 400,000

２．長期借入金 16,370 620,010 396,672

３．その他 81,066 14,883 32,159

固定負債合計 617,436 15.1 914,893 9.1 297,456 828,831 14.5

負債合計 2,195,157 53.7 8,442,308 84.0 6,247,151 3,843,150 67.1
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前中間会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間会計期間末
（平成19年12月31日）

対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 515,461 12.6 515,461 5.1 － 515,461 9.0

２．資本剰余金

(1）資本準備金 486,560 486,560 486,560

資本剰余金合計 486,560 11.9 486,560 4.8 － 486,560 8.5

３．利益剰余金

(1）利益準備金 3,452 3,452 3,452

(2）その他利益剰余金

別途積立金 470,000 570,000 470,000

繰越利益剰余金 354,061 48,866 390,357

利益剰余金合計 827,513 20.2 622,318 6.2 △205,194 863,809 15.1

４．自己株式 △45,227 △1.1 △43,263 △0.4 1,963 △26,231 △0.5

株主資本合計 1,784,308 43.6 1,581,076 15.7 △203,231 1,839,600 32.1

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金

107,530 2.6 9,435 0.1 △98,094 38,764 0.7

評価・換算差額等合計 107,530 2.6 9,435 0.1 △98,094 38,764 0.7

Ⅲ　新株予約権 2,448 0.1 13,344 0.2 10,895 7,346 0.1

純資産合計 1,894,287 46.3 1,603,856 16.0 △290,430 1,885,711 32.9

負債純資産合計 4,089,444 100.0 10,046,164 100.0 5,956,720 5,728,862 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31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７月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 1,308,603 100.0 1,888,667 100.0 580,063 3,379,754 100.0

Ⅱ　売上原価 556,116 42.5 1,488,954 78.8 932,837 2,009,839 59.5

調整前売上総利
益

752,486 57.5 399,713 21.2 △352,773 1,369,915 40.5

契約キャンセル引当
金戻入額

31,256 2.4 32,974 1.7 1,717 31,256 1.0

契約キャンセル引当
金繰入額

△28,626 △2.2 △28,251 △1.5 374 △32,974 △1.0

売上総利益 755,116 57.7 404,435 21.4 △350,680 1,368,197 40.5

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

513,774 39.3 631,422 33.4 117,648 1,013,203 30.0

営業利益又は
営業損失（△）

241,342 18.4 △226,987 △12.0 △468,329 354,994 10.5

Ⅳ　営業外収益 11,526 0.9 20,087 1.1 8,561 26,310 0.7

Ⅴ　営業外費用 51,431 3.9 97,669 5.2 46,238 89,303 2.6

経常利益又は
経常損失（△）

201,437 15.4 △304,569 △16.1 △506,006 292,001 8.6

Ⅵ　特別利益 325 0.0 － － △325 58,574 1.8

Ⅶ　特別損失 495 0.0 － － △495 54,708 1.6

税引前中間(当
期)純利益又は
税引前中間純損
失（△）

201,267 15.4 △304,569 △16.1 △505,836 295,868 8.8

法人税、住民税
及び事業税

89,711 889 136,556

法人税等調整額 2,829 92,540 7.1 △114,160 △113,270 △6.0 △205,811 △1,933 134,622 4.0

中間（当期）純
利益又は中間純
損失（△）

108,726 8.3 △191,298 △10.1 △300,025 161,245 4.8
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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７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

自己株式
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
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年６月30日　残高
（千円）

209,561 180,660 3,452 470,000 245,334 718,786 － 1,109,008

中間会計期間中の変動額

新株の発行 305,900 305,900 － － － － － 611,800

中間純利益 － － － － 108,726 108,726 － 108,726

自己株式の取得 － － － － － － △45,227 △45,227

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）

305,900 305,900 － － 108,726 108,726 △45,227 675,299

平成18年12月31日　残高
（千円）

515,461 486,560 3,452 470,000 354,061 827,513 △45,227 1,784,308

評価・換算
差額等

新株予約権 純資産合計
その他
有価証券
評価差額金

平成18年６月30日　残高
（千円）

114,547 － 1,223,555

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － 611,800

中間純利益 － － 108,726

自己株式の取得 － － △45,227

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

△7,017 2,448 △4,568

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△7,017 2,448 670,731

平成18年12月31日　残高
（千円）

107,530 2,448 1,894,287
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当中間会計期間（自　平成19年７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 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19年６月30日　残高
（千円）

515,461 486,560 3,452 470,000 390,357 863,809 △26,231 1,839,600

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － △41,952 △41,952 － △41,952

別途積立金の積立 － － － 100,000 △100,000 － － －

中間純損失（△） － － － － △191,298 △191,298 － △191,298

自己株式の取得 － － － － － － △27,067 △27,067

自己株式の処分 － － － － △8,240 △8,240 10,034 1,793

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）

－ － － 100,000 △341,491 △241,491 △17,032 △258,523

平成19年12月31日　残高
（千円）

515,461 486,560 3,452 570,000 48,866 622,318 △43,263 1,581,076

評価・換算
差額等

新株予約権 純資産合計
その他
有価証券
評価差額金

平成19年６月30日　残高
（千円）

38,764 7,346 1,885,711

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △41,952

別途積立金の積立 － － －

中間純損失（△） － － △191,298

自己株式の取得 － － △27,067

自己株式の処分 － － 1,793

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

△29,329 5,997 △23,331

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△29,329 5,997 △281,855

平成19年12月31日　残高
（千円）

9,435 13,344 1,603,856
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前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金 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６月30日　残高
（千円）

209,561 180,660 3,452 470,000 245,334 718,786 － 1,109,008

事業年度中の変動額

新株の発行 305,900 350,900 － － － － － 611,800

当期純利益 － － － － 161,245 161,245 － 161,245

自己株式の取得 － － － － － － △45,227 △45,227

自己株式の処分 － － － － △16,221 △16,221 18,995 2,773

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）

305,900 305,900 － － 145,023 145,023 △26,231 730,591

平成19年６月30日　残高
（千円）

515,461 486,560 3,452 470,000 390,357 863,809 △26,231 1,839,600

評価・換算
差額等

新株予約権 純資産合計
その他
有価証券
評価差額金

平成18年６月30日　残高
（千円）

114,547 － 1,223,555

事業年度中の変動額

新株の発行 － － 611,800

当期純利益 － － 161,245

自己株式の取得 － － △45,227

自己株式の処分 － － 2,773

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△75,782 7,346 △68,435

事業年度中の変動額合計
（千円）

△75,782 7,346 662,155

平成19年６月30日　残高
（千円）

38,764 7,346 1,885,711
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

―――――― （中間貸借対照表）

１．前中間会計期間までは、「未成業務支出金」を区分

掲記しておりませんでしたが、当中間会計期間から

明瞭表示のため、区分掲記しております。

なお、前中間会計期間末の「未成業務支出金」は

11,282千円であり、「仕掛販売用不動産」に含めて

表示しておりました。

２．前中間会計期間までは、「関係会社株式」を区分掲

記しておりませんでしたが、金額的重要性が増した

ため、当中間会計期間から区分掲記しております。

なお、前中間会計期間末の「関係会社株式」は43,000

千円であり、「投資有価証券」に含めて表示してお

りました。

３．前中間会計期間までは、「長期貸付金」を区分掲記

しておりませんでしたが、金額的重要性が増したた

め、当中間会計期間から区分掲記しております。

なお、前中間会計期間末の「長期貸付金」は23,879

千円であり、「投資その他の資産」の「その他」に

含めて表示しておりました。

（中間損益計算書）

　前中間会計期間までは、「契約キャンセル引当金繰入

額」及び「契約キャンセル引当金戻入額」を区分掲記し

ておりませんでしたが、当中間会計期間から明瞭表示の

ため、区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間の「契約キャンセル引当金繰入

額」は38,277千円、「契約キャンセル引当金戻入額」は

49,378千円であり、売上原価に含めて表示しておりまし

た。

――――――
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注記事項

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

（株式会社エルエス・サービスとの合併）

　当社は、平成18年10月16日開催の取締役会に

おいて、連結子会社である株式会社エルエス・

サービスを吸収合併することを決議し、平成19

年１月１日を期日として合併いたしました。

１．合併の目的

　経営資源の集中と経営の効率化を図ること

を目的としております。

２．合併の要旨

(1）合併の日程

合併契約承認取締役会 平成18年10月16日

合併契約締結 平成18年10月16日

合併契約承認株主総会

　当社は、会社法第796条第３項に定める簡易

合併により開催いたしません。

　株式会社エルエス・サービスについても、

同法第784条第１項に定める略式合併により開

催いたしません。

(2）企業結合の法的形式

　当社を存続会社とする吸収合併方式で、株

式会社エルエス・サービスは解散いたしまし

た。

(3）合併比率

　当社は、株式会社エルエス・サービスの全

株式を所有しているため、合併による新株の

発行及び資本金の増加はありません。

(4）会計処理の概要

　企業結合会計上の共通支配下における取引

に該当します。

(5）合併後の状況

　合併期日前日における株式会社エルエス・

サービスの資産及び負債を合併期日において

引き継ぎます。

３．被合併会社の概要（平成18年12月31日現

在）

①商号 株式会社エルエス・

サービス

②事業内容 新築分譲マンションの

引渡関連事業

③資本金 10,000千円

④純資産 18,082千円

⑤総資産 25,412千円

⑥主要取引先 当社

――――― ―――――
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前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

（株式会社コオエーインターナショナル及び有

限会社ドリームプランの株式取得）

　当社は、平成19年２月28日開催の取締役会に

おいて、株式会社コオエーインターナショナル

及び有限会社ドリームプランの全株式を取得し、

完全子会社とすることを決議し、同日付で株式

取得を完了いたしました。

　また、株式会社コオエーインターナショナル

が全額出資する有限会社スーパードームも同様

に完全子会社となりました。

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結

合を行った主な理由、企業結合日、企業結

合の法的形式、結合後企業の名称及び取得

した議決権比率

(1）被取得企業の名称及び事業内容

①株式会社コオエーインターナショナル

主な事業内容 建設の請負、不動産

賃貸

資本金

（平成18年５月末）

40,300千円

総資産

（平成18年５月末）

1,308,629千円

売上高

（平成18年５月期）

389,367千円

発行済株式総数 806株

②有限会社ドリームプラン

主な事業内容 不動産管理、運営、

修繕、賃貸仲介

資本金

（平成18年５月末）

3,000千円

総資産

（平成18年５月末）

28,120千円

売上高

（平成18年５月期）

48,381千円

発行済株式総数 60株

③有限会社スーパードーム

主な事業内容 不動産購入、賃貸、

管理、所有、売却

資本金

（平成18年12月末）

3,000千円

総資産

（平成18年12月末）

2,649,121千円

売上高

（平成18年12月期）

353,688千円

発行済株式総数 60株

(2）企業結合を行った主な理由

　品質及びコスト面において優位性を持つ

独自開発の鉄骨造アパート「スーパードー

ム」を展開する株式会社コオエーインター

ナショナル及び有限会社ドリームプランを

完全子会社とすることで、地方都市及びそ

の周辺地域における賃貸住宅事業へ新規参

入を図るためであります。

(3）企業結合日

平成19年２月28日

(4）企業結合の法的形式

相対取引による株式取得

――――― ―――――
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前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

(5）結合後企業の名称

株式会社ライフステージ

(6）取得した議決権比率

100.0％

２．被取得企業の取得原価及びその内訳

(1）被取得企業の取得原価

371,859千円

(2）取得原価の内訳

①株式取得費用

株式会社コオエーインター

ナショナル

334,390千円

有限会社ドリームプラン 4,999千円

②株式取得に直接要した支出額

32,469千円

（多額な資金の借入）

　当社は、中間決算日後平成19年３月12日まで

に、総額1,930,000千円の資金の借入を実行し

ております。

　その概要は、次のとおりであります。

(1）使途 マンション開発事業用地の取得、

運転資金

(2）借入先 株式会社みずほ銀行

株式会社りそな銀行

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

株式会社山陰合同銀行

株式会社京都銀行

中央三井信託銀行株式会社

(3）利率 年　1.1％ ～ 2.5％

(4）返済方法 期限一括、分割

(5）返済期限 平成19年３月22日～

平成22年２月28日

(6）担保 一部の借入に際して、新規購入

のマンション開発事業用地を担

保として提供しております。

――――― （多額な資金の借入）

　当社は、決算日後に以下の資金の借入を実行

しております。

１．平成19年７月27日付借入

(1）使途 不動産開発事業用地の取得

(2）借入先 株式会社りそな銀行

(3）借入金額 550,000千円 

(4）借入利率 金利　　：2.5％

返済方法：期限一括

(5）返済期限 平成20年６月30日

(6）担保 土地（大阪市北区）

２．平成19年７月30日付借入

(1）使途 不動産開発事業用地の取得

(2）借入先 株式会社関西アーバン銀行

(3）借入金額 450,000千円 

(4）借入利率 金利　　：2.9％

返済方法：期限一括

(5）返済期限 平成20年６月30日

(6）担保 土地（大阪府和泉市）

３．平成19年９月５日付借入

(1）使途 買取再販を目的とした分譲済

マンションの取得

(2）借入先 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

(3）借入金額 1,150,000千円 

(4）借入利率 金利　　：1.7％

返済方法：第１回返済は平成

19年12月31日に

50,000千円、第１

回以降１ヶ月毎末

日に100,000千円

返済

(5）返済期限 平成20年11月30日

(6）財務制限

条項

①各決算書等に係る損益計算

書における営業損益及び経

常損益のいずれも損失とし

ないこと

②各決算書等に係る有利子負

債の合計額を平成19年６月

期決算における有利子負債

の合計額の150％超としない

こと
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