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（百万円未満切捨て） 

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 8,638 87.6 733 13.0 538 △11.3 302 △1.3 

18年12月中間期 4,603 － 649 － 606 － 306 － 

19年６月期 8,336 － 875 － 691 － 365 － 

 
 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 13,417 56 － － 

18年12月中間期 16,704 17 － － 

19年６月期 19,920 99 － － 

(参考) 持分法投資損益 19年12月中間期  0百万円  18年12月中間期  －百万円 19年６月期  0百万円 

 

（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 13,221 937 7.1 41,646 27 

18年12月中間期 9,876    532 5.4 28,960  04 

19年６月期 16,586 638 3.9 28,359 35 

(参考) 自己資本 19年12月中間期  937百万円  18年12月中間期   530百万円  19年６月期    638百万円 
 
（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
中間期末(期末)残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 
19年12月中間期 2,974 △361 △3,219 825 

18年12月中間期 △1,382  82 1,451 1,492 

19年６月期 △8,156 40 8,205 1,430 

 
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 － － － － － － 

20年６月期 － －  
未定 

20年６月期(予想）  未定 

(財)財務会計基準機構会員 
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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 16,392 96.6 1,723 96.8 1,310 89.4 725 98.6 28,442 40 

 
 
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 

新規  無 

除外  無 

 

（２）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更         無 

② ①以外の変更                 有 

 （注）詳細は27ページ「表示方法の変更」をご覧下さい。 

 

（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月中間期 22,520株 18年12月中間期 18,320株 19年６月期 22,520株 

② 期末自己株式数            19年12月中間期   ― 株 18年12月中間期  ― 株 19年６月期  ― 株 

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、41ページ「１株当たり情

報」をご覧下さい。 

 

 

（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 238 △62.1 △322 － △92 － 2 △98.0 

18年12月中間期 629 － 70 － 189 － 110 － 

19年６月期 1,148 － 40 － 192 － 103 － 

 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
 円 銭 
19年12月中間期 100 61 

18年12月中間期 6,044  09 

19年６月期 5,648 74 

 
（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 1,969 272 13.9 12,118 31 

18年12月中間期 1,695    232 13.6 12,614 74 

19年６月期 1,959 271 13.8 12,036 53 

 (参考)  自己資本   19年12月中間期   272百万円   18年12月中間期   231百万円   19年６月期   271百万円 
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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 1,464 27.5 108 169.6 416 116.5 296 186.0 11,615 34 

 
 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、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。 
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１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析 

 経営成績に関する分析 

  当中間連結会計期間におけるわが国経済は、前半は、大手輸出型企業を中心として好調な業績を背景とした設備投

資の増加、雇用情勢の改善など緩やかな回復基調を辿ってきましたが、後半は、原油価格高騰の長期化、米国におけ

るサブプライムローンに端を発した金融環境の悪化など不透明感が増大してまいりました。 

 当社グループが属する不動産業界におきましては、国土交通省の平成19年12月の統計調査報告によると、耐震偽装

事件を受けて施行された改正建築基準法の影響を受けて、分譲マンションを中心として住宅着工件数は平成19年７月

から平成19年12月まで６ヶ月連続で前年同月比を下回りましたが、平成19年10月から平成19年12月までの直近３ヶ月

の住宅着工件数は改善に向かっており、都心部の優良不動産の販売状況は堅調に推移していくものと思われます。 

このような状況の中、当社グループは、情報収集力と商品企画力を生かし、分譲マンションの開発並びに賃貸マン

ションの開発及び資産価値を高めた上での事業用地売却等の事業を中心に展開いたしました。 

以上の活動により、当中間連結会計期間における業績は、売上高8,638百万円（前中間連結会計期間比87.6％増）、

営業利益733百万円（同13.0％増）、経常利益538百万円（同11.3％減）、当期純利益302百万円（同1.3％減)となり、

増収減益となりました。 

 

（売上高） 

  当中間連結会計期間における事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。 

 

 [不動産分譲事業] 

  不動産分譲事業におきましては、当社グループ買取物件であるネバーランド北小金サンフォートの８戸を引渡した

結果、売上高239百万円（前中間連結会計期間比91.2％減）、営業損失92百万円（同147.6％減）となりました。 

 

 [不動産販売代理事業] 

  不動産販売代理事業におきましては、他社開発物件19戸、自社グループ開発物件８戸の引渡及び不動産の媒介５件

等を行った結果、売上高238百万円（前中間連結会計期間比70.5％減）、営業損失153百万円（同169.5％減）となりま

した。 

 

 [不動産ソリューション事業] 

  不動産ソリューション事業におきましては、情報収集力と商品企画力を生かし、賃貸マンション１棟の引渡及び資

産価値を最大限に高めた上での事業用地売却等などを行った結果、売上高8,285百万円（前中間連結会計期間比

476.6％増）、営業利益1,119百万円（同190.7％増）となりました。 

 

 [その他事業] 

  自社グループ開発の分譲マンション５物件、賃貸マンション１物件及び自社グループ保有商業ビル１物件の管理業

務収入並びに賃貸収入を得た結果、売上高46百万円（前中間連結会計期間比643.1％増）、営業利益４百万円（同

168.2％増）となりました。 

 

 

通期の見通し 

 下期におけるわが国経済においては、サブプライム問題をきっかけに米国の景気が減速した影響は、世界に広がりつ

つあり、国内景気の先行き予断を許さない状況となっております。 

 不動産業界におきましては、耐震偽装事件を受けて施行された改正建築基準法の影響による着工の遅れは、徐々に減

少していくと思われますが、当社グループにおきましては、下期において商業ビルの引渡し及び当社グループ開発によ

るウィルローズシリーズマンションの引渡を控えており、業績は堅調に推移していくと思われます。 

以上により、平成20年６月期の連結業績予想につきましては、売上高16,392百万円（前連結会計年度比96.6％増）、

営業利益1,723百万円（前連結会計年度比96.8％増）、経常利益は1,310百万円（前連結会計年度比89.4％増）、当期純

利益は725百万円（前連結会計年度比98.6％増）となる見通しであります。 
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 売上高の事業別の内訳は、不動産分譲事業4,280百万円、不動産販売代理事業344百万円、不動産ソリューション事業

11,637百万円、その他事業129百万円となる見通しであります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

  当中間連結会計期間末における資産合計は13,221百万円となり、前連結会計年度末より3,365百万円減少いたしまし

た。 

（流動資産） 

  当中間連結会計期間末における流動資産は12,598百万円となり、前連結会計年度末より3,708百万円減少いたしまし

た。これは主として売上計上に伴いたな卸資産が3,105百万円減少したことによるものであります。 

（固定資産） 

  当中間連結会計期間末における固定資産は622百万円となり、前連結会計年度末より343百万円増加いたしました。

これは主として高砂プロジェクトの賃貸用不動産の購入によるものであります。 

（流動負債） 

  当中間連結会計期間末における流動負債は8,306百万円となり、前連結会計年度末より1,325百万円減少いたしまし

た。これは主として神宮前プロジェクトの売上計上に伴い返済した短期借入金が1,731百万円減少したことによるもの

であります。 

（固定負債） 

  当中間連結会計期間末における固定負債は3,977百万円となり、前連結会計年度末より2,339百万円減少いたしまし

た。これは主として長期借入金が2,276百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

  当中間連結会計期間末における純資産は937百万円となり、前連結会計年度末より299百万円増加いたしました。こ

れは主として利益剰余金が302百万円増加したことによるものであります。 

 

②当中間連結会計期間の連結キャッシュ・フロー 

  当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期に比べて605百万円減少し、

825百万円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、下記の通りであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は2,974百万円となりました。主な増加要因は、税金等調

整前中間純利益533百万円、売上計上に伴うたな卸資産の減少による増加3,105百万円であります。また、主な減少要

因としましては、未払金の減少669百万円であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は361百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産

の取得による支出333百万円、ゴルフ会員権の取得による支出25百万円によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は3,219百万円となりました。この主な要因は、長期借入金

の返済2,251百万円、短期借入金の純増減額1,731百万円であります。 
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当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りであります。 

 平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期中間 

自己資本比率(%)       3.1    3.9 7.1 

時価ベースの自己資本比率(%)       －       －         － 

債務償還年数(年)       －       － 3.7 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)       －       － 15.3 

(注)各指標の基準は下記の通りであります。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。 

１． 自己資本比率：自己資本／総資産 

   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

２． 当社は非上場であるため、時価ベースの自己資本比率は記載しておりません。 

３． 債務償還年数とインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、平成18年６月期及び平成19年６月期は、

営業キャッシュ・フローがマイナスのため表示しておりません。 

 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様への利益還元を最重要課題として認識しており、競争が激しい不動産業界において、継続

的な成長を果たすために、長期的な観点から財務体質の強化を図りながら収益力の向上を通じて、安定した利益還

元に努めてまいります。 

しかしながら、当社は成長過程にあり、経営基盤の強化を図ることを目的として、創業以来配当を実施してお

らず、当事業年度の配当につきましても、今後の事業拡大のための資金に充当するため配当は実施しておらず、内

部留保金の使途につきましては、今後の事業展開の資金として投入しております。 

  株式上場後におきましては、当社の剰余金の配当は、期末配当の１回ないし中間配当を加えての年２回の配当を

検討しております。また、当社の配当の決定機関は株主総会でありますが、当社は会社法第454条第５項に規定す

る中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨、定款で定めております。 

当社は今後におきまして、株主の皆様への利益還元として、業績の進捗状況及び事業計画等を勘案しつつ、業績

に応じた安定的な配当を行っていきたいと考えております。 

 

（４）事業等のリスク 

 当社グループの事業内容その他に関するリスクについて、投資家の皆様の判断に重要な影響を及ぼす可能性があ

ると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資判断

上、重要であると考えられる事項については、投資家の皆様に対する積極的な情報開示の観点から記載しておりま

す。なお、当社は、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応に努める方

針であります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、中間短信発表日現在において当社グループが判断したものであります。 

 

① 有利子負債への依存と金利変動の影響について 

   当社グループは、用地の取得資金及び建築資金を主に金融機関からの借入金により調達しており、有利子負債依

存度が高い水準にあります。今後においても、事業拡大に伴い有利子負債は高い水準で推移するものと想定され、

資金借入が十分に行えなくなった場合や金利が上昇した場合には、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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項  目 
前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

（平成18年12月31日） （平成19年12月31日） （平成19年６月30日） 

    千円 千円 千円 

  
有利子負債残高  (A) 7,646,325 11,142,258 14,361,579 

短期借入金 208,000 1,219,200 2,951,000 

  
一年以内に返済予定の長期

借入金 
1,783,016 5,927,786 5,072,557 

  長期借入金 5,146,877 3,603,272 5,880,084 

  
社債 488,000 392,000 440,000 

その他の有利子負債 20,432 － 17,938 

 総資産額   (B) 9,876,615 13,221,162 16,586,932 

有利子負債依存度 (A/B) 77.4% 84.3% 86.6% 

 

② 財政状態が脆弱であることについて 

   当社グループの不動産分譲事業及び不動産ソリューション事業における不動産開発は、土地仕入から物件の引渡

まで長期間を要するため、それぞれの事業年度において翌期以降に引渡となるプロジェクトの土地仕入を行ってお

ります。それゆえ事業規模が急激に拡大する過程においては、自己資本比率の低下や営業活動によるキャッシュ・

フローが大幅にマイナスとなる可能性があります。 

項  目 
前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

（平成18年12月31日） （平成19年12月31日） （平成19年６月30日） 

連結自己資本比率 5.4% 7.1% 3.9% 

営業活動によるキャッシュ・

フロー(千円) 
△ 1,382,445 2,974,752 △ 8,156,089 

 

③  金融機関からの資金調達にかかるリスク 

   当社グループの不動産開発において、多くは土地仕入時に金融機関から事業資金の借入を行っております。それ

ゆえ、計画通りに物件の引渡ができない場合や借入先である金融機関との良好な関係が維持できなくなった場合に

は、返済期限の延長ができなかったり、資金回収前に金融機関から返済を求められることがあります。それゆえ、

代替の資金調達ができなかった場合には、資金繰りに窮する可能性があります。 

 

④ 不動産市況の悪化によるリスク 

   現在の不動産市況については、最近の土地価格の上昇、また、人件費及び資材価格の上昇等による建築費の高騰

等の理由により、当社が主として事業を行っている首都圏（一都三県）におきまして、平成19年の新築マンション

の供給戸数が前年比約18％減少の6.1万戸、１戸当たりの平均価格は4,644万円で10.1％の上昇となっております

（「㈱不動産経済研究所」調査）。また、サブプライムローン問題により、わが国の経済情勢及び不動産市況は不

透明感が強くなっております。 

このような環境下において、将来、わが国の経済情勢や不動産市況が悪化した場合、消費者の不動産購入意欲や

投資家による不動産投資意欲が減退し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり、仕入済の開発用不動産

及び商品である販売用不動産の価値の下落が起こった場合には、当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。 
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⑤ 用地取得にかかるリスクについて 

   当社グループでは、仕入物件の選定基準として、事業採算性の見地から所定の基準を設けておりますが、不動産

市況の変化や、用地取得の競争の激化等により、当社の基準や当社の事業戦略に合う優良な土地を仕入れることが

困難となった場合に、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 競合について 

不動産業界においては、事業を営むために「宅地建物取引業法」に基づく宅地建物取引業者の免許を受ける必要

がありますが、一般的に参入障壁が高いとは言えず、多くの不動産業者が激しく競争している状況にあります。今

後、販売代理事業における販売委託元のディベロッパーが他社に販売を委託する又は自社で販売するようになり、

当社の販売受託が減ることとなった場合には、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。 

 

⑦ 構造計算書偽装問題について 

当社グループは、平成17年11月に発覚した姉歯建築設計事務所による構造計算書偽装事件発覚の際に、当社グ

ループが過去に開発したすべての物件を調査した結果、下請けも含み姉歯建築設計事務所が設計に関与した事実は

なく、その後耐震不足が発覚した建築設計事務所が関与した事実もありませんでした。また、当社グループで過去

に開発した全物件について、社内における設計担当者及び工事管理担当者によるチェック並びに第三者構造計算事

務所による再確認を行った結果、構造上、建築基準法に定める耐震性能を疑わせるような特段の事項がないことを

確認しております。さらに、新たに開発する物件についても、引き続き社内におけるチェックと第三者構造計算事

務所による構造上の問題がないことを確認する二重検査を行っております。 

しかしながら、今後、構造計算書偽装事件を契機に構造等に係る法規制の強化や建築確認申請の許認可下付まで

の期間の長期化、建築工事工程の長期化、建築コストの増加等を招く可能性があり、当社グループの業績に影響を

与える場合があります。 

 

⑧ 瑕疵担保リスクについて 

   当社グループにおいては、不動産分譲事業、不動産ソリューション事業における建築工事は外注により行ってお

り、当社が販売する建物についての瑕疵については、外注先の施工会社の工事保証にて担保しております。しかし

ながら、施工会社の財政状態が悪化又は破綻するなどにより施工会社が負うべき瑕疵の担保責任が履行されない場

合には、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社連結子会社株式会社エル

シードは、財団法人住宅保証機構の登録業者となり、同社が売主となって当社グループが分譲するマンションは、

住宅性能保証制度に登録しておりますので、当該制度の保険に裏付けされた10年保証により、購入者の保護がなさ

れております。 

また、土地については土地の仕入時及び開発中において、後述の通り調査を行っておりますが、物件の引渡後瑕

疵が発見され、当社が是正又は賠償する必要が生じた場合には、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

⑨ 土地仕入時において予測できないリスク 

   当社グループでは土地の仕入に際して、さまざまな調査を行い、土地仕入の意思決定をしておりますが、土地仕

入時には予想がつかない土壌汚染や地中埋設物などの瑕疵が発見された場合や近隣への建築工事中の騒音や竣工後

の日影の影響等対する近隣住民の反対運動が発生した場合には、プロジェクトの工程に遅れをきたすと同時に、追

加費用が発生する場合があります。 

   当社グループの開発物件におきまして、これまで事業収支に大きな影響を与える地中障害や多額の近隣補償費等

の支払いが発生した事例はありませんが、今後において、当社の予想を超えた地中障害や近隣反対運動が発生した

場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑩ アスベスト対策について 

   当社グループは、不動産分譲事業並びに不動産ソリューション事業におきまして土地建物の取得を行っており、

土地の取得に際しましては、当該土地上に解体を目的とした既存建物が存在している場合、アスベストの使用に関

して確認を行っております。アスベストの使用が確認された場合、飛散防止対策を実施するとともに解体により発

生した廃棄物は法令に基づいた処理を行っております。また、不動産ソリューション事業におきまして土地建物を

購入する際にもアスベストの使用について確認を行っております。 

しかしながら、当該建物に吹き付けられたアスベストが経年劣化等により飛散する恐れが生じた場合や、当社が

想定する範囲を越えての使用が判明した場合には、アスベストの除去又は封じ込め等の費用が発生し、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 事業に係る法的規制 

当社グループの各社は、事業に必要な「宅地建物取引業法」に基づく宅地建物取引業者の免許や「マンション管

理適正化推進法」に基づくマンション管理業者の登録を受けております。かかる免許を受けている各社は、各法令

上の規制と当局の監督を受けます。 

また、各事業の継続には、かかる免許が必要なため、仮にこれらの免許及び登録の取消事由等に該当する何らか

の問題が発生し、業務停止命令や免許の取消処分を受けた場合には、当社グループの事業遂行に支障をきたすこと

が予想されます。 

その他当社グループの事業にかかる法的規制としては、「都市計画法」「建築基準法」「宅地造成等規制法」

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」などがあります。 

当社グループはこれらの法律を遵守しておりますが、今後法令等の改正又は新たな規制の制定によって、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑫ 個人情報の保護について 

   当社グループでは、主に不動産分譲事業並びに不動産販売代理事業を通じて多数のお客様の個人情報を取り扱っ

ており、その取扱には十分な注意を払っております。当社グループのホームページにおきましても個人情報保護方

針を掲載し、個人情報の取り扱いについて説明を行っております。個人情報の機密保持につきましては、施錠され

たロッカーに保管し、電子ファイルはパスワードによる管理を行っております。また、当社グループでは各部署の

責任者で組織したコンプライアンス委員会において、ビデオ等による説明会、研修等を定期的に開催し、情報管理

の重要性の周知徹底、個人情報に対する意識の徹底を図っております。 

   当社グループでは、個人情報の保護に注力しておりますが、不正侵入や不正アクセス等の不測の事態によって、

万が一、個人情報の漏洩が発生した場合には、当社グループへの損害賠償請求や社会的信用の低下等により、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑬ 訴訟等について 

   当社グループは、現時点において業績に影響を及ぼす訴訟を提起されている事実はありません。しかしながら、

当社グループが開発、販売、管理する不動産物件において、瑕疵、土壌汚染、販売活動等を起因として、訴訟その

他の請求が発生する可能性があります。これらの訴訟等の内容及び結果によっては、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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⑭ 自然災害等について 

当社グループが取り扱う物件のエリアにおいて、地震、火災、津波、大型台風等の自然災害が発生し、当社グ

ループが取り扱う物件が毀損、滅失等の被害を被った場合は、追加費用やプロジェクトの進捗遅延等が発生し、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社グループは、首都圏を中心として不動産事業を展

開しておりますが、今後、地方主要都市にも事業エリアの拡大を図った場合には、各地域における自然災害等の被

害を被るリスクが発生いたします。 

 

⑮ 物件の引渡時期にかかるリスクについて 

   当社グループでは、不動産分譲事業、不動産販売代理事業及び不動産ソリューション事業におきましては、物件

の引渡時を売上計上時期としております。大規模プロジェクトや利益水準の高いプロジェクト等により、ある特定

の時期に収益が偏重する場合があります。当社におきましては平成21年６月期において下期に売上の偏重が見込ま

れております。将来、不測の事態による工事遅延等が発生し、物件の引渡時期が中間期末もしくは期末を越える遅

延が生じた場合には、当社グループの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。 

 

⑯ 経営成績の変動について 

 連結財務諸表 

決算期 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

決算年月 平成19年６月期 平成20年６月期 平成19年６月期 

売上高（千円） 4,603,994 8,638,656 8,336,208 

経常利益（千円） 606,675 538,052 691,639 

当期純利益（千円） 306,020 302,163 365,570 

 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

    個別財務諸表             

決算期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 

決算年月 平成15年６月期 平成16年６月期 平成17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期 

売上高 (千円） 422,655 707,136 916,543 1,050,132 1,148,470 

経常利益又は経常損失(△)(千円) △ 91,933 24,898 142,588 153,869 192,164 

当期純利益又は当期純損失 

(△)(千円) 
△ 56,326 10,671 65,177 81,671 103,659 

 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

当社は、平成10年９月に設立し、不動産販売代理事業を主たる業務として営業を開始いたしました。平成13年11

月（第４期）において100％出資により㈱エルシードを設立し不動産分譲事業を開始、平成15年２月（第５期）に

おいて自社分譲マンションの販売を開始しております。 

当社グループにおきましては、不動産分譲事業が順調に推移し、当社グループの売上高及び営業利益の構成比率

が高まり、自社開発物件として平成18年６月期の３物件から平成19年６月期の５物件へと引渡物件数も拡大してお

ります。今後は、不動産ソリューション事業におきましても積極的に事業を展開していくため、過年度の経営成績

は､今後の業績を判断するには不十分な面があります。 

不動産販売代理事業を行う当社におきましては、平成15年６月期から平成17年６月期にかけて引渡戸数を256戸、

481戸、553戸と伸ばし、毎期順調に業容を拡大いたしました。平成18年６月期においては、引渡戸数は682戸とさら

に伸長し、内３物件は自社開発物件の引渡を行いました。平成19年６月期においては、戸数では555戸と前年を下回

りましたが、その内の５物件は自社開発物件の引渡を行い、増収増益となりました。 
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⑰ 有能な人材の確保・育成について 

   当社グループでは、大幅な事業拡大に伴って優秀な人材の確保とその育成は重要な課題となっており、内部での

人材育成と抜擢及び外部からの人材登用に努めております。しかしながら、当社グループの属する市場が今後拡大

し、競争が激化すれば、競合他社との人材獲得競争も激化し、当社グループの人材が外部に流出することや、人材

確保に支障をきたす可能性もあります。かかる事態が生じた場合、当社グループの競争力に影響を及ぼす可能性が

あります。 

 

⑱ 関連当事者との取引について 

  平成19年６月期において、当社と役員及び個人主要株主等との間に以下の取引があります。 

役員及び個人主要株主等 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 永嶋秀和 － － 
当社代表取
締役社長 

（被所有） 
直接 44.9 

－ － 
銀行借入に対す
る債務被保証 
（注）３(1） 

842,341 － － 

－ － 
社債発行に対す
る債務被保証 
（注）３(2） 

145,600 － － 

－ － 

社用車割賦購入
に対する債務被
保証 
（注）３(3） 

13,018 － － 

－ － 
リース取引に対
する債務被保証 
（注）３(4） 

3,122 － － 

－ － 
社宅の賃借 
（注）３(5） 

2,100 － － 

－ － 
新株予約権の行
使 

5,250 
資本金 
資本準備
金 

2,625 
2,625 

 

役員 奥田晃久 － － 当社取締役 
（被所有） 
直接 3.5 

－ － 
銀行借入に対す
る債務被保証 
（注）３(1） 

2,400 － － 

－ － 
社債発行に対す
る債務被保証 
（注）３(2） 

5,600 － － 

役員 宮本晋一 － － 当社取締役 
（被所有） 
直接 3.5 

－ － 
社宅の賃借 
（注）３(5） 

600 － － 

役員 吉田 修 － － 当社取締役 
（被所有） 
直接 2.1 

－ － 
社宅の賃借 
（注）３(5） 

600 － － 

役員 菅沼末典 － － 当社取締役 
（被所有） 
直接 0.9 

－ － 
社宅の賃借 
（注）３(5） 

600 － － 

役員 宗吉敏彦 － － 

当社取締役 
及び株式会
社クリード
代表取締役 

（被所有） 
直接 3.6 

－ － 

社債利息の支払
い 
（注）２ 

174 － － 

転換社債の転換 
（注）２ 

6,000 － － 

役員及び 
その近親
者 

永嶋康雄 － － 
株式会社エ
ルシード代
表取締役 

（被所有） 
直接 12.0 

－ － 
銀行借入に対す
る債務被保証 
（注）３(1） 

16,100 － － 

－ － 
新株予約権の行
使 

5,250 
資本金 
資本準備
金 

2,625 
2,625 
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属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 廣渡嘉秀 － － 

当社監査役
及び株式会
社エイ・
ジー・エ
ス・コンサ
ルティング
代表取締役 

（被所有） 
直接 1.3 

－ － 
ＩＰＯ支援委託
料 
（注）３(6） 

5,200 － － 

役員及び
近親者が
議決権の
過半数を
所有して
いる会社
等 

㈱３Ｈ・
トラスト 
（注）４ 

東京都中
野区 

1,000 資産管理業 
（被所有） 
直接 4.4 

兼任 
１名 

新株予
約権の
引受先 

新株予約権の行
使 

15,150 － － 

㈱ワイエ
ムエス
ディー 
（注）５ 

東京都板
橋区 

3,000 資産管理業 
（被所有） 
直接 4.4 

－ 
新株予
約権の
引受先 

新株予約権の行
使 

15,150 － － 

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。 

２．当社取締役宗吉敏彦が第三者（株式会社クリード）の代表者として行った取引であります。同社は当

社取締役宗吉敏彦が代表取締役社長を務めております。また、同社は当社の株式を12.4％保有しており

ます。 

３．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1）当社の銀行借入に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。 

(2）当社の社債発行に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。

当該取引は平成19年12月をもって解消されております。 

(3）当社の社用車割賦購入に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりま

せん。当該取引は平成19年12月をもって解消されております。 

(4）当社のリース契約に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。

当該取引は平成19年11月をもって解消されております。 

(5）当社の借上社宅については、会社負担分を記載しております。当該借上社宅の賃借料については近

隣相場を参考に決定しております。なお、当該借上社宅につきましては、平成18年12月末日をもっ

て解消しております。 

(6）株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティングの子会社である株式会社ベックワンソリューション

に、ＩＰＯ支援業務を委託しており、支払につきましては、一般取引と同様に決定しております。

当社監査役廣渡嘉秀は、株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティングの代表取締役副社長を務め

ております。なお、廣渡嘉秀は平成19年２月21日付けで当社監査役を辞任しており、株式会社ベッ

クワンソリューションとのＩＰＯ支援業務委託契約は平成19年11月をもって終了しております。 

４．当社代表取締役社長永嶋秀和及び近親者が議決権の過半数を所有しております。 

５．当社代表取締役社長永嶋秀和の近親者永嶋康雄が議決権の過半数を所有しております。 

 

 なお、最近日現在において上記取引は、当社代表取締役永嶋秀和による社団法人東京信用保証協会に対する

債務保証（最近日現在107,640千円）を除き、解消されております。 
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２．企業集団の状況 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社グローバル住販）と連結子会社５社、持分法適

用関連会社１社によって構成され、「不動産分譲事業」「不動産販売代理事業」「不動産ソリューション事業」

「その他事業」を展開しております。 

 当社グループでは、連結子会社株式会社エルシードにおいて、事業用地の仕入れを行い、主に新築マンション

を企画開発し、エンドユーザーに分譲しております（不動産分譲事業）。その商品企画に当たって、当社が企画

コンサルティングを行い、販売代理（販売企画・販売業務・契約業務）を行います（不動産販売代理事業）。完

成後のマンションの管理組合より管理業務を連結子会社株式会社ハートウェルス・マネジメントが受託しており

ます（その他事業）。また、株式会社エルシードにおいては、新築マンションの開発分譲以外にも、収益用賃貸

マンション又はオフィス・商業ビルの開発や既存建物のリノベーション等も行い、投資家・ファンド等に売却す

る事業を行っております（不動産ソリューション事業）。 

これらの事業の系統図は次の通りとなります。 

 

［事業系統図］ 

 

不動産販売代理事業
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー

土
地
・
建
物
等
の
所
有
者

販売販売委託

㈱グローバル住販グループ

マンション企画に関する各種提案

企画・
コンサルティング

不動産分譲事業　　開発・分譲仕入

その他事業　　　　

㈱
ハ
ー
ト
ウ
ェ
ル
ス
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

管理委託

不動産　　　　
ソリューション事業

投
資
家
・

フ
ァ
ン
ド

仕入 開発・売却

不動産販売代理事業販売委託 販売

㈱
エ
ル
シ
ー
ド

エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー

㈱
グ
ロ
ー
バ
ル
住
販

 



株式会社グローバル住販(3259) 平成20年６月期 中間決算短信 

 

- 14 - 

 

（１）不動産分譲事業 

当社グループの中核事業は不動産分譲事業であり、当事業は自社ブランド「ウィルローズ」シリーズとして主

に首都圏において新築マンションの企画・開発・分譲を行っております。 

当事業は、当社が販売代理で培ってきた商品企画力、マーケティング力を生かし、企画コンサルティングを行

いながら、株式会社エルシードが用地仕入の実施、外注先を利用しての設計監理や建設工事といった開発を行い、

エンドユーザーに分譲しております。 

シングル又はＤＩＮＫＳ向けの１ＬＤＫを中心としたコンパクトマンションの開発から３ＬＤＫ・４ＬＤＫタ

イプ中心のファミリータイプマンションの開発まで、その物件のエリアや交通・立地条件等の特性を考慮して、

物件毎にロット割り構成・設備・デザイン性の商品企画に独自性を持たせております。 

 その他、当事業では戸建分譲も行っております。 

 

（２）不動産販売代理事業 

前述の当社グループ開発物件（以下「自社開発物件」という）の販売業務に加え、他社ディベロッパーの開発

物件（以下「他社開発物件」という）の販売代理を行っているのが、不動産販売代理事業であります。自社開発

物件のみならず他社開発物件においても、プロジェクト用地の仕入段階から事業に参画し、商品企画の提案を行

い、販売業務については販売企画の提案、モデルルームの運営管理、接客販売業務、契約業務、エンドユーザー

への引渡業務までを行っております。 

また、新築マンションの販売代理に限らず、不動産の仲介業務（売買仲介）もこれに含まれます。 

  

（３）不動産ソリューション事業 

 不動産ソリューション事業は、エンドユーザーに分譲するマンション・住宅等以外の収益用不動産を開発又は

リノベーションを行い、一般投資家、私募ファンド、Ｊ－ＲＥＩＴ等へ一括売却する事業であります。事業用地

を仕入れ、賃貸マンションやオフィス・商業ビル等の当社がその土地に最も合うと考える収益物件を開発してお

ります。また、既存のビル等を取得し、外観デザインや設備等のリノベーションを行い、収益性の高い物件とし

て再生させることにより不動産のバリューアップを図っております。 

 当社グループの重要な収益事業として位置づけ、事業の拡大を図っております。 

 

（４）その他事業 

その他事業においては、自社開発を行った分譲マンションの管理業務を行っております。マンション管理業務

は、平成18年８月の「ウィルローズ瑞江」の管理業務開始を皮切りに、当社グループで分譲したマンションの管

理業務を受託し、事業拡大を図っております。 

   

3.経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「不動産価値創造企業として、変化する時代のスピードに対応し、一歩先のニーズを見据え

ます。既成概念に囚われず、新しい発想による価値を創造し、お客様の夢を叶えます。」を経営基本方針として

います。 

不動産分譲事業、不動産販売代理事業、不動産ソリューション事業を３つの柱とした社会的に必要とされる事

業を展開します。お客さまに感動を与える付加価値の高い商品とサービスを提供することで社会に貢献し、利益

を継続的に獲得することで、企業価値の最大化を目指していきます。 

 

（２）目標とする経営指標等 

  当社グループは、成長過程にあり、中期的に経常利益及び純利益において、前期比30％以上の成長を目指し、か

つ、財務的安定を実現する経営指標として、自己資本比率10％、売上高経常利益率10％を目指して安定した高収

益体質を構築してまいります。 
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（３）中長期的な会社の経営戦略 

  当社グループは、これまで分譲マンションの開発・販売を中心に行ってまいりました。今後は、より一層他社と

の差別化を図り、この事業を安定的に成長させていきます。財務リスクを勘案しながら、大型案件についても着手

していきます。また、これまでに培った商品企画力を生かし、賃料の上昇により活況なオフィスビル・商業ビル等

の開発事業や時代に応じた新規事業にも積極的に取り組み、出口戦略の多様化を図ることによって、事業規模を拡

大し、事業効率及び収益率を高めてまいります。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

  不動産業界を取り巻く環境は、ファンド等の資金流入や用地取得競争による地価高騰、建築費の上昇により、不

動産価格は急激に上昇しており、予断を許さない状況下にあります。 

 当社グループのコア事業である不動産分譲事業及び不動産販売代理事業におきましては、依然団塊ジュニア世代の

一次取得者層を中心として、分譲マンションの取得への積極姿勢が見受けられるものの、マンション販売価格は

「新価格」とも呼ばれ、急激に値上がりを見せております。 

また、エンドユーザーの物件を選別する目も厳しくなり、インターネット等を利用して容易に広域の物件情報の

取得が可能となり、物件の選別化が進み、売れ行きの二極化が進んでいる状況であります。一方で、ＤＩＮＫＳや

独身女性を中心として都心部のコンパクトマンション等の需要が高く、ニーズの多様化も進んでおります。 

このような環境下、当社といたしましては、特に下記の内容を重要課題として取り組んでまいります。 

 

① 収益性の向上 

当社グループのコア事業である不動産分譲事業及び不動産販売代理事業を継続した上で、不動産マーケットの

動向を勘案しつつ、利益率の高い不動産ソリューション事業への比率を高めることにより、収益性の向上を図っ

てまいります。当社グループでは、不動産ソリューション事業として、デザイン性を重視した付加価値の高い賃

貸マンションやオフィス・商業ビルの開発を進めており、マンション開発やマンションの販売代理以外にも事業

領域の幅を広めつつ、当社グループのあらたなコア事業として確立させ、日々変化する不動産市況に的確かつ迅

速に順応できる事業基盤を構築することで、継続的に成長を確保できる企業を目指してまいります。 

 

② 資金調達力の強化 

  不動産開発を行う当社グループにおいては、資金調達力の強化は、事業を拡大する上で最重要課題でありま

す。当社グループは、不動産分譲事業及び不動産ソリューション事業を推進するに当たり、事業用地等の取得

に係る資金調達を機動的かつ安定的に行う必要があります。株式上場により、間接金融に加え直接金融による

資金調達を行うことで、資金調達源泉の幅を広げ、有利子負債依存度を低下させてまいります。また、間接金

融における借入条件を有利に進めることにより金利負担の軽減を図り、シンジケートローンの活用等で長期安

定的な資金の確保並びに財務関連業務コストの削減を図ってまいります。 

 

③ 仕入力の強化 

  当社グループにおきましては、事業用地の取得に当たり、所定の仕入基準に即して、十分なマーケティング

調査と迅速な意思決定を行うことにより、エリア特性に合った商品を提供してまいりました。今後におきまし

ては、地方主要都市における不動産の流動性が高いエリアにも展開するなど仕入エリアの拡大を図り、拡大し

たエリアの内、都心・一等地・希少性の高い事業用地を取得するための積極的な営業活動を展開し、用地仕入

時におけるマーケット調査をさらに強化することで、より一層収益性の高い不動産開発に繋げてまいります。 
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④ ブランドの確立 

首都圏や地方主要都市においては、今後用地取得競争がさらに激化することが予想され、競合物件との商品

の優位性、販売力の強化が必要となり、これに加えて信頼されるブランド力の構築が求められます。 

当社グループは、マンション開発において、より一層他社との差別化を図ったデザイン・仕様・間取り等を

備えたラインナップを取り揃えて、「ウィルローズ」ブランドの確立を図ってまいります。また、主に東京都都

内を中心とした首都圏において事業を展開するドミナント戦略を図ってまいりました。今後は、各種メディア戦

略により地域ブランドから全国ブランドへの認知度を高め、かつ、株式上場により企業としての知名度・信用力

の向上を図ってまいります。 

 

（５）内部統制システムの整備の状況 

  当社は、平成20年１月16日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について決議してお

ります。 

  当社は会社法及び会社法施行規則に基づく「内部統制システム構築の基本方針」を定め、内部統制システム

の更なる構築に努めるとともに、社会経済情勢等の変化に対応し、管理体制の継続的な改善と向上を図ってま

いります。 

 

（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【中間連結財務諸表等】 

(1）【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 ） 

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 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※２  1,525,950   851,308   1,456,304  

２．受取手形及び売掛金   74,334   202   22,638  

３．たな卸資産 ※２  7,514,888   11,133,620   14,238,800  

４. その他 ※３  552,965   613,188   589,452  

流動資産合計   9,668,138 97.9  12,598,319 95.3  16,307,195 98.3 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※1,2  48,252   372,480   53,523  

２．無形固定資産   9,323   14,500   9,722  

３．投資その他の資産   154,300   235,862   216,491  

貸倒引当金   △3,400   -   -  

投資その他の資産合計   150,900   235,862   216,491  

固定資産合計   208,476 2.1  622,843 4.7  279,737 1.7 

資産合計   9,876,615 100.0  13,221,162 100.0  16,586,932 100.0 
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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 ） 

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 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．短期借入金 ※２  208,000   1,219,200   2,951,000  

２．一年以内返済予定の
長期借入金 

※２  1,783,016   5,927,786   5,072,557  

３．一年以内償還予定の

社債 
  96,000   96,000   96,000  

４．未払金   902,414   187,019   856,776  

５．未払法人税等   238,000   352,208   224,145  

６．賞与引当金   9,000   11,338   9,550  

７．その他 ※2,3  542,527   512,481   421,952  

流動負債合計   3,778,958 38.3  8,306,033 62.8  9,631,981 58.0 

Ⅱ 固定負債           

１．社債   392,000   296,000   344,000  

２．転換社債   6,000   -   -  

３．長期借入金 ※２  5,146,877   3,603,272   5,880,084  

４．その他   20,432   77,982   92,214  

固定負債合計   5,565,309 56.3  3,977,254 30.1  6,316,298 38.1 

負債合計   9,344,267 94.6  12,283,288 92.9  15,948,279 96.1 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   113,200 1.2  136,600 1.0  136,600 0.8 

２．資本剰余金   - -  23,400 0.2  23,400 0.1 

３. 利益剰余金   417,347 4.2  779,061 5.9  476,897 2.9 

 株主資本合計   530,547 5.4  939,061 7.1  636,897 3.9 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金 

  -   △195 △0.0  228 0.0 

２．為替換算調整勘定   -   △991 △0.0  1,526 0.0 

評価・換算差額合計   -   △1,187 △0.0  1,755 0.0 

Ⅲ 新株予約権   1,800 0.0  - -  - - 

純資産合計   532,347 5.4  937,873 7.1  638,652 3.9 

負債純資産合計   9,876,615 100.0  13,221,162 100.0  16,586,932 100.0 
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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） 

前連結会計年度の 

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 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高   4,603,994 100.0  8,638,656 100.0  8,336,208 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,033,293 65.9  6,966,745 80.6  5,630,284 67.5 

売上総利益   1,570,700 34.1  1,671,910 19.4  2,705,923 32.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  921,547 20.0  938,149 10.9  1,830,155 22.0 

営業利益   649,152 14.1  733,760 8.5  875,768 10.5 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  149   1,234   882   

２．受取配当金  820   735   1,383   

３. 解約精算金  -   4,300   72,871   

４．匿名組合投資益  54,009   -   54,009   

５．賃貸収入  -   8,441   -   

６．その他  9,219 64,197 1.4 10,946 25,658 0.3 24,150 153,297 1.8 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  85,492   193,912   220,487   

２．支払手数料  14,160   24,054   96,684   

３. 貸倒引当金繰入額  3,400   -   -   

４．その他  3,622 106,675 2.3 3,398 221,366 2.6 20,253 337,425 4.0 

経常利益   606,675 13.2  538,052 6.2  691,639 8.3 

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 297 297 0.0 - - - 1,041 1,041 0.0 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産売却損 ※３ 4,375   223   4,375   

２. 固定資産除却損 ※４ 290   1,532   290   

３．ゴルフ会員権評価損  - 4,666 0.1 2,830 4,587 0.0 2,293 6,959 0.1 

税金等調整前中間(当期) 
純利益 

  602,306 13.1  533,465 6.2  685,721 8.2 

法人税、住民税及び事業     
税 

 241,956   344,933   265,365   

法人税等調整額  54,330 296,286 6.5 △113,632 231,301 2.7 54,785 320,151 3.8 

中間(当期)純利益   306,020 6.6  302,163 3.5  365,570 4.4 
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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 
新株 

予約権 

純資産 

合計 資本金 利益剰余金 
株主資本 

合計 

平成18年６月30日残高(千円） 113,200 111,327 224,527 1,800 226,327 

中間連結会計期間中の変動額      

中間純利益 － 306,020 306,020 － 306,020 

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） 
－ 306,020 306,020 － 306,020 

平成18年12月31日残高(千円) 113,200 417,347 530,547 1,800 532,347 

 

 

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 評価･換算差額等 

純資産 

合計 資本金 資本剰余金 利益剰余金 
株主資本 

合計 

その他有価

証券評価差

額金 

為替換算

調整勘定 

平成19年６月30日残高

(千円） 
136,600 23,400 476,897 636,897 228 1,526 638,652 

中間連結会計期間中の

変動額 

 
 

     

中間純利益 － － 302,163 302,163 － － 302,163 

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） 

－ － － － △424 △2,518 △2,942 

中間連結会計期間中の

変動額合計(千円） 
－ － 302,163 302,163 △424 △2,518 299,221 

平成19年12月31日残高

(千円) 
136,600 23,400 779,061 939,061 △195 △991 937,873 
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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 評価･換算差額等 

新株 

予約権 

純資産 

合計 資本金 資本剰余金 利益剰余金 
株主資本 

合計 

その他有

価証券評

価差額金 

為替換算

調整勘定 

平成18年６月30日残高

(千円） 
113,200 － 111,327 224,527 － － 1,800 226,327 

連結会計年度中の変動額         

新株の発行（新株予約

権の行使） 
20,400 20,400 － 40,800 － － － 40,800 

新株の発行（転換社債

の転換） 
3,000 3,000 － 6,000 － － － 6,000 

当期純利益 － － 365,570 365,570 － － － 365,570 

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額（純額） 

－ － － － 228 1,526 △1,800 △45 

連結会計年度中の変動

額合計(千円） 
23,400 23,400 365,570 412,370 228 1,526 △1,800 412,325 

平成19年６月30日残高

(千円） 
136,600 23,400 476,897 636,897 228 1,526 － 638,652 
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成 18年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 の 要 約

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 
注記
番号 

  金額（千円）   金額（千円）   金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間(当期)純利益   602,306 533,465 685,721 

減価償却費  10,315 11,315 22,005 

貸倒引当金の増加額  3,400 － － 

賞与引当金の増加額  1,100 1,788 1,650 

受取利息及び受取配当金  △969 △1,969 △2,265 

支払利息  85,492 193,912 220,487 

匿名組合投資益  △54,009 － △54,009 

持分法による投資損失  － 868 624 

固定資産除却損  290 1,532 290 

固定資産売却益  △297 － △1,041 

固定資産売却損  4,375 223 4,375 

売上債権の減少額（△は増加額）  △59,806 22,436 △8,111 

ゴルフ会員権評価損  － 2,830 2,293 

たな卸資産の減少額（△は増加額）  △2,518,442 3,105,180 △9,147,612 

前払費用の減少額（△は増加額）  117,894 △46,988 112,525 

長期前払費用の減少額（△は増加額）  △2,293 2,317 1,355 

未払金の増加額（△は減少額）  776,256 △669,756 720,833 

未払消費税等の増加額（△は減少額）  △2,011 28,230 4,387 

未払費用の増加額（△は減少額）  3,612 3,190 △11,158 

前受収益の増加額（△は減少額）  △123,525 87,688 △236,399 

預り金の増加額（△は減少額）  △32,738 △24,543 △33,800 

その他  △44,311 154,439 △103,783 

小 計  △1,233,361 3,406,161 △7,821,630 

利息及び配当金の受取額  969 1,969 2,265 

利息の支払額  △94,525 △184,696 △241,469 

法人税等の還付額  27,410 1,091 27,410 

法人税等の支払額  △82,937 △249,773 △122,666 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,382,445 2,974,752 △8,156,089 
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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 の 要 約

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 
注記

番号 
  金額（千円）   金額（千円）   金額（千円） 

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  △23,800 △3,600 △28,000 

定期預金の払戻による収入  20,001 6,300 27,201 

有形固定資産の取得による支出  △6,380 △333,151 △14,744 

有形固定資産の売却による収入  － 1,380 22,285 

無形固定資産の取得による支出  － △5,035 △565 

投資有価証券の取得による支出  － － △36,666 

投資有価証券の払戻による収入  95,659 － 95,659 

貸付金の回収による収入  300 － 600 

保証金の差入による支出  △5,231 △2,010 △30,037 

保証金の回収による収入  7,914 － 12,708 

出資金の払込による支出  △100 △10 △100 

保険積立金の積立による支出  － － △3,492 

ゴルフ会員権の取得による支出  △5,520 △25,000 △5,520 

その他  － － 1,057 

投資活動によるキャッシュ・フロー  82,843 △361,126 40,385 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

割賦債務の返済による支出  △21,644 △17,938 △24,137 

短期借入金の純増減額  △389,000 △1,731,800 2,354,000 

長期借入金の返済による支出  △2,166,355 △2,251,583 △3,852,607 

長期借入れによる収入  4,076,400 830,000 9,785,400 

社債の償還による支出  △48,000 △48,000 △96,000 

株式の発行による収入  － － 39,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,451,400 △3,219,321 8,205,655 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  151,798 △605,695 89,951 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,340,952 1,430,904 1,340,952 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高 

※１ 1,492,750 825,208 1,430,904 
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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 

子会社は株式会社エルシー

ド、株式会社ハートウェルス・

マネジメント、株式会社ヒュー

マンヴェルディの３社であり、

すべての子会社を連結対象とし

ております。 

子会社は株式会社エルシー

ド、株式会社ハートウェルス・

マネジメント、株式会社ヒュー

マンヴェルディ、アドニス有限

責任中間法人、マードック特定

目的会社の５社であり、すべて

の子会社を連結対象としており

ます。 

上記のうち、アドニス有限責

任中間法人、マードック特定目

的会社は、当中間連結会計期間

において新たに設立したため、

連結の範囲に含めております。 

子会社は株式会社エルシー

ド、株式会社ハートウェルス・

マネジメント、株式会社ヒュー

マンヴェルディの３社であり、

すべての子会社を連結対象とし

ております。 

２．持分法の適用に関する

事項 

非連結子会社及び関連会社が

無いため、持分法の適用はあり

ません。 

持分法適用の関連会社数 1社 

持分法適用の関連会社の名称 

205 West 147th Street，LLC 

 

持分法適用の関連会社数 1社 

持分法適用の関連会社の名称 

205 West 147th Street，LLC  

当連結会計年度において当社

が出資持分を取得したことによ

り、当連結会計年度より持分法

を適用しております。 

３．連結子会社の中間決算

日（事業年度）等に関

する事項 

すべての連結子会社の中間決

算日は、中間連結決算日と一致

しております。 

同左 

 

すべての連結子会社の事業年

度の末日は、連結決算日と一致

しております。 

４．会計処理基準に関する

事項 

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

 ①有価証券 

 イ．その他有価証券 

時価のあるもの 

――――――――― 

 

①有価証券 

 イ．その他有価証券 

時価のあるもの 

当中間連結会計期間末の

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）によっております。 

①有価証券 

  イ．その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末の市場価

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）に

よっております。   

 時価のないもの 

移動平均法による原価法に

よっております。 

時価のないもの 

 

同左 

時価のないもの 

 

同左 

 ②デリバティブ 

 時価法によっております。 

③たな卸資産 

イ．仕掛販売用不動産・販売

用不動産 

個別法による原価法によっ

ております。 

ロ．貯蔵品 

   最終仕入原価法によってお

ります。 

②デリバティブ 

同左 

③たな卸資産 

 

同左 

②デリバティブ 

       同左 

 ③たな卸資産 

       

同左 

 

 



株式会社グローバル住販(3259) 平成20年６月期 中間決算短信 

 

- 25 - 

 

 

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） 

 (2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

(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。 

なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。 

建物及び構築物  ８～18年 

 車両運搬具     ２～６年 

   工具器具備品   ４～20年 

②無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内の利

用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。 

 

①有形固定資産 

定率法によっておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。 

建物及び構築物  ８～18年 

   車両運搬具      ６

年 

   工具器具備品   ４～20

年 

②無形固定資産 

       

同左 

 

 

 

（追加情報） 

当社は法人税法改正に伴

い、平成19年３月31日以前に

取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得

価額の５%相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含めて

計上しております。なお、こ

の変更による営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純

利益に与える影響は軽微であ

ります。 

①有形固定資産 

       

同左 

 

 

 

 

②無形固定資産 

       

同左 

 

 

 

 

 (3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 売上債権その他これに準ずる

債権の貸倒れによる損失に備え

るため一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

       

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

       

同左 
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②賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に備えるため、賞与支給

見込額のうち当中間連結会計期

間の負担額を計上しておりま

す。 

(4）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。 

②賞与引当金 

  

同左 

 

 

 

(4）重要なリース取引の処理方  

法 

 

同左 

②賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に備えるため、賞与支給

見込額のうち当連結会計年度の

負担額を計上しております。 

 

(4）重要なリース取引の処理方  

法 

 

同左 

 (5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法 

 イ．ヘッジ会計の方法 

  特例処理の要件を満たすもの

については、特例処理によっ

ております。 

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 借入金の利息 

ハ．ヘッジ方針 

  金利リスクの低減のために、

ヘッジを行っております。 

 ニ．ヘッジ有効性の評価 

ヘッジ開始時から有効性判定

時点までの期間において、

ヘッジ対象とヘッジ手段の相

場変動の累計を比較し、両者

の変動額等を基礎にして判断

しております。なお、特例処

理の要件を満たしている場合

は、有効性の評価を省略して

おります。 

イ．ヘッジ会計の方法 

同左 

 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

ハ．ヘッジ方針 

同左 

 

 ニ．ヘッジ有効性の評価 

 

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 

同左 

 

ハ．ヘッジ方針 

同左 

 

 ニ．ヘッジ有効性の評価 

 

同左 

 

 

 (6）その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項 

(6）その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項 

(6）その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 消費税等の会計処理 

税抜方式によっており、控除

対象外消費税等は当会計年度の

費用として処理しています。 

なお、固定資産に係る控除対

象外消費税等は、長期前払費用

に計上し、５年間で均等償却し

ております。 

５．中間連結キャッ

シュ・フロー計算

書（連結キャッ

シュ・フロー計算

書）における資金

の範囲 

手許現金、随時引出し可能な

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か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） 

――――――――― ――――――――― （固定資産の減価償却方法の変更） 

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

定資産については、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。 

これに伴う損益への影響は軽微であり

ます。 

 

 

   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） 

  

――――――――― 

 

「解約精算金」は、前中間連結会計期間まで営業外収益

の「その他」に含めて表示していましたが、営業外収益の

100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「解約精算金」の金

額は、2,745千円であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



株式会社グローバル住販(3259) 平成20年６月期 中間決算短信 

 

- 28 - 

 

 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年12月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成19年６月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

               47,392千円 

※２ 担保に供している資産並びに担保

付債務は次の通りであります。 

   担保資産 

   たな卸資産   5,808,280千円 

    計      5,808,280千円 

  担保付負債 

   短期借入金     78,000千円 

一年以内返済予定の      

   長期借入金   1,569,900千円   

   長期借入金   4,774,400千円 

    計      6,422,300千円 

 

 

※３ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的に重要性が

乏しいため、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

              52,191千円 

※２ 担保に供している資産並びに担保

付債務は次の通りであります。 

   担保資産 

現金及び預金   100,000千円 

たな卸資産   9,484,801千円 

建設仮勘定    300,909千円 

      計       9,885,710千円 

  担保付負債 

   その他（事業受入金） 

100,000千円 

短期借入金    621,000千円 

一年以内返済予定の      

  長期借入金   5,834,100千円   

     長期借入金   3,455,000千円 

    計      10,010,100千円 

 

※３ 消費税等の取扱い 

    仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的に重要性が

乏しいため、流動資産及び流動負債

の「その他」に含めて表示しており

ます。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

              53,271千円 

※２ 担保に供している資産並びに担保

付債務は次の通りであります。 

   担保資産 

   たな卸資産  13,031,086千円 

    計     13,031,086千円 

  担保付負債 

   短期借入金  2,389,560千円 

一年以内返済予定の      

   長期借入金  5,277,700千円   

     長期借入金   5,186,500千円 

      計     12,853,760千円 

 

 

※３  ――――――――― 

                      

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自  平成18年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 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次の通りでありま

す。 

役員報酬     105,900千円 

給与手当     186,822千円 

プロジェクト販売費      

296,670千円 

賞与引当金繰入額        

39,139千円 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次の通りでありま

す。 

役員報酬     119,065千円 

給与手当     211,311千円 

プロジェクト販売費      

246,552千円 

賞与引当金繰入額        

11,338千円 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次の通りでありま

す。 

役員報酬     218,000千円 

給与手当     373,802千円 

プロジェクト販売費      

578,452千円 

賞与引当金繰入額        

7,350千円 

※２ 固定資産売却益の内訳は次の通り

であります。 

車両運搬具      297千円 

※２ 固定資産売却益の内訳は次の通り

であります。 

――――――――― 

※２ 固定資産売却益の内訳は次の通り

であります。 

  車両運搬具      1,041千円 

※３  固定資産売却損の内訳は次の通り

であります。 

車両運搬具     4,375千円 

※３  固定資産売却損の内訳は次の通り

であります。 

車両運搬具      223千円 

※３  固定資産売却損の内訳は次の通り

であります。 

  車両運搬具      4,375千円 

※４  固定資産除却損の内訳は次の通り

であります。 

   建物及び構築物    170千円 

   車輌運搬具      120千円 

※４  固定資産除却損の内訳は次の通り

であります。 

   建物及び構築物  1,194千円 

   工具器具備品    338千円 

※４  固定資産除却損の内訳は次の通り

であります。 

   建物及び構築物    170千円 

   車輌運搬具     120千円 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年７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） 

当中間連結会計期間 

増加株式数(株) 

当中間連結会計期間 

減少株式数(株) 

当中間連結会計期間末 

株式数（株） 

発行株式数     

普通株式 1,832 16,488 － 18,320 

合  計 1,832 16,488 － 18,320 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合  計 － － － － 

（注）当中間連結会計期間の発行済株式数の増加は、平成18年８月29日をもって普通株式１株を10株に分割したこ

とによるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間連結

会計期間末

残高(千円) 

前連結会計

年度末 

当中間連結会

計期間増加 

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結 

会計期間末 

提出会社 
ストックオプション

としての新株予約権 
－ － － － －    1,800 

合計 － － － － －    1,800 

 

 ３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

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） 

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） 

当中間連結会計期間 

増加株式数(株) 

当中間連結会計期間 

減少株式数(株) 

当中間連結会計期間末 

株式数（株） 

発行株式数     

普通株式 22,520 － － 22,520 

合  計 22,520 － － 22,520 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合  計 － － － － 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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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） 

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） 

発行株式数     

普通株式 1,832 20,688 － 22,520 

合  計 1,832 20,688 － 22,520 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合  計 － － － － 

（注）当連結会計年度の発行済株式数の増加の内訳は、新株予約権の行使による増加が3,000株、転換社債の株式転

換による増加が1,200株、平成18年８月29日をもって普通株式１株を10株に分割したことに伴う増加が16,488

株であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項   該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自  平成18年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 現金及び現金同等物の中間連

結会計期間末残高と中間連結貸借

対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成18年12月31日現在） 

※ １ 現金及び現金同等物の中間連

結会計期間末残高と中間連結貸借

対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成19年12月31日現在） 

※ １ 現金及び現金同等物の連結会

計年度末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関

係 

（平成19年６月30日現在） 

（千円） 

現金及び預金勘定   1,525,950 

満期までの期間が３か月を超える

定期預金       △33,200 

現金及び現金同等物  1,492,750 

（千円） 

現金及び預金勘定     851,308 

満期までの期間が３か月を超える

定期預金        △26,100 

現金及び現金同等物    825,208 

（千円） 

現金及び預金勘定   1,456,304 

満期までの期間が３か月を超える

定期預金       △25,400 

現金及び現金同等物  1,430,904 

 

（リース取引関係） 

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） 

重要性が乏しく、また、契約一件当たりの金額が僅少なため、中間連結財務諸表規則第15条が準用する財務

諸表等規則第８条の６第６項の規定により、記載を省略しております。 

 

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） 

重要性が乏しく、また、契約一件当たりの金額が僅少なため、中間連結財務諸表規則第15条が準用する財務

諸表等規則第８条の６第６項の規定により、記載を省略しております。 

 

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） 

重要性が乏しく、また、契約一件当たりの金額が僅少なため、連結財務諸表規則第15条の３が準用する財務

諸表等規則第８条の６第６項の規定により、記載を省略しております。 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年12月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額 

(1）その他有価証券  

 非上場株式 35,815 

合計 35,815 

 

当中間連結会計期間末（平成19年12月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 2,390 2,060 330 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額 

(1）子会社株式及び関連会社株式  

 その他関係会社有価証券 33,500 

（2）その他有価証券  

  非上場株式 33,425 

合計 66,925 

 

前連結会計年度末（平成19年６月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 2,390 2,775 385 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額 

(1）子会社株式及び関連会社株式  

 その他関係会社有価証券 37,567 

（2）その他有価証券  

  非上場株式 33,425 

合計 70,992 
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（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

区分 種類 

前中間連結会計期間末（平成18年12月31日） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の 
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

市場取引以外の取引 キャップ取引 200,000 100,000 691 △556 

合計 200,000 100,000 691 △556 

 

対象物の種類 取引の種類 

当中間連結会計期間末（平成19年12月31日） 

契約額等 
（千円） 

 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

金利 キャップ取引 100,000 289 △204 

合計 100,000 289 △204 

 

区分 種類 

前連結会計年度末（平成19年６月30日） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の 
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

市場取引以外の取引 キャップ取引 100,000 100,000 493 △753 

合計 100,000 100,000 493 △753 

 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（注）１．時価の算定方法 

取引金融機関等から提示

された価格等に基づき算定

しております。 

同左 同左 

２．ヘッジ会計を適用してい

るものについては、開示の

対象から除いております。 

同左 同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



株式会社グローバル住販(3259) 平成20年６月期 中間決算短信 

 

- 33 - 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

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

（１）ストック・オプションの内容 

 平成17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期 平成19年６月期 

付与対象者の区分及び数 

当社の取締役１名 

子会社の取締役１名 

外部協力者２名 当社の従業員51名 

当社の子会社の取締

役３名 

当社の子会社の従業

員 15名 

当社の取締役１名 

株式の種類別のストック・ 

オプション数（注）１ 
普通株式 1,000株 普通株式 2,000株 普通株式 1,393株 普通株式 100株 

付与日（取締役会決議日） 平成17年６月10日 平成18年６月28日 平成18年10月13日 平成18年11月24日 

権利確定条件 
権利確定条件はあ

りません。 

権利確定条件はあ

りません。 
（注）２ (注)２ 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定

めはありません 

対象勤務期間の定

めはありません 

対象勤務期間の定

めはありません 

対象勤務期間の定

めはありません 

権利行使期間 
自平成17年６月28日 

至平成22年６月27日 

自平成18年７月１日 

至平成23年６月30日 

自平成20年10月14日 

至平成28年８月９日 

自平成20年11月25日 

至平成28年11月24日 

（注）１．  平成18年８月29日付けで１株を10株に分割した後の株式数に換算して記載しております。 

２．① 新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所

に上場された日後１年を経過する日まで、権利を行使することができないものとする。 

② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監

査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職

後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。 

③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

④ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の

１個未満の行使はできないものとする。 

⑤ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによ

る。 
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（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  ①ストック・オプションの数 

 平成17年６月期 

ストック・ 

オプション 

平成18年６月期 

ストック・ 

オプション 

平成19年６月期 

ストック・ 

オプション① 

平成19年６月期 

ストック・ 

オプション② 

権利確定前（株）     

 前連結会計年度末 ― ― ― ― 

 付与 ― ― 1,451 100 

 失効 ― ― 58 ― 

権利確定 ― ― ― ― 

未確定残 ― ― 1,393 100 

権利確定後（株）  ― ― ― 

 前連結会計年度末 1,000 2,000 ― ― 

 権利確定 ― ― ― ― 

 権利行使 ― ― ― ― 

 失効 ― ― ― ― 

 未行使残 1,000 2,000 ― ― 

（注）平成18年８月29日付けで１株を10株に分割した後の株式数に換算して記載しております。行使時平均

株価については、当社株式は非上場なので記載しておりません。 

 

  ②単価情報 

 平成17年６月期 

ストック・ 

オプション 

平成18年６月期 

ストック・ 

オプション 

平成19年６月期 

ストック・ 

オプション① 

平成19年６月期 

ストック・ 

オプション② 

付与日（取締役会決議） 平成17年６月10日 平成18年６月28日 平成18年10月13日 平成18年11月24日 

権利行使価格（円） 10,000 14,500 14,500 14,500 

行使時平均株価（注）円 ― ― ― ― 

公正な評価単価（付与日） 

（円） 
― ― ― ― 

（注）平成18年８月29日付けで１株を10株に分割した後の権利行使価格に換算して記載しております。行使

時平均株価については、当社株式は非上場なので記載しておりません。 
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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） 

（１）ストック・オプションに係る当中間会計期間における費用計上額及び科目名 

  該当事項はありません。 

 

（２）当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 平成20年６月期 

付与対象者の区分及び数 

当社の従業員37名 

当社の子会社の取締役１名 

当社の子会社の従業員 ７名 

株式の種類別のストック・オプション数 普通株式 126株 

付与日（取締役会決議日） 平成19年７月13日 

権利確定条件 （注） 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません 

権利行使期間 
自平成21年７月14日 

至平成28年８月９日 

権利行使価格（円） 14,500 

付与日における公正な評価単価（円） ― 

（注）① 新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上

場された日後１年を経過する日まで、権利を行使することができないものとします。 

② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査

役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権

利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでありません。 

③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし

ます。 

④ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１

個未満の行使はできないものとします。 

⑤ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところにより

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） 

（１）ストック・オプションの内容 

 平成17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期 平成19年６月期 

付与対象者の区分 

及び数 

当社の取締役１名 

子会社の取締役１名 

外部協力者２名 当社の従業員46名 

当社の子会社の取締

役３名 

当社の子会社の従業

員14名 

当社の取締役１名 

株式の種類別のストック・

オプション数(注）１ 
普通株式 1,000株 普通株式 2,000株 普通株式 1,304株 普通株式 100株 

付与日(取締役会決議日） 平成17年６月10日 平成18年６月28日 平成18年10月13日 平成18年11月24日 

権利確定条件 
権利確定条件はあり 

ません。 

権利確定条件はあり 

ません。 
（注）２ （注）２ 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定め 

はありません。 

対象勤務期間の定め 

はありません。 

対象勤務期間の定め 

はありません。 

対象勤務期間の定め 

はありません。 

権利行使期間 
自平成17年６月28日 

至平成22年６月27日 

自平成18年７月１日 

至平成23年６月30日 

自平成20年10月14日 

至平成28年８月９日 

自平成20年11月25日 

至平成28年11月24日 

（注）１．株式数に換算して記載しております。なお、平成18年８月29日付けで１株を10株に分割した後の株式数

に換算して記載しております。 

２．権利行使の条件は以下の通りであります。 

① 新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上

場された日後１年を経過する日まで、権利を行使することができないものとします。 

② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役

又は従業員のいずれかの地位を有することを要します。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利

行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでありません。 

③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとしま

す。 

④ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができます。ただし、各新株予約権の１

個未満の行使はできないものとします。 

⑤ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによりま

す。 

（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  ①ストック・オプションの数                           

 平成17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期 平成19年６月期 

権利確定前（株）     

 前連結会計年度末 － 2,000 － － 

 付与 － － 1,451 100 

 失効 － － 147 － 

権利確定 － 2,000 － － 

未確定残 － － 1,304 100 

権利確定後（株）     

 前連結会計年度末 1,000 － － － 

 権利確定 － 2,000 － － 

 権利行使 1,000 2,000 － － 

 失効 － － － － 

 未行使残 － － － － 

（注）平成18年８月29日付けで１株を10株に分割した後の株式数に換算して記載しております。 
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  ②単価情報 

 平成17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期 平成19年６月期 

付与日（取締役会決議） 平成17年６月10日 平成18年６月28日 平成18年10月13日 平成18年11月24日 

権利行使価格       (円) 10,000 14,500 14,500 14,500 

行使時平均株価（注）   (円) － － － － 

公正な評価単価（付与日)(円) － － － － 

（注）１．平成18年８月29日付けで１株を10株に分割した後の権利行使価格に換算して記載しております。 

２．行使時平均株価については、当社株式は非上場なので記載しておりません。 
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（セグメント情報） 

【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） 

 
不動産   
分譲事業 

（千円） 

不動産   
販売代理事業 

（千円） 

不動産ソリュー
ション事業 

（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する
売上高 

2,716,676 443,995 1,437,000 6,322 4,603,994 － 4,603,994 

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－ 365,204 － － 365,204 (365,204) － 

計 2,716,676 809,200 1,437,000 6,322 4,969,198 (365,204) 4,603,994 

営業費用 2,522,492 588,431 1,051,725 12,637 4,175,285 (220,444) 3,954,841 

営業利益(又は営業
損失) 

194,183 220,768 385,274 (6,315) 793,912 （144,759） 649,152 

（注）  １．事業区分は売上集計区分によっております。 

    ２．各事業の主な内容 

（1）不動産分譲事業･･･････････････新築マンション・戸建等の分譲 

（2）不動産販売代理事業･･･････････新築マンション等の販売代理及び仲介 

（3）不動産ソリューション事業･････収益用不動産の開発及び販売 

（4）その他事業･･･････････････････マンションの管理業務、保険代理店業務等 

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173,006千円であり、その主

なものは、総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

 

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） 

 

不動産   

分譲事業 
（千円） 

不動産   

販売代理事業 
（千円） 

不動産ソリュー

ション事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 

全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する
売上高 

239,479 68,463 8,285,874 44,839 8,638,656 － 8,638,656 

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－ 169,993 － 2,141 172,134 (172,134) － 

計 239,479 238,456 8,285,874 46,980 8,810,790 (172,134) 8,638,656 

営業費用 331,868 391,954 7,165,907 42,673 7,932,403 (27,508) 7,904,895 

営業利益(又は営業

損失) 
(92,389) (153,497) 1,119,967 4,306 878,386 (144,625) 733,760 

 （注）１．事業区分は売上集計区分によっております。 

    ２．各事業の主な内容 

（1）不動産分譲事業･･･････････････新築マンション・戸建等の分譲 

（2）不動産販売代理事業･･･････････新築マンション等の販売代理及び仲介 

（3）不動産ソリューション事業･････収益用不動産の開発及び販売 

（4）その他事業･･･････････････････マンションの管理業務、保険代理店業務等 

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210,484千円であり、その主

なものは、総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

 

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） 
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不動産   
分譲事業 
（千円） 

不動産   
販売代理事業 
（千円） 

不動産ソリュー
ション事業 
（千円） 

その他事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 
全社 
（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高 
6,165,020 678,178 1,437,000 56,009 8,336,208 － 8,336,208 

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替

高 

－ 654,013 － － 654,013 （654,013） － 

計 6,165,020 1,332,192 1,437,000 56,009 8,990,222 （654,013） 8,336,208 

営業費用 5,623,466 955,267 1,162,720 59,223 7,800,678 （340,237） 7,460,440 

営業利益(又は営業
損失) 

541,553 376,924 274,279 (3,214) 1,189,544 （313,776） 875,768 

（注） １．事業区分は売上集計区分によっております。 

２．各事業の主な内容は次の通りであります。 

（1）不動産分譲事業･･･････････････新築マンション・戸建等の分譲 

（2）不動産販売代理事業･･･････････新築マンション等の販売代理及び仲介 

（3）不動産ソリューション事業･････収益用不動産の開発及び販売 

（4）その他事業･･･････････････････マンションの管理業務、収益用不動産の賃貸、保険代理店業務等 

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371,380千円であり、その主な

ものは総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

 

 

【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） 

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

 

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） 

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

 

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） 

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

 

 

【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） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

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） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

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） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 



株式会社グローバル住販(3259) 平成20年６月期 中間決算短信 

 

- 40 - 

 

（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 28,960円04銭 

１株当たり中間純利益金額 16,704円17銭 

  

１株当たり純資産額 41,646円27銭 

１株当たり中間純利益金額 13,417円56銭 

  

１株当たり純資産額  28,359円35銭 

１株当たり当期純利益金額 19,920円99銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、新株予約権等の

残高はありますが、当社株式は非上場で

あるため、期中平均株価が把握できませ

んので記載しておりません。 

当社は、平成18年８月29日付で株式１株

につき10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１株当たりの情報に

ついては、それぞれ以下の通りとなりま

す。 
 

前連結会計年度 

１株当たり純資産額  12,255円87銭 

１株当たり 

当期純利益金額 
8,990円54銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、新株予約権

等の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握

できませんので記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、新株予約権等の

残高はありますが、当社株式は非上場で

あるため、期中平均株価が把握できませ

んので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

純利益金額については、新株予約権等の残

高はありますが、当社株式は非上場である

ため、期中平均株価が把握できませんので

記載しておりません。 

当社は、平成18年８月29日付で株式１株

につき10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１株当たりの情報に

ついては、それぞれ以下の通りとなりま

す。 
 

前連結会計年度 

１株当たり純資産額  12,255円87銭 

１株当たり 

当期純利益金額 8,990円54銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、新株予約権

等の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握

できませんので記載しておりません。 

 

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

 

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） 

中間（当期）純利益（千円） 306,020 302,163 365,570 

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） 

306,020 302,163 365,570 

期中平均株式数（株） 18,320 22,520 18,351 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間(当期)

純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

第１回転換社債（額面総額

6,000千円）、第１回新株予

約権（新株予約権の数1,000

個）、第２回新株予約権（新

株予約権の数2,000個）、第

３回新株予約権（新株予約権

の数1,393個）及び第４回新

株予約権（新株予約権の数

100個）。 

第３回新株予約権（新株予約

権の数1,260個）、第４回新

株予約権（新株予約権の数

100個）及び第５回新株予約

権（新株予約権の数126個） 

第３回新株予約権（新株予

約権の数1,304個）及び第４

回新株予約権（新株予約権

の数100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） 

 

―――――――― 

 

 

―――――――― 

 

 

 

 

平成19年11月14日開催の取締役会決議

に基づき、次の通り子会社を設立い

たしました。 

１．有限責任中間法人 

（１）名称  

アドニス有限責任中間法人 

（２）基金の総額（出資比率） 

6,000千円（株式会社グローバ

ル住販100％） 

（３）所在地 東京都港区 

（４）代表者 松澤和浩 

（５）事業内容 

資産の流動化に係る業務を目

的として設立される特定目的会

社の特定出資等の取得、保有及

び処分 

（６）設立日 平成 19年 12月７日 

 

２．特定目的会社 

（１）商号 マードック特定目的会社 

（２）特定資本金の額（出資比率） 

100千円（株式会社グローバル

住販100％） 

（３）所在地 東京都港区 

（４）代表者 粟国正樹 

（５）事業内容 

資産の流動化に関する法律に

基づく資産流動化計画に従った

特定資産の譲受け並びにその管

理及び処分に係る業務 

（６）設立日 平成 19年 12月７日 

 

３．保有する物件 

マードック特定目的会社は、当社の

子会社である株式会社エルシードよ

り、平成 20年３月を目途に次の２物件

の譲渡を受け保有します。 

（１）Ｂｌｕｅ 

所 在 東京都港区海岸２丁目 

地 積 240.04㎡ 

建物構造 鉄筋コンクリート造陸屋

根 10階建 

種 類 共同住宅 

床 面 積 1,218.90 ㎡ 

（２）目黒モンドールビル 

所 在 東京都品川区大崎２丁目 

地 積 197.52㎡ 

建物構造 鉄骨・鉄筋コンクリート

造陸屋根地下１階付９階

建 

種 類 店舗事務所 

床 面 積 1,133.88 ㎡ 
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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） 

  平成19年12月25日開催の取締役会

決議に基づき、アドニス有限責任中

間法人と特定出資持分契約書を締結

し、マードック特定目的会社の特定

出資持分の全部を譲渡しました。 

 

(2）【その他】 

該当事項はありません。 
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５ 【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（ 平成18年12月31日 ） 

当中間会計期間末 

（ 平成19年12月31日 ） 

前 事 業 年 度 の 
要約貸借対照表 

（ 平成19年６月30日 ） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 

（資産の部）  
 
 

      
 
 

 

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   929,917   345,637   1,114,517  

２．売掛金   64,099   48,473   59,959  

３．関係会社短期貸付金   250,000   300,000   -  

４. 繰延税金資産   -   110,763   11,375  

５．その他 ※４  71,735   82,977   34,904  

流動資産合計   1,315,752 77.6  887,851 45.1  1,220,757 62.3 

Ⅱ 固定資産           

１.有形固定資産 ※１          

（1）建設仮勘定 ※２  -   300,909   -  

（2）その他   41,382   62,250   46,186  

有形固定資産合計   41,382   363,159   46,186  

２．無形固定資産   1,536   6,559   1,781  

３. 投資その他の資産           

（1）関係会社株式   234,000   530,571   530,571  

（2）その他の関係会社有
価証券 

  -   42,666   36,666  

（3）その他   106,254   138,687   123,517  

   貸倒引当金   △3,400   -   -  

投資その他の資産合計   336,854   711,924   690,754  

固定資産合計   379,773 22.4  1,081,643 54.9  738,723 37.7 

資産合計   1,695,525 100.0  1,969,495 100.0  1,959,481 100.0 
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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 ） 

前 事 業 年 度 の 

要約貸借対照表 
（ 平成19年６月30日 ） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）  
 

 
        

Ⅰ 流動負債           

１．短期借入金 ※２  40,000   753,000   440,000  

２．一年以内返済予定の長 
期借入金 

  208,916   93,686   170,657  

３．一年以内償還予定の社 

  債 
  96,000   96,000   96,000  

４．未払法人税等   6,112   1,788   4,950  

５．前受金   217,489   229,046   165,531  

６．賞与引当金   6,850   7,911   7,192  

７. その他   115,503   70,885   165,227  

流動負債合計   690,871 40.8  1,252,318 63.6  1,049,559 53.6 

Ⅱ 固定負債           

１．社債   392,000   296,000   344,000  

２．転換社債   6,000   -   -  

３．長期借入金   358,477   148,272   281,684  

４．その他   15,275   -   13,174  

固定負債合計   771,752 45.5  444,272 22.5  638,858 32.6 

負債合計   1,462,623 86.3  1,696,590 86.1  1,688,418 86.2 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   113,200 6.7  136,600 6.9  136,600 7.0 

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  -   23,400   23,400   

資本剰余金合計   - -  23,400 1.2  23,400 1.2 

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

  繰越利益剰余金  117,902   113,100   110,834   

利益剰余金合計   117,902 6.9  113,100 5.8  110,834 5.6 

株主資本合計   231,102 13.6  273,100 13.9  270,834 13.8 

 Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差
額金 

  - -  △195 △0.0  228 0.0 

  評価・換算差額等合計   - -  △195 △0.0  228 0.0 

Ⅲ 新株予約権   1,800 0.1  -   -  

純資産合計   232,902 13.7  272,904 13.9  271,062 13.8 

負債純資産合計   1,695,525 100.0  1,969,495 100.0  1,959,481 100.0 
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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） 

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 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   629,418 100.0  238,833 100.0  1,148,470 100.0 

Ⅱ 売上原価   - -  - -  - - 

売上総利益   629,418 100.0  238,833 100.0  1,148,470 100.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  558,562 88.7  561,306 235.0  1,108,116 96.5 

営業利益又は 
営業損失（△） 

  70,855 11.3  △322,473 △135.0  40,354 3.5 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  3,690   8,063   10,110   

２．受取配当金  46,820   162,735   47,116   

３．受取手数料  12,474   55,266   28,434   

４．匿名組合投資益  54,009   -   54,009   

５．受取家賃  16,367   18,476   33,110   

６．その他  3,756 137,117 21.8 2,482 247,023 103.4 7,090 179,871 15.6 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  10,639   14,711   21,631   

２．社債利息  1,847   2,161   3,983   

３．貸倒引当金繰入額  3,400   -   -   

４．その他  2,223 18,111 2.9 - 16,873 7.1 2,447 28,061 2.4 

経常利益又は 
経常損失（△） 

  189,862 30.2  △92,323 △38.7  192,164 16.7 
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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 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 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

           

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産売却益 ※2 297 297 0.0 - - - 1,041 1,041 0.1 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産売却損 ※3 1,038   223   1,038   

２．固定資産除却損 ※4 290   1,532   290   

３. ゴルフ会員権評価損  -   2,830   2,293   

４. 関係会社株式評価損  - 1,328 0.2 - 4,587 1.9 5,428 9,050 0.8 

税引前中間（当期）純利益 

又は税引前中間純損失（△） 
  188,830 30.0  △96,910 △40.6  184,154 16.0 

法人税、住民税及び事業税  13,491   211   10,684   

法人税等調整額  64,611 78,103 12.4 △99,387 △99,176 △41.5 69,809 80,494 7.0 

中間（当期）純利益   110,727 17.6  2,265 0.9  103,659 9.0 
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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 

新株予約権 純資産合計 

資本金 

利益剰余金 
株主資本 

合計 
その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

平成18年６月30日残高(千円) 113,200 7,174 120,374 1,800 122,174 

中間会計期間中の変動額      

中間純利益 - 110,727 110,727 - 110,727 

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) 
- 110,727 110,727 - 110,727 

平成18年12月31日残高(千円) 113,200 117,902 231,102 1,800 232,902 

 

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 

評価・換算差

額等 

純資産合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 
株主資本 

合計 

その他有価証

券評価差額金 資本準備金 
その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

平成19年６月30日残高(千円) 136,600 23,400 110,834 270,834 228 271,062 

中間会計期間中の変動額       

中間純利益 - - 2,265 2,265 - 2,265 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
- - - - △424 △424 

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
- - 2,265 2,265 △424 1,841 

平成19年12月31日残高(千円) 136,600 23,400 113,100 273,100 △195 272,904 
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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 

評価・換算

差額等 

新株予約権 純資産合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 
株主資本 

合計 

その他有価

証券評価差

額金 
資本準備金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

平成18年６月30日残高(千円) 113,200 - 7,174 120,374 - 1,800 122,174 

事業年度中の変動額        

新株の発行 

（新株予約権の行使） 
20,400 20,400 - 40,800 - - 40,800 

新株の発行 

（転換社債の転換） 
3,000 3,000 - 6,000 - - 6,000 

当期純利益 - - 103,659 103,659 - - 103,659 

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
- - - - 228 △1,800 △1,571 

事業年度中の変動額合計額

(千円) 
23,400 23,400 103,659 150,459 228 △1,800 148,888 

平成19年６月30日残高(千円) 136,600 23,400 110,834 270,834 228 - 271,062 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年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） 

１．資産の評価基準及び評価方

法 

（1）有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

移動平均法による原価法

によっております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 

―――――――― 
 

 

 

 

時価のないもの 

  移動平均法による原価法

によっております。 

(1）有価証券 

  子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 

   その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定）によって

おります。 

時価のないもの 

  移動平均法による原価法

によっております。 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

移動平均法による原価法

によっております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等

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）によって

おります。 

時価のないもの 

同左 

 

 (2）デリバティブ 

 時価法によっております。 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

 (3）たな卸資産 

貯蔵品 

最終仕入原価法によっ

ております。 

(3）たな卸資産 

同左 

 

(3）たな卸資産 

同左 

 

２．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以

下の通りであります。 

建物      ８～18年 

車両運搬具    ２～６年 

工具器具備品  ４～20年  

(2) 無形固定資産 

   定額法によっております。 

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内の

利用可能期間(５年)に基づ

いております。 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以

下の通りであります。 

建物      ８～18年 

車両運搬具      ６年 

工具器具備品  ４～20年  

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

（追加情報） 

当社は法人税法改正に伴

い、平成19年３月31日以前に

取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得

価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。なお、

この変更による営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益

に与える影響は軽微でありま

す。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

  

(2) 無形固定資産 

同左 

 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権その他これに準ず

る債権の貸倒れによる損失に

備えるため一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 
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項目 
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） 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞

与の支出に備えるため、賞与

支給見込額のうち当中間会計

期間の負担額を計上しており

ます。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞  

与の支出に備えるため、賞与

支給見込額のうち当事業年度

の負担額を計上しておりま

す。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

同左 同左 

５．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

  特例処理の要件を満たす

ものについては、特例処理

によっております。 

(2)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 借入金の利息 

(3)ヘッジ方針 

  金利リスクの低減のため

に、ヘッジを行っておりま

す。 

(4)ヘッジ有効性の評価 

  ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。 

  なお、特例処理の要件を

満たしている場合は、有効

性の評価を省略しておりま

す。 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

(3)ヘッジ方針 

同左 

 

 

(4)ヘッジ有効性の評価 

 

同左 

 

 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

(3)ヘッジ方針 

同左 

 

 

(4)ヘッジ有効性の評価 

 

同左 

 

 

６．その他中間財務諸表（財務

諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年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） 

―――――――― 

 

―――――――― 

 

（固定資産の減価償却方法の変更） 

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

形固定資産については、改正後の法人

税法に基づく方法に変更しておりま

す。 

これに伴う損益への影響は軽微であ

ります。 

 

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） 

「繰延税金資産」は、前中間会計期間まで流動資産の「そ

の他」に含めて表示していましたが、流動資産の100分の５

を超えたため区分掲記しました。 

  なお、前中間会計期間における「繰延税金資産」の金額

は、15,190千円であります。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前事業年度末 
（平成19年６月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額      

42,775千円 

※２   

―――――――― 

 

 

 

 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額      

44,439千円 

※２ 担保に供している資産並びに担保

付債務は次の通りであります。 

   担保資産 

建設仮勘定    300,909千円 

    計        300,909千円 

  担保付負債 

   短期借入金   295,000千円 

     計       295,000千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額      

47,283千円 

※２   

―――――――― 

 

 

 

 

 

３ 偶発債務 

 債務保証 

次の関係会社について、金融機関から

の借入債務に対し債務保証を行っており

ます。 

㈱エルシード 借入債務  1,920,000千円 

 

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的に重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表示

しております。 

３ 偶発債務 

 債務保証 

次の関係会社について、金融機関から

の借入債務に対し債務保証を行っており

ます。 

㈱エルシード 借入債務  5,054,500千円 

 

※４ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的に重要性が乏しいた

め、流動資産の「その他」に含めて表示

しております。 

３ 偶発債務 

 債務保証  

次の関係会社について、金融機関から

の借入債務に対し債務保証を行っており

ます。 

㈱エルシード 借入債務  5,756,500千円 

 

※４ 消費税等の取扱い 

―――――――― 

 

 

（中間損益計算書関係） 

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） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

であります。 

役員報酬    70,850千円 

給与手当    167,614千円 

地代家賃    48,118千円 

プロジェクト販売費       

90,900千円 

減価償却費    7,510千円 

賞与引当金繰入額       

38,350千円 

※１   ―――――――― 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

であります。 

役員報酬    144,750千円 

給与手当    347,645千円 

賞与         74,871千円 

法定福利費   59,553千円 

プロジェクト販売費    

151,996千円 

地代家賃    97,532千円 

減価償却費     17,830千円 

賞与引当金繰入額     

7,192千円 

※２ 固定資産売却益は、車両運搬

具297千円であります。 

※２   ―――――――― 

 

※２ 固定資産売却益は、車両運搬

具1,041千円であります。 

※３ 固定資産売却損は、車両運搬

具1,038千円であります。 

※３ 固定資産売却損は、車両運搬

具223千円であります。 

※３ 固定資産売却損は、車両運搬

具1,038千円であります。 

※４ 固定資産除却損は、建物170

千円及び車両運搬具120千円で

あります。 

※４ 固定資産除却損は、建物

1,194千円及び工具器具備品338

千円であります。 

※４ 固定資産除却損は、建物170

千円及び工具器具備品120千円

であります。 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産    7,370千円 

無形固定資産      139千円 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産    9,293千円 

無形固定資産      257千円 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産   17,524千円 

無形固定資産    305千円 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

  当中間会計期間（自平成19年７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 

   該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成18年７月１日 至平成19年6月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

（リース取引関係） 

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） 

重要性が乏しく、また、契約一件当たりの金額が僅少なため中間財務諸表規則第５条の３が準用する財務

諸表等規則第８条の６第６項の規定により、記載を省略しております。 

 

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） 

重要性が乏しく、また、契約一件当たりの金額が僅少なため中間財務諸表規則第５条の３が準用する財務

諸表等規則第８条の６第６項の規定により、記載を省略しております。 

 

前事業年度（自平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

重要性が乏しく、また、契約一件当たりの金額が僅少なため財務諸表等規則第８条の６第６項の規定によ

り、記載を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

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）及び前事業年度（自平成18年７月１日 至平成19年６月30日）のいずれにおいても、

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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（１株当たり情報） 

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） 

１株当たり純資産額 12,614円74銭 

１株当たり中間純利益

金額 
6,044円09銭 

 

１株当たり純資産額 12,118円31銭 

１株当たり中間純利益

金額 
100円61銭 

 

１株当たり純資産額 12,036円53銭 

１株当たり当期純利益

金額 
5,648円74銭 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、新株予約権等の

残高はありますが、当社株式は非上場で

あるため、期中平均株価が把握できませ

んので記載しておりません。 

 当社は、平成18年８月29日付で株式１

株につき10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１株当たりの情報に

ついては、それぞれ以下の通りとなりま

す。 

前事業年度 

１株当たり純資産額  6,570円65銭 

１株当たり 

当期純利益金額 
4,458円08銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、新株予約

権等の残高はありますが、当社株式

は非上場であるため、期中平均株価

が把握できませんので記載しており

ません。 

    

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、新株予約権等の

残高はありますが、当社株式は非上場で

あるため、期中平均株価が把握できませ

んので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

純利益金額については、新株予約権等の

残高はありますが、当社株式は非上場で

あるため、期中平均株価が把握できませ

んので記載しておりません。 

 当社は、平成18年８月29日付で株式１

株につき10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１株当たりの情報に

ついては、それぞれ以下の通りとなりま

す。 

前事業年度 

１株当たり純資産額 6,570円65銭 

１株当たり 

当期純利益金額 
4,458円08銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、新株予約

権等の残高はありますが、当社株式

は非上場であるため、期中平均株価

が把握できませんので記載しており

ません。 

    

 

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

 
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） 

中間(当期)純利益（千円） 110,727 2,265 103,659 

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） 

110,727 2,265 103,659 

期中平均株式数（株） 18,320 22,520 18,351 

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり中間(当期)純利益金額

の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

第１回転換社債（額面総

額6,000千円、第１回新株

予約権（新株予約権の数

1,000個）、第２回新株予

約権（新株予約権の数

2,000個）、第３回新株予

約権（新株予約権の数

1,393個）及び第４回新株

予約権（新株予約権の数

100個）。 

第３回新株予約権（新株

予約権の数1,260個）及び

第４回新株予約権（新株

予約権の数100個）及び第

５回新株予約権（新株予

約権の数126個）。 

第３回新株予約権（新株

予約権の数1,304個）及び

第４回新株予約権（新株

予約権の数100個）。 
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（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） 

 

――――――――― 

 

――――――――― 

 平成19年11月14日開催の取締役会決議に

基づき、次の通り子会社を設立いたしまし

た。 

１．有限責任中間法人 

（１）名称  

アドニス有限責任中間法人 

（２）基金の総額（出資比率） 

6,000千円（株式会社グローバル

住販100％） 

（３）所在地 東京都港区 

（４）代表者 松澤和浩 

（５）事業内容 

資産の流動化に係る業務を目的

として設立される特定目的会社の

特定出資等の取得、保有及び処分 

（６）設立日 平成 19年 12月７日 

 

２．特定目的会社 

（１）商号 マードック特定目的会社 

（２）特定資本金の額（出資比率） 

100千円（株式会社グローバル住

販100％） 

（３）所在地 東京都港区 

（４）代表者 粟国正樹 

（５）事業内容 

資産の流動化に関する法律に基

づく資産流動化計画に従った特定

資産の譲受け並びにその管理及び

処分に係る業務 

（６）設立日 平成 19年 12月７日 

 

３．保有する物件 

マードック特定目的会社は、当社の子

会社である株式会社エルシードより、平

成 20年３月を目途に次の２物件の譲渡を

受け保有します。 

（１）Ｂｌｕｅ 

所 在 東京都港区海岸２丁目 

地 積 240.04㎡ 

建物構造 鉄筋コンクリート造陸屋

根 10階建 

種 類 共同住宅 

床 面 積 1,218.90 ㎡ 

（２）目黒モンドールビル 

所 在 東京都品川区大崎２丁目 

地 積 197.52㎡ 

建物構造 鉄骨・鉄筋コンクリート

造陸屋根地下１階付９階

建 

種 類 店舗事務所 

床 面 積 1,133.88 ㎡ 
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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） 

 

――――――――― 

 

――――――――― 

平成 19年 12月 25日開催の取締役

会決議に基づき、アドニス有限責任中

間法人と特定出資持分契約書を締結

し、マードック特定目的会社の特定出

資持分の全部を譲渡しました。 

 

 (2）【その他】 

該当事項はありません。 

 

 


